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問題の所在
（1）本稿は、国境を越えて不正に取引された動産文化財に関する国際民事紛争において
抵触法1上採られるべき処理方法について検討することを通じて、グローバル・ガバナンス
のために抵触法が果たすべき役割を明確にすることを目的とする。
「文化財ないし文化遺産（cultural property, cultural objects, cultural heritage）
（以下、
「文化
財」という）
」2の法による保護の歴史は、15 世紀の中世ヨーロッパにまで遡るといわれる3。
我が国において「文化財」という用語が常用されるようになったのは戦後であるとされるが、
それ以前にも、過去の古い物に価値を見出し、その価値を人々の間で共有し、次世代に継承
するという営みは存在した4。一般に、文化財は、宗教や信仰に供することや5、文化の継承・
伝播にとってかけがえのない存在であること6、教育・考古学・歴史学・科学研究・芸術美
術等の発展に大いに貢献すること、また、近代国家の成立以降は民族主義的な国家意識のシ
ンボルとしても機能してきたこと7、さらには、財産としてしばしば重要な経済的価値を有
すること、等といった理由から、歴史的にも世界的にも、他の一般財とは区別して論じられ
てきており、それ故に様々な局面において争いの種となってきたといえる8。
本稿では、狭義の抵触法の意味では「準拠法選択規則」という用語を用いることとし、い
わゆる広義の国際私法（中西康＝北澤安紀＝横溝大＝林貴美『国際私法』
（有斐閣、2014年）
8 頁参照）の意味で「抵触法」の用語を用いる。
2 本稿では、第 2 章で取り上げるユネスコ条約（1970 年）やユニドロワ条約（1995 年）上
の一般的な定義参照。しつつ、
「文化財」を、さしあたり「考古学上、先史学上、史上、文
学上、美術上又は科学上、国家又は人類全体にとって重要な意義を有する有体物」、として
定義する。詳しい議論については、第 I 部の議論の位置付けと題する箇所、及び、第 4 章第
2 節一 2.参照。
3 Kurt G. Siehr, International Art Trade and the Law, 243 Recuiel des cours 9 (1993), p. 162, footnote
493 に挙げられる文献によれば、最も初期の文化財保護に関する規則は、ローマ教皇ピウス
II 世（Pope Pius II [Enea Sivio Piccolomini]）により 1462 年 4 月 28 日に公布された「Papal Bull
“Cum Almam Nostram”」であるとされる。また、川村恒明「21 世紀社会と文化財の保護」川
村恒明監修著『文化財政策概論―文化遺産保護の新たな展開に向けて』（東海大学出版会、
2002 年）1 頁によれば、ヨーロッパにおける文化財保護の歴史は、1515 年にローマ法皇レ
オ 10 世が大画家ラファエロを古代文物調査官に任命したことに始まるとされる。法による
文化財保護の歴史的な起源から現代に至るまでの各国法秩序における発展について、より
詳細 には、 Lyndel.V. Prott & Patrick J. O’Keefe, Law and The Cultural Heritage, Volume I,
Excavation and Discovery (Professional Books, 1984), pp. 31-71; Lyndel.V. Prott & Patrick J.
O’Keefe, Law and The Cultural Heritage, Volume III, Movement (Butterworths, 1989), pp. 453-464.
4 森本和男『文化財の社会史―近現代史と伝統文化の変遷』
（彩流社、2010 年）3-4 頁参照。
5 川村・前掲注 3）2 頁参照。
6 森本・前掲注 4）4 頁参照。
7 川村・前掲注 3）2 頁。
8 本稿で中心的に扱う問題の他、例えば、不動産・動産を問わない文化財の武力紛争時にお
ける破壊行為の問題（なお、この問題に関する国際的な枠組みについては、第 2 章第 1 節一
参照。
）や、第二次世界大戦下におけるナチスによる美術品の略奪行為の問題（see, e.g., Roodt,
infra note 26, pp. 250-288.）
、コロニアリズムの精算としての文化財の返還の問題（我が国に
関しては、特に朝鮮半島由来の文化財が問題となる。この点については、荒井信一『コロニ
アリズムと文化財―近代日本と朝鮮から考える』
（岩波新書、2012 年）、林容子「在日朝鮮
1
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とりわけ、第二次世界大戦後の第三世界の独立やグローバルなアート市場の広がりによ
り、国境を越えた文化財の盗難・盗掘・破壊・略奪・不法流出が加速・深刻化していること
が国際社会において大きな問題となっている9。文化財の世界的な不法取引市場は、現在、
国際的な組織犯罪と密接に結びつきつつ、武器や麻薬に次ぐ規模で発展しているともいわ
れる10。実際にも、2003 年にイラク国立博物館において多くの収蔵品が国際的テロリストに
より略奪され、一部が資金源として不法取引されるという事件に象徴されるように11、国際
的テロ組織に対する対応との関係でも文化財保護が国際社会の喫緊の課題となっている12。
さらに、我が国の重要文化財についても、平成 27 年度末時点で国指定重要文化財（美術工
芸品）10524 件中、172 件もの重要文化財が所在不明であるとされ、その一部が海外に流出
している可能性が指摘されている13。実際にも、海外の窃盗集団により日本国内の寺院から
仏像等が盗取される事件が発生しており14、国際的な文化財の不正取引を防止することは、
我が国自身にとっても文化財不正流通規制上の重要な政策となっているといえよう。
これらの背景から、国際レベルでは、1960 年頃より、国際連合教育科学文化機関（UNESCO
〔ユネスコ〕
。以下、
「ユネスコ」という）15の「文化財の不法な輸出、輸入及び所有権移転
譲 渡 を 禁 止 し 及 び 防 止 す る 手 段 に 関 す る 条 約 （ UNESCO Convention on the Means of

文化財問題のアートマネジメントの観点よりの考察」尚美学院大学芸術情報学部紀要 5 号
（2004 年）57 頁、等参照）等が挙げられる。
9 Alessandro Chechi, The Settlement of International Cultural Heritage Disputes (Oxford, 2014), pp.
274-275.
10 Id. pp. 276-277. ただし、その正確な統計は明らかでないという（インターポール HP 参
照：<https://www.interpol.int/Crime-areas/Works-of-art/Frequently-asked-questions>.（最終確認日
2017 年 6 月 20 日。以下の HP に関する引用も同様）。
11 例えば、ローレンス・ロスフィールド（山内和也監訳）
『掠奪されたメソポタミア』
（NHK
出版、2016 年）参照。
12 例えば、国連安全保障理事会は、2015 年 2 月 12 日に採択された「国際連合安全保障理事
会決議第 2199 号」において、イラク及びシリアから不法に持ち出された文化財等の貿易を
防止するための適切な措置等をとることを決定した。同決議を受け、我が国文化庁は、「イ
ラクを原産地又は船積地域とする平成 2 年 8 月 6 日以降にイラクにおいて不法に取得され
た文化財に加え、シリアを原産地又は船積地域とする平成 23 年 3 月 15 日以降にシリアに
おいて不法に取得された文化財についても、外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228
号）に基づく輸入規制の対象とし、原則輸入の承認が行われないこと」とする通知を下して
いる（文化庁 HP: <http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/kokusai/>）。
13 文化庁報道発表「国指定文化財（美術工芸品）の所在確認の現況について（平成 28 年 5
月
13
日
）
」
（
文
化
庁
HP:
<http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/2016051301.html>）
。
14 最近では、長崎県対馬市の観音寺から盗取された長崎県指定有形文化財「観世音菩薩坐
像」に関する事件が社会的注目を集めている（
『朝日新聞』
「仏像『倭寇が略奪』認定『韓国
の寺に所有権』韓国の地裁」2017 年 1 月 27 日朝刊 35 頁、
『日本経済新聞』
「『韓国の寺に仏
像所有権』判決、韓国政府が控訴」2017 年 1 月 27 日朝刊 39 頁、
『産経新聞（ウェブニュー
ス）』「韓国政府、寺側主張に反論 対馬仏像訴訟、2 審始まる」2017 年 3 月 21 日
<http://www.sankei.com/world/news/170321/wor1703210041-n1.html>等）。
15 See <http://en.unesco.org/>.
6

Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Property）
」
（1970
年）
（以下、
「ユネスコ条約（1970 年）
」という）16や、私法統一国際協会（別称：UNIDROIT
〔ユニドロワ〕
。以下、
「ユニドロワ」という）17の「盗取された又は不法に輸出された文化
財の返還に関する条約（UNIDROIT Convention on Stolen and Illegally Exported Cultural Objects）」
（1995 年）（以下、
「ユニドロワ条約（1995 年）
」という）18のように、国際的な文化財不正
取引を防止し、盗取や不法な輸出入により不正に取得された各国文化財の「由来国（country
of origin）
（以下、
「O 国」とする）
」19への返還を促すための法的な枠組み作りが行われてき
た。だが、第 2 章で詳しく述べるように、このような国際的な枠組みは、その適用範囲や適
用条件が限定的であり、国境を越えた文化財の不正取引の防止という目的にとって、満足の
いく枠組みを提供しているとは言い難い状況にある。
（2）国際的な枠組みによらない場合には、国境を越えた文化財の不正取引につき国内レ
ベルでの対応が考えられることとなる。国内レベルにおいて従来用いられてきた方法は、各
国の国内裁判所における民事訴訟を通じた事後的救済である。すなわち、問題となる文化財
の本来の所有者が、不正に流出した文化財が所在する国を法廷地国（以下、
「F 国」とする）
として、当該文化財の現在の占有者に対し、国際民事訴訟を通じた返還請求を行うという途
である。
我が国では、これまで、外国の文化財不正流通規制の効力が抵触法上問題となった裁判例
は存在しない20。また、我が国学説上も、この問題については、ユニドロワ条約（1995 年）

United Nations Treaty Series, Vol. 823, p. 231 (1972). Patrick J. O’Keefe, Commentary on the
UNESCO 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and
Transfer of Ownership of Cultural Property (Institute of Art and Law, 2nd ed., 2007). 同条約の邦語
での紹介及び考察として、河野俊行「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及
び防止する手段に関する条約と我が国における執行」ジュリスト 1250 号（2003 年）198 頁
がある。
17 See <http://www.unidroit.org/>.
18 International Legal Materials, Vol. 34 (1995), p. 1330. UNIDROIT Convention on Stolen or
Illegally Exported Cultural Objects: Explanatory Report, prepared by the UNIDROIT Secretariat,
Uniform Law Review 476 (2001); Lyndel V. Prott, Commentary on the UNIDROIT convention on
stolen and illegally exported cultural objects 1995 (Institute of Art and Law, 1997). ユニドロワ条
約（1995 年）の邦語での紹介としては、河野・同上 202-203 頁の他、野村好弘「盗取・不法
輸出文化財の返還条約」ジュリスト 1078 号（1995 年）90 頁、清水響「『盗取され又は不法
に輸出された文化財に関する UNIDROIT 条約』について」民事月報 51 巻 4 号（1996 年）
39 頁がある。
19 本稿では、問題となる動産文化財が流出した国であり、かつ、その法令上当該文化財の発
掘・譲渡・輸出に関する規制を行っている国として、
「由来国（O 国）」という用語を用いる。
なお、この用語は、第 2 章において用られる「輸出国・原産国」という用語とほぼ同義であ
る。
20 なお、国内事案については、盗取された国指定の重要文化財（刀剣 3 点）の返還を求める
訴えが山形地裁に提起されたことにつき、
『朝日新聞』
「盗難刀剣『返して』元の所有者が収
集家提訴」2015 年 10 月 28 日朝刊（山形・1 地方）31 頁が報じている。
16
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制定時や、我が国のユネスコ条約（1970 年）加盟時に、河野俊行教授21を中心に若干の議論
がなされたものの、現在に至るまで議論が十分に尽くされたとは言い難い状況にある22。だ
が、上述した文化財の不正取引市場のグローバルな広がりに鑑みれば、今後、海外から不正
に流出し不正に取引された文化財が我が国に輸入された後、元の所有者により、我が国国際
民事訴訟において、その返還請求等が求められる可能性は十分に考えられる2324。
これに対して、世界的には、ユネスコ条約（1970 年）が成立して以降、文化財返還の私法
的側面に関する議論が活発化する中25、英米法系・大陸法系いずれの国々においても、国内
裁判所における外国の文化財不正流通規制の効力の問題について、裁判例及び学説上活発
な議論が行われてきた26。近時は、学説のみならず、一部の国の裁判例及び抵触法立法上も、
河野俊行「文化財の国際的保護と国際取引規制」国際法外交雑誌 91 巻 6 号（1993 年）
685 頁。また、河野・前掲注 16）、野村・前掲注 18）、清水・前掲注 18）等。なお、近時
のものとしては、樋爪誠「グローバル化と文化財取引」中島茂樹ほか編『グローバル化と国
家の変容「グローバル化の現代－現状と課題」第 1 巻』
（御茶の水書房、2009 年）213 頁が
ある。
22 その他、抵触法的側面に直接触れるものではないが、文化財不正流通規制に関する文献
として、久保敦彦「文化遺産に関する国家の国際法上の権利と違法流出文化財に対する回復
請求権―考古学的遺産に関する問題を中心とする一試論―」
神奈川法学 30 巻 1 号
（1995 年）
47 頁、永野晴康「日本とフランスにおける文化財輸出規制―国宝に指定されていない文化
財の輸出規制を中心に―」千葉商大論叢 47 巻 2 号（2010 年）251 頁、永野晴康「文化財の
違法取引に関する法制度―フランス法制との比較から―」千葉商大論叢 49 巻 2 号
（2012 年）
399 頁がある。
23
実際にも、訴訟には至らなかったものの、アフガニスタン国立博物館から略奪された文
化財や国宝級を含む、多くのアフガニスタンの文化財が我が国に入ってきており、2016 年
には、文化財非営利組織「流出文化財保護日本委員会」
（東京都）を通じて、我が国の所有
者により集められた約 100 点の文化財（無償譲渡）がアフガニスタンに返還されている（
『日
本経済新聞』
「日本で保護の流出文化財 102 点、アフガンに返還」2016 年 8 月 17 日朝刊 34
頁、
『産経新聞（ウェブニュース）
』
「
『文明の十字路』の文化財、アフガンから流出 日本で
保 護 し た
102
点 返 還 へ 」 2015
年
8
月
5
日
<http://www.sankei.com/west/news/150805/wst1508050063-n1.html>）。なお、井上隆史＝NHK 取
材班『アフガニスタン さまよえる国宝』
（NHK 出版、2003 年）114-115 頁では、アフガニ
スタンで盗掘されたり博物館・美術館等から盗取されたりした美術品が、パキスタンを経由
した後にドバイからヨーロッパや日本に持ち出されるというローンダリングの流れが説明
されている。
24 同様に、訴訟には至らなかったものの、2017 年には、朝鮮王朝時代の高官の墓から韓国
の密売集団により盗掘された後、我が国において日本人に売却された 15 世紀朝鮮時代の墓
誌につき、当該日本人遺族が韓国国立中央博物館に無償で寄贈したことが報道されている
（
『日本経済新聞』
「盗品と知らず所蔵の日本人遺族 朝鮮時代の墓誌 韓国に寄贈」2017 年
9 月 12 日夕刊 12 頁）
。
25 これらの議論は、文化財保護の私法的側面に関するユニドロワ条約（1995 年）に結実し
た（詳しくは第 2 章第 1 節二参照）
。同条約の成立以前の学説上の議論については、Siehr,
supra note 3; G.A.L. Droz, The International Protection of Cultural Property from the Standpoint of
Private International Law, in Council of Europe (ed.), International Legal Protection of Cultural
Property (1984), pp. 114-116; Lyndel.V. Prott, The Problems of Private International Law for the
Protection of the Cultural Heritage, 217 Recueil des cours 215 (1989-V).
26 See generally, Prott, id.; Mara Wantuch-Thole, Cultural Property in Cross-border Litigation:
21
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外国の文化財不正流通規制上の利益実現に対して好意的な態度を示す動きが生じており、
注目される27。しかしながら、以下詳しくみていくように、諸外国における議論においても、
外国文化財不正流通規制の抵触法上の処理方法については未だ見解の一致を見ているとは
言い難い。従って、この点につき、抵触法上さらなる検討が必要である。
（3）そこで、本稿では、国境を越えた文化財の不正取引に対する抵触法的対応について
検討することにした。だが、本稿は、以下に述べるように、上記作業を通じてグローバル・
ガバナンスのために抵触法が果たすべき役割についても考察する。
本稿で扱う問題は、現代における抵触法の機能・目的という根本的問題に深く関わる。と
いうのも、法適用の実質法的結果を考慮しない伝統的な抵触法理論・方法上28、文化財保護
や国際的な文化財の不正取引の防止といった実質法的価値・政策が考慮される余地はない
と解されるため、この問題を正面から検討するに当たっては、従来の抵触法の前提を見直し、
抵触法の新たな機能・目的を考察することが不可欠であるからである。この点につき、近時、
環境汚染、人権侵害、外国投資といったグローバルな広がりをみせる諸課題に関して、抵触
法をグローバル・ガバナンス29や国境を越えた私的な秩序形成に利用すべきことを提唱する
見解が主張されており、注目される30。この議論は、国際的な私的利益の保護を目標として
きた伝統的な抵触法理論・方法を再考し、グローバル規模での経済・社会の適切な規整31へ
と向けた抵触法の新たな役割について検討するものであり、有益な示唆を与えてくれるよ
うに思われる。そこで、本稿では、グローバル・ガバナンスへと向けた抵触法の新たな役割
Turing Rights into Claims (De Gruyter, 2015); Christa Roodt, Private International Law, Art and
Cultural Heritage (Edward Elgar, 2015).
27 詳しくは第 3 章参照。
28 例えば、山田鐐一『国際私法［第 3 版］
』
（有斐閣、2004 年）44 頁参照。なお、このよう
に実質法的結果を考慮せず、法の選択・適用をする伝統的な抵触法理論・方法に対する批判
的な動きについては、後掲注 591）参照。
29 「グローバル・ガバナンス」や「カバナンス」の定義を巡っては様々な議論があるものの
（see, e.g., Horatia Muir Watt, The Relavance of Private International Law to the Global Governence
Debate, in Horatia Wuir Watt & Diego P. Fernández Arroyo (eds.), Private International Law and
Global Governence (Oxford University Press, 2014), p. 1, 3.）
、本稿では、Jacob Torfing, B. Guy
Peters, Jon Pierre & Eva Sørensen, Interactive Governance: Advancing the Paradigm (Oxford
University Press, 2012) による定義に従い、
「ガバナンス」という用語を「共通の目標に従い、
かつ、集団的行動を通じて、社会及び経済を統御するプロセス」
（id. p. 14）を意味するもの
として用いる。そこで、本稿における「グローバル・ガバナンス」は、共通目標に従い、集
団的行動を通じて行われる統御の対象（経済及び社会）が国境を越えることを意味する。
30 参照、横溝大「グローバル化時代の抵触法」浅野有紀＝原田大樹＝藤谷武史＝横溝大編著
『グローバル化と公法・私法関係の再編』（弘文堂、2015 年）109 頁、121 頁以下、及び、
横溝大「レギュレーションと抵触法」国際私法年報 17 号（2015 年）113 頁、121 頁（以下、
「横溝年報」とする）
。詳しくは第 4 章第 1 節一参照。
31 本稿では、「規整」という用語を、行政機関を中心とする国家機関による規則を意味する
「規制」とは異なり、「社会的なコントロールメカニズム」を指すより広範な概念として用
いる（この点に関して、松尾陽「規制形態論への前哨―規制の分散化と規制作用の静態的分
析」近畿大学法学60巻1号（2012年）119 頁、131頁以下、及び、横溝年報・同上113頁以下
参照）。
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に関するこれらの見解を手掛かりとして、その理論的示唆を検討しつつ、グローバル化した
現代社会において、抵触法が果たすべき役割について考察する。その上で、国際的な文化財
の不正取引というここでの問題について、上述の新たな観点から具体的処理方法を提言す
る。
（4）本稿では、由来国（O 国）から他国へと流出した（私人又は O 国自身が所有する）
文化財につき、当該文化財の所在地国（F 国）裁判所において、本来の所有者により、その
返還請求が求められる場合を主たる事例として念頭に置く。この事例においては、①本来の
所有者である私人が私法上の所有権を主張して返還請求を行う場合と、②O 国自らが自国
の文化財不正流通規制上国家に付与される権利利益を主張して返還請求を行う場合とが考
えられる。②の場合には、原告が外国国家（その機関を含む。以下、「外国国家等」という）
であることから、外国国家等による外国公法に基づく請求の可否という特殊な問題が生じ
る。また、外国の文化財不正流通規制の内国における効果が問題となる状況は返還請求の場
合に限られない。例えば、③O 国の文化財不正流通規制上の保護を受ける文化財に関する私
人間での売買・運送・保険契約等が、同規制上の取引・譲渡等に関する制限規定に反すると
して、当該契約の無効が私人間において争われることが考えられる。そこで本稿では、これ
ら 3 つの場合を念頭に検討を行う。
第 I 部では、第 II 部における検討の出発点を明確にするため、各国の文化財不正流通規
制に関する法的現状を把握・分析した上で（第 1 章）、国際法レベルでの対応の実態を確認
しつつその実効性について分析する（第 2 章）。ここでの分析により、各国の文化財不正流
通規制（発掘・譲渡・輸出に関する規制）は、その規制の程度に応じて、大きく 2 つに大別
されることが示される。また、文化財の不正取引の防止へと向けた国際的な枠組みが十分に
機能していない背景に、これらの文化財不正流通規制を巡って政策的に異なる国々の間で、
政治的ないしイデオロギー的な対立があることが指摘される。
第 I 部を受けた第 II 部では、抵触法上外国の文化財不正流通規制の効力が問題となった
諸外国の裁判例、及び、関連する抵触法立法・学説上の議論を整理した上で（第 3 章）、国
際民事紛争における外国の文化財不正流通規制の処理方法について検討する（第 4 章）
。第
3 章では、第 1 節において、返還請求一般に関する問題である物権変動についての準拠法選
択・適用の問題（第 1 節一）と、原告が外国国家等である場合に問題となる外国国家等によ
る外国の文化財不正流通規制に基づく返還請求の可否の問題（第 2 節二）とを扱い、第 2 節
において、返還請求以外の場合における外国の文化財不正流通規制の効力の問題を扱う。こ
こでの分析を通じて、上述した 3 つの問題状況のいずれにおいても、伝統的な抵触法理論・
方法（物権準拠法に関する所在法主義32、外国国家等による外国公法に基づく請求の不許可
33、外国の公法・強行的適用法規の不適用34）の問題性が指摘されていることが確認される。

32
33
34

詳しくは第 3 章第 1 節一参照。
詳しくは第 3 章第 1 節二参照。
詳しくは第 3 章第 2 節参照。
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第 4 章では、まず、グローバル化の下で抵触法が目指すべき方向性について考察する（第
1 節）
。この点に関する結論を予め示せば、抵触法をグローバル・ガバナンスや国境を越え
た私的な秩序形成に利用すべきであるという主張を受け容れた上で、特定の実質法的価値・
政策から一定の距離を取りつつ、問題領域毎に規整的権威の間で共有される共通価値ない
し一定の普遍性を有する実質法的価値に従った規整的権威の調整を行っていくべきである、
というのが本稿の主張である。また、このように普遍主義的観点から抵触法の目指すべき方
向性ないし目標について議論しつつ、具体的な規則設定に関しては、各法秩序の多様性に鑑
み、法秩序固有の観点が加味される余地が認められるべきであることをも本稿は主張する。
最後に、以上の考察の具体的な当てはめとして、抵触法における文化財の位置付けを明確に
した上で、第 3 章で挙げた 3 つの問題状況において抵触法上採られるべき具体的処理方法
について検討する（第 2 節）
。

第I部

文化財の不正流通規制

第 I 部では、第 II 部で扱う抵触法上の対応を考える上での問題の所在を明確にするため
に、国境を越える文化財の不正取引を巡る国内レベル及び国際レベルでの法状況を確認す
る35。以下では、各国の文化財不正流通規制（第 1 章）
、及び、かかる権利・利益を保護する
ための国際的な枠組（第 2 章）について、その規則内容や学説上の議論を整理・概観する。
第 1 章 各国国内法
本章では、代表的な国々を挙げつつ文化財不正流通規制に関する国内実質法を概観する36。
ここでは、国際民事紛争における外国の文化財不正流通規制の処理方法について検討する
本稿の目的との関係で、文化財不正流通規制が文化財に関する私法上の権利義務関係に如
何なる影響を与えるのか、という点が重要となる。そこで本章では、自国領域内での文化財
の発掘や自国領域内に恒常的に所在する文化財の譲渡・輸出に関する各国の文化財不正流
通規制を取り上げる37。本章の目的は、各国における文化の不正流通規制の実態を確認する
なお、第 I 部及び第 II 部を通じて、脚注において条文を参照する場合には、日本法を除
き、基本的には英語（英語訳も含む）にて引用することとするが、適宜、特に必要と思われ
る場合には原文と日本語訳を併記することとする。また、ユネスコ条約（1970 年）及びユ
ニドロワ条約（1995 年）に関しては条文の日本語訳を引用することを原則とする。
36 各国の文化財不正流通規制の邦語での紹介として、河野・前掲注 21）694 頁以下がある。
37 そのため、第 1 に、外国から自国に持ち込まれた文化財、特に外国の輸出規制に反して
不法に輸出された文化財に関する輸入規制や罰則規定については、基本的に取り上げない
（なお、第 2 章第 1 節一 3.参照）
。第 2 に、海外から展覧会等のために一時的に借り受けた
美術品等に対する強制執行等の禁止を定める法律（いわゆる「anti-seizure statute」）について
も、取り上げないこととする。なお、我が国では、このような法律として、
「海外の美術品
等の我が国における公開の促進に関する法律」
（2011 年 4 月 1 日法律 15 号）が制定されて
いる（同法については、島田真琴「海外から借り入れた美術品等の差押え等を禁止する法律
（海外美術品公開促進法）について」慶應法学 20 号（2011 年）187 頁、及び、以下の文化
庁
HP
参
照
。
35
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と共に、文化財という財に対して各国が有する関心の程度差を明らかにすることにある。
本章でこれから述べるように、各国法制度は、自国領域内に所在する考古学的・歴史的・
芸術的価値を有する物につき、私法上の所有権の取得や処分を尊重する程度に応じて 2 つ
のグループに大別される。文化財の不正流通規制に関するこのような規制の程度差は、国境
を越えた文化財の不正取引に関する国際的なレベルでの対応を行う際の大きな障害となっ
てきた38。さらに、このような各国法制度の差異は、国境を越えた文化財の不正取引という
問題に対して、一国内法である抵触法がいかに対応すべきか、という問題を考える上でも重
要となる39。
以下では、文化財不正流通規制がどのような形で私法上の権利義務関係に影響を与えて
いるのかという観点から、文化財の発掘（第 1 節）
、譲渡（第 2 節）
、及び、輸出（第 3 節）
に関する主要な国々における規制を整理・概観することとする。
第 1 節 発掘に関する規制
本節では、地中や海中から新たに発見ないし発掘された物（以下、「発掘物」という）の
所有権に関する各国法制度を概観する。文化財の発掘一般に関する規制40の中でも、発掘物
に関する私法上の権利義務関係に影響を与える規制としては、一定の考古学的ないし歴史
的な価値を有する物が発掘された場合に、自国ないし発掘地の管轄自治体にその発掘物に
関する特権的権利を付与する規制が挙げられる。
このような規制には、自国領域内において発掘された全てあるいは一定の発掘物につい
て、これを国有財産とする法制度（一）と、基本的には埋蔵物の拾得に関する法に基づく私
的所有を認める法制度（二）
、とが存在する。以下、代表的な国々の法制度を挙げつつ、そ
れぞれの規制の内容について確認する。
一

国有財産とする法制度

自国領域内において発掘された全てあるいは一定の発掘物を国有財産とする法制度は、
政府や行政当局、裁判所等による収用や命令といった手続を経ることなく、自動的に発掘物
の所有権を国家に付与する点で、一般に、
「blanket legislation」又は「umbrella statute」
（以下、
「国家所有権の包括的な付与立法」という）と呼ばれる41。この法制度の趣旨・目的は、国

<http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/bunkazai/kaigaibijutsu_sokushin/>.
38 詳しくは第 2 章参照。
39 第 4 章参照。
40 行政法上の一般的な規制としては、多くの国において、規制当局による発掘行為の許可
や規制当局への発掘物の報告が求められており、また、許可なく不法な発掘行為がなされた
場合や発掘物の報告義務に反した場合には、違反者に対して一定の罰則が課されることが
通常であるといえる。See, e.g., Wantuch-Thole, supra note 26, pp. 43-46.
41 See, e.g., Paul M. Bator, An Essay on the International Trade in Art, 34 Stanford Law Review 275
(1982), p. 348: Jonathan Moore, Enforcing Foreign Ownership Claims in the Antiquities Market, 97
Yale Law Journal 466 (1988), pp. 466-467.
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家による行為の介入を待つことなく、発掘と同時に発掘物の所有権を国家に付与すること
で、考古学的ないし歴史的な価値を有する発掘物が無主物となることを防止し、以て発掘文
化財の保護を図ることにある、とされる42。以下詳しく述べるように、国家所有権の包括的
な付与立法は、対象となる発掘物の範囲や私有を認めるか否かといった点につき、国毎に違
いがあるものの、考古学的遺跡が多く存在する国において採用されている。
以下では、国家所有権の包括的な付与立法を制定している代表的な国々として、エジプト
（1.）
、ペルー（2.）
、メキシコ（3.）
、トルコ（4.）
、イタリア（5.）を取り上げ、適宜これら
の国々の文化財不正流通規制の沿革や文化財の定義にも触れつつ、発掘に関する規制を概
観する43。
1. エジプト
最も保護主義的であるといわれる44法制度を採用する国として、エジプトが挙げられる。
エジプトでは、
「1983年古代遺物保護法117号」
（以下、1983年の「法117号」という）45によ
り、同法制定以降に同国領域内において発掘された全ての古代遺物（antiquity）はエジプト
の国有財産となる、と定められている46。同法における「古代遺物」の定義は、以下の通り
である。すなわち、①エジプト文明やそれに連続する文明の生産物、②先史時代以降、及び、
100年前までの連続する歴史的時代の間に（since the pre-historic ages and during the successive
historic ages till before 100 years）エジプトの領域においてなされた、芸術、科学、文学、又
は宗教の創造物、③エジプト文明やエジプトの領域において興った他の文明の様々な側面
を示すものとして、考古学的、歴史的、又は芸術的な価値や重要性があるもの、④エジプト
の領域において生産されたか又は生育したもので、エジプトに歴史的関連があるもの、⑤人
骨、である（同1条）
。また、国家は、歴史的、科学的、宗教的、芸術的、又は文学的な価値
のある不動産及び動産の保持・保存に国家的関心を有する場合、首相による法令により、当
該財を古代遺物とみなすことができる（同2条）。この場合、当該財は同法に従い登録される
（2条）
。
42

Sibel Özel, The Basel Decisions: Recognition of the Blanket Legislation Vesting State Ownership
over the Cultural Property Found within the Country of Origin, 9 International Journal of Cultural
Property 315 (2000), p. 330. See also, Wantuch-Thole, supra note 26, p. 28.
43 ここで挙げた国々の他にも、カンボジア（Alper Taşdelen, Cambodia’s Struggle to Protect its
Movable Cultural Property and Thailand, in Brigitta Hauser-Schäublin & Lyndel V. Prott (eds.),
Cultural Property and Contested Ownership: The Trafficking of Artefacts and The Quest for
Restitution (Routledge, 2017), p. 45, p. 55.）や、マケドニア（Law on Protection of Cultural Heritage
(Official Gazette of the Republic of Macedonia, No. 20/2004). See also, Wantuch-Thole, id.p. 32.）
、
エクアドル（1979 年の「文化遺産に関する法 3501 号（Ley de patrimonio cultural, No. 3501）
」
9 条）
、イラン（See infra note 757.）
、ギリシャ（See Wantuch-Thole, id.pp. 32-34.）といった国々
において、発掘物を国有財産とする法制度が採られている。
44 Wantuch-Thole, id.p. 29.
45 Law No. 117 of 1983 on the Protection of Antiquities. 同法の原文及び英語翻訳は、UNESCO
の以下のデータベースから入手可能。<http://www.unesco.org/culture/natlaws/>.
46 See, e.g., Wantuch-Thole, supra note 26, pp. 29-30.
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このように定義される古代遺物は、同法 6 条によれば、宗教的に寄進された財産（wakfs）
を除き公的財産とみなされることとなり、その占有・所有・移転は、同法やそれを履行する
命令により規定される条件においてなされる場合を除き、認められない。さらに、同法によ
れば、偶然発見された古代遺物については国家が所有者となり、当該古代遺物の発見者ない
しその発見を通知した者に対し当局は報酬を支払うことができるとされる（同 24 条 2 項）
。なお、考古学的な発掘調査により発掘された古代遺物は国有財産となることが明確に定

47

められている（同 35 条）
。
1983 年の「法 117 号」は、
「1983 年古代遺物保護法 117 号を改正する 2010 年法 3 号」48
により、一部改正がなされている。同改正法は、外国発掘調査団が発掘物について 10％の
報酬を受けることができるとする制度の廃止や、古代遺物取引に対するさらなる罰則強化
といった、全体的な規制の強化を図るものであるとされる49。
2. ペルー
エジプトと同様、アメリカ大陸の中でも、先コロンブス期に多くの文化が栄えたペルーに
おいて、発掘物を国有財産とする法制度が採用されている50。ペルーでは、1821 年のスペイ
ンからの独立後から文化財保護に関する国内立法が整備されはじめ、20 世紀に入り、文化
遺産の略奪を防止するという意図の下、文化財の登録制度や許可なき輸出の禁止が定めら
れると同時に、新たな発掘物を国有財産とする法制度が整備されるに至った51。まず、1929
年の「法 6634 号」は、同法制定以前の動産について私的所有を認める一方、同法制定以降
にペルー領域内で発掘されたスペイン人による征服以前の財については、国有財産として
扱われるとした52。同法によれば、新たに私人により発掘されたか又は私人の土地において
発掘された文化財は、その発見から 1 年以内に当局の登録簿に記載されればその私有が認
められるが、さもなければ国有財産となるとされた53。同法においては、例外として、博物
館の所蔵品と同種のものであるために珍しさを欠く発掘物については、当時施行されてい

47

Ibid.
Law No. 117 of 1983 as Amended by Law No. 3 of 2010 Promulgating the Law on the Protection
of Antiquities. See Zahi Hawass, Law No. 117 pf 1983 as Amended by Law No. 3 of 2010
Promulgating the Antiquities’ Protection Law (Egypt), 17 International Journal of Cultural Property
613 (2010).
49 Id. p. 614.
50 Jack Batievsky & Jorge Velarde, The Protection of Cultural Patrimony in Peru, in Barbara T.
Hoffman (ed.), Art and Cultural Heritage: Law, Policy and Practice (Cambridge, 2006), p. 100;
Alberto Martorell-Carreño, Cultural Patrimony and Property Rights in Peru, in Barbara T. Hoffman
(ed.), Art and Cultural Heritage: Law, Policy and Practice (Cambridge, 2006), p. 105.
51 Batievsky et al, id. p. 100.
52 Martorell-Carreño, supra note 50, pp. 105-106. なお、同法の内容は、同法に先立つ「1911 年
8 月 19 日の最高法令（Supreme Decree）2612 号」において既に定められていた。Batievsky et
al, supra note 50, p. 100.
53 Martorell-Carreño, ibid; Batievsky et al, supra note 50, p. 100.
48
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た民法上の埋蔵物に関する拾得ルールに従い54、当該文化財の発見者ないし土地所有者によ
る私的所有が認められていた55。このような私的所有権の例外は、後述するように、現行法
上は認められていない。
その後、
「法 6634 号」の一部の規定を改正する 1985 年の「法 24047 号」が制定され、さ
らに、
「法 24047 号」は、現行法である 2004 年の「法 28296 号」56によって取って代られた
。現行法である 2004 年の「法 28296 号」によれば、同法の規制対象となる「国家文化遺

57

産（Patrimonio Cultural de la Nación）
」は、以下のように定義される。すなわち、「古生物学
上、考古学上、建築学上、史上、芸術上、軍事上、社会上、人類学上、伝統上、宗教上、民
族上、科学上、技術上又は知性上、重要性や価値、意義があると明確に宣言されたか、若し
くはそのような法的推定が存在する、人類の業績の有形及び無形の表現」
（同 II 条）58、で
ある。同条にいう法的推定については、以下のような定めがある。すなわち、スペイン人に
よる征服以前、副王（植民地）時代、及び共和国時代のもので、同 II 条にいう重要性や価
値、意義を有するもの、並びに、ペルーが参加する条約や合意において言及されるものは、
私有財産であるか国有財産であるかに拘わらず、国家文化遺産の条件を充すものと推定さ
れる（同 III 条）
。この国家文化遺産に対する国家の権利は、時効の制限を受けない（同 VI
条）
。なお、従来の立法と同様、2004 年の「法 28296 号」上も、国家文化遺産の私的所有が
認められている（同 V 条参照）
。ただし、本章第 2 節で詳しく述べるように、国家文化遺産
に対する私的所有権は同法による制限を受ける（同 4 条参照）。
2004 年の「法 28296 号」では、従来の立法とは異なり、新たな発掘物の所有権に関して
以下のような規定が置かれることとなった59。すなわち、国家文化遺産の一部を成す未発見
の動産又は不動産はもっぱら国家に帰属すること、及び、既に知られている又は発見された
考古学的遺物であって、同法の制定時点において私的に所有されていない物は、国有財産の
状態を保持すること（同 5 条）
、である。そして、このような発掘物は、譲渡不可能であり
時効の制限も受けない（同上）
、とされている60。

なお、民法上の規則については、その後「1936 年の民法」において、
「法 6634 号」のよ
うな特別立法に服す考古学的及び歴史的遺跡は、民法上も国有財産として扱われることが
確認された。Batievsky et al, ibid. p. 101.
55 Batievsky et al, ibid.; Martorell-Carreño, supra note 50, pp. 105-106. なお、この例外の意図は、
特に珍しい文化財ではないということであれば、私有を認めてよいだろうということであ
るとされる。Batievsky et al, ibid.
56 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley No 28296. 同法の原文及び英語翻訳は、
UNESCO の以下のデータベースから入手可能。<http://www.unesco.org/culture/natlaws/>.
57 Batievsky et al, supra note 50, p. 101.
58 なお、有形財産及び無形財産のより詳細な分類は同 1 条にある。
59 Ibid. なお、その他、ペルーにおける発掘調査規制や刑法には、発掘物の届出に関する規
定や、略奪行為・盗掘等に関する罰則規定がある。Id. pp. 101-102.
60 Id. p. 101.
54
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3. メキシコ
アメリカ大陸の中では、先史時代から先コロンブス期において高度な文明が発達したメ
キシコでも、発掘物に関して以下のような法制度が行われてきた61。まず、メキシコにおい
ては、18 世紀には、宗主国であったスペインの影響を受け、歴史的及び芸術的価値を有す
る財産の保護という考えが存在したものの、19 世紀にスペインから独立を果たした後、よ
うやく文化財保護に関する多くの国内立法が整備されるようになった62。古くは「1897 年 5
月 11 日の法令」において、考古学的遺跡は国家の財産であることが定められていた63。そ
の後、いくつかの法改正を経て、現行法である 1972 年 5 月 6 日の「考古学的、芸術的、及
び歴史的な遺跡及び区域に関する連邦法」
（1972 年法）64が制定された。また、1972 年法の
一部を改正する法律が 1986 年に制定されている（1986 年改正法）65。
現行法である 1986 年改正法では、動産又は不動産の「考古学的遺跡（monumentos
arqueológicos）
」66は、譲渡不可能であり、かつ、時効の制約を受けない、国有財産として扱
われるとされる（同 27 条）
。従って、地中又は海中から発見された考古学的遺跡は、連邦政
府による宣言を経ることなく、直ちに国有財産となる67。考古学的遺跡を発見する又は探査
する行為は、
「国立考古学及び歴史学機関（Instituo Nacional de Antropologìa）
」
、科学機関、又
は事前の許可を得て道徳地位を承認された機関のみが行うことができる（同 30 条）
。考古学
的物件（bienes arqueológicos）を発見した者は届出の義務を負い、届出を受けた当局は 24 時
間以内に国立考古学及び歴史学機関に通知しなければならないとされる（同 29 条）
。なお、
同法上保護の対象となる文化財としては、考古学的遺跡の他に、
「芸術的遺跡（monumentos
artísticos）
」68と「歴史的遺跡（monumentos históricos）
」69がある。

メキシコの文化財不正流通規制については、以下で挙げるものの他、Jorge S. Cordero,
Mexico, in Toshiyuki Kono (ed.), The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage
and the Preservation of Cultural Heritage in the 21st Century (Nijhoff, 2010), p. 495; Wantuch-Thole,
supra note 26, p. 30 参照。
62 Norma Rojas Delgadillo, Cultural Property Legislations in Mexico: Past, Present, and Future, in
Barbara T. Hoffman (ed.), Art and Cultural Heritage: Law, Policy and Practice (Cambridge, 2006), p.
114.
63 Id. p. 114, footnote 5.
64 Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas (1972). 同法の原文
及 び 英 語 翻 訳 は 、 UNESCO の 以 下 の デ ー タ ベ ー ス か ら 入 手 可 能 。
<http://www.unesco.org/culture/natlaws/>.
65 同改正法の条文及び英語翻訳についても、UNESCO のデータベース（同上）から入手可
能。
66 考古学的遺跡とは、メキシコの領域におけるヒスパニック文化の確立に先立つ文化の生
産物である不動産及び動産、及び、それらの文化に関連する植物や動物の化石を指す（同 28
条）
。
67 Cordero, supra note 61, p. 528.
68 芸術的遺跡とは、その重要性や特定の芸術的運動におけるその位置づけ、革新的性質、使
用される物質及び技術などにより、傑出した美的価値を有する不動産及び動産を指す（同 33
条）
。
69 歴史的遺跡とは、スペイン文化の確立に先立つ国家の歴史に関連する財産を指す（同 35
61
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4. トルコ
古代文明や多くの文化が栄えたトルコにおいても、19 世紀以降、その前身であるオスマ
ン帝国時代から、領域内において発見された文化財に対する国家的関心が示されるように
なった70。オスマン帝国最初の古代遺物に関する法令であるとされる 1869 年の「古代遺物
に関する法令」71は、同帝国領域内において発見された古代遺物の輸出を禁止する一方で、
土地所有者に対しては、自らの土地において発見された古代遺物の私的所有を認めていた72。
しかし、その後、同 1869 年の法令の規制は所有権につき不十分であることが認識されたこ
とから、
「1874 年 4 月 7 日の法令」73では、未発見の古代遺物に対する国家所有権が認めら
れることとなった74。ただし、合法的な発掘行為により発掘されたものについては、土地所
有者や発見者に対して私的所有が認められていた75。だが、その後、
「1884 年 2 月 21 日の法
令」76では、私有地で偶然発見された古代遺物の例外を除き、発見された又は未発見の全て
の古代遺物についてオスマン帝国が所有者となると定められた77。そして、オスマン帝国崩
壊後もトルコにおいて引き続き効力を有していた「1906 年 4 月 23 日の法令」78では、オス
マン帝国領域内において発見された古代遺物が国有財産として扱われることが明確にされ
た。すなわち、
「政府及び一般市民並びに他の共同体に属する土地・不動産に所在する遺物
及び動産・不動産の古代遺物であって、その存在が知られているか、又は将来知られるもの
は、全てオスマン帝国政府の財産である」（同 4 条）とされたのである79。
現行法である 1983 年の「文化財及び自然財の保護に関する法」80では、以下のような規
則が設けられている。まず、同法にいう「文化財（Kültür Varliklarini）
」とは、「地表又は地
中、海中に存在する動産及び不動産であり、有史以前及び以後の科学、文化、宗教、及び美
術品に属しているもの、又は、有史以前及び以後の社会生活にとって比類ない科学的及び文
化的価値を有するもの」
（同 3 条（a）
（1）
）
、と定義される。また、
「自然財（Tabiat Varliklarini）
」
とは、
「地質時代、現在までの先史時代に属する、地表又は地中、海中にある全ての貴重な
物であり、大変珍しい種類であるか、又は、その性質及び美的観点から保護を必要とするも
の」
（同 3 条（a）
（2）
）である。これらの文化財及び自然財の所有権に関しては、以下のよ
条、36 条）
。
70 Özel, supra note 42, p. 324.
71 Takvimi vakayi, tertibi evvel, nr. 1053, 1 Subat 1284-1 Zilkade 1285. Id. p. 324.
72 Ibid.
73 26 Mart 1290 / 7 Nisan 1874 Düstür, I. Tertip, c. 3, s. 426-431. Ibid.
74 Id. pp. 324-325.
75 Ibid.
76 9 Subat 1299 / 21 Subat 1884. Düstür I. Tertip. Zeyl 4, s. 89 vd. Ibid.
77 Id. p. 325.
78 Nisan 1322 / 23.4.1906. Ibid.
79 Ibid.
80 Kültür ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu, Kanun No. 2863, Tarih 23/7/1983, s. 18113. 同法
の 原 文 及 び 英 語 翻 訳 は 、 UNESCO の 以 下 の デ ー タ ベ ー ス か ら 入 手 可 能
<http://www.unesco.org/culture/natlaws/>.
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うに定められている。すなわち、①国家、公的施設、及び公的組織に属する不動産、②保護
を受ける不動産並びに動産の文化財及び自然財であり、その存在が知られているもの、及び、
③自然人ないし民法に服する法人により所有される不動産において将来発見されるものは、
国有財産の性質を有するとされる（同 5 条）
。なお、ここでいう「保護を受ける動産及び自
然財」の詳細な内容については、同 23 条に定めがある81。最後に、同 24 条第 1 項第 1 文で
は、23 条で定められる保護されるべき動産及び自然財（＝国有財産）について、国家によ
り又は博物館において保存されることを確保することにつき、国家が責任を有することが
定められている82。
5. イタリア
最後に、ヨーロッパ大陸の国々の中でも、イタリアでは、20 世紀初頭より、考古学的及
び歴史的な価値を有する発掘物を国有財産とする法制度がとられてきた83。このように新た
な発掘物を国有財産とする考えは、物が発見された土地所有者が当該物の所有者となると
していた当時の埋蔵物法に対する例外として、1939 年にイタリア法制度に導入されたもの

Article 23 “The following shall be movable cultural and natural property to be protected:
a) All kind of cultural and natural property from geological periods, prehistory and recorded history,
having documentary value in terms of geology, anthropology, prehistory, archaeology and art history
reflecting the social, cultural, technical and scientific characteristics and level of the period they belong
to.
All kind of animal and plant fossils, human skeletons, firestones (sleks), volcanic glass (obsidian),
all kind of tools made of bones or metal, tiles, ceramics, similar pots and pans, statues, figurines,
tablets, weapons to cut, for defence and assault, icons, glassware, ornaments (hülliyat), ring stones,
earrings, needles, pegs, stamps, bracelets a.s., masks, crowns (diadems), leather, cloth, papyrus,
parchment or documents inscribed or described on metal, balances, coins, stamped or inscribed tablets,
handwritten manuscripts or books with tezhip (gilding), miniatures, embossing of artistic value, oil or
water colour paintings, reliques (muhallefat), arms (nişan), medals, portable goods and their parts
made of tiles, soil, glass, wood, textiles a.s.
Cultural property of ethnographic quality relating to science, religion and mechanical (mihaniki)
arts including artefact tools and equipment reflecting the social mission of peoples.
Coins pertaining to the period of the Ottoman Sultans Abdülmecit, Abdülaziz, V. Murat, II.
Abdülhamit, V. Mehmet Reşat and Vahdettin can be bought and sold domestically without being
registered according to this Law.
b) Due to their importance for national history, documents and goods of historic value relating to
the National Independence War period and the Foundation of the Republic of Turkey, personal
belongings, documents, books, correspondences and similar movables of Mustafa Kemal ATATÜRK.”
82 同 24 条第 1 項第 1 文の規定は以下の通りである。
“The State shall have the responsibility to ensure that movable cultural and natural property to be
protected owned by the state (state property) is preserved by the state or in museums, is conserved and
evaluated.”
83 Wantuch-Thole, supra note 26, p. 31. イタリアの文化財不正流通規制については、以下挙げ
るものの他、Federico Lenzerini, Italy, in Toshiyuki Kono (ed.), The Impact of Uniform Laws on the
Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21st Century (Nijhoff,
2010), p. 43 参照。
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である84。現行法である 2004 年の「文化財及び景観法」85において、
「文化財（beni culturali）
」
は、以下のように定義される。すなわち、①芸術上、史学上、考古学上、民族人類学上、古
文書学上、及び書誌学上の利益を有する動産及び不動産の物件、及び、②法律によって又は
法律に従い文明化の価値を示すものと認定された他の物件、である（同 2 条（2）
）86。そし
て、同 91 条によれば、許可を得た考古学的発掘調査において発掘された物も含め、地中又
は海底において発見された物は全て国家の財産となり、当該国有財産の所有権は譲渡不可
能であるため、その善意取得も禁止されることとなる87。
二

私的所有を原則とする法制度

以上本章本節一において挙げた国々とは異なり、多くの国々において、新たに発見された
物に関しては、埋蔵物の拾得に関する法に基づく私的所有が原則となる88。このような法制
度をとる国々は多いが、ここでは、具体例として、フランス、及び、我が国89を取り上げる。
1. フランス
フランスでは、発掘物の所有権についても、原則として民法上の拾得物に関する規則が適
用される（フランス民法典 552 条、716 条）90。ただし、2004 年の「文化遺産法典」91では、
問題となる発掘物が発見された地の土地所有者又は発見者は、管轄する自治体に当該発掘
物について報告しなければならないとされている（L531-14 条）。そして、当該発掘物が国
にとって利益があるものである場合、その所有者に対する補償を条件として、国は当該発掘
物の所有権を主張することができる、とされる（L531-1 条）
。このように、埋蔵物の中でも
一定の価値を有する物件につき、国家による買取権制度を設ける国は少なくないとされる92。
2. 我が国
我が国における文化財保護に関する政策は、現在、
「文化財保護法」
（昭和 25 年 5 月 30 日
84

Id. p. 31.
Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 22/1/2004, No. 42, Gazz. Uff. 24/2/2004,
Supplement. See Wantuch-Thole, supra note 26, p. 31. 同法の原文及び英語翻訳は、UNESCO の
以下のデータベースから入手可能。<http://www.unesco.org/culture/natlaws/>.
86 なお、同 10 条において、より詳細な定義がなされている。
87
See also, Wantuch-Thole, supra note 26, p. 31-32, 100.
88 Id. pp. 34-43.
89 なお、我が国における文化財保護に関する法の沿革については、本章第 2 節二において
中心的に述べる。
90 See Marie Cornu, France, in Toshiyuki Kono (ed.), The Impact of Uniform Laws on the Protection
of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21st Century (Nijhoff, 2010), p.
337, pp. 389-390.
91 Code du patrimoine, version consolidée au 1 juillet 2017. 条文は、以下のサイトから入手可能。
< https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236>.
92 See Wantuch-Thole, supra note 26, pp. 82-83. フランスの他にも、スウェーデンやフィンラ
ンド、ルクセンブルク、べリーズ、ボツワナ、セネガル等があるとされる。Ibid.
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法律 214 号。以下、
「文化財保護法」
（1950 年）という）93を基礎に行われている94。我が国
における遺跡の取扱いに関して最初に採られた明治政府の施策は、明治時代初期の 1874 年
の太政官達「古墳発見ノ節届出方」に始まる皇室陵墓の比定調査に関するものであったとさ
れる95。ただし、このような通達は、陵墓の比定調査に支障が出ないように、古墳が掘り当
てられた際にとられるべき措置等を定めたものであり、発掘物の保護という観点から行わ
れたものではなかった96。このように、我が国において、文化財保護法（1950 年）の前身と
なる法律97には埋蔵物に関する規制は含まれていなかったため、埋蔵文化財の保護に関して
重要な役割を果たしてきたのは、遺失物の拾得に関する規則を定めた「遺失物法」であった
98。

我が国において、新たに発掘された出土品に関する特別な取扱いを定めた最初のものは、
「遺失物取扱規則」第 6 条に関する明治 10（1877）年 9 月 27 日付け内務省達であるとされ
る99。同通達では、古代の沿革を徴するものが出土された場合、その処分の前に内務省へ届
出を行った上で検査を受けるべきことや、物品によっては国が相当の対価をもって購入し
博物館において陳列することとする旨、定められていた100。その後、1899 年に旧「遺失物
法」
（1899 年 3 月 24 日法律第 87 号）101が制定されると、同法上の遺失物に関する規定が埋
蔵物について準用された上で、埋蔵物の中でも「学術技芸若ハ考古ノ資料ニ供スヘキ埋蔵物
ニシテ其ノ所有者知レサルトキハ其ノ所有権ハ国庫ニ帰属ス」とされ、
「此ノ場合ニ於テハ、
国庫ハ埋蔵物ノ発見者及埋蔵物ヲ発見シタル土地ノ所有者ニ通知シ、其ノ価格ニ相当スル
金額ヲ給スヘシ」とされた（同 13 条）102。なお、埋蔵物の発見者と埋蔵物が発見された土
条文は、以下のサイトから入手可能。
<
http://elaws.egov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000214&openerCode
=1>.
94 我が国における文化財保護政策の沿革や文化財保護法（1950 年）の成立・内容に関して
は、以下の文献参照。竹内敏夫＝岸田実『文化財保護法詳説』
（刀江書院、1950 年）、中村賢
二郎『文化財保護制度概説』
（ぎょうせい、1999 年）、文化庁『文化財保護法 50 年史』
（ぎ
ょうせい、2001 年）
、和田勝彦「文化財政策の変遷」川村恒明監修著『文化財政策概論―文
化遺産保護の新たな展開に向けて』
（東海大学出版会、2002 年）39 頁、川村恒明監修著『文
化財政策概論―文化遺産保護の新たな展開に向けて』
（東海大学出版会、2002 年）、Toshiyuki
Kono, Japan, in Toshiyuki Kono (ed.), The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural
Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21st Century (Nijhoff, 2010), p. 467;
Geoffrey R. Scott, The Cultural Property Laws of Japan: Social, Political, and Legal Influences, 12
Pacific Rim Law & Policy Journal 315 (2003).
95 和田・同上 52-53 頁。
96 和田・同上 53 頁。
97 詳しくは本章第 2 節二参照。
98 時枝務「遺失物法と文化財保護」明治聖徳記念学会紀要 46 号（2009 年）84 頁。
99 和田・前掲注 94）53-54 頁。
100 和田・同上 54 頁。
101 時枝・前掲注98）85頁。また、東京国立博物館『東京国立博物館百年史』資料編（1973
年）参照。
102 和田・前掲注 94）54 頁。
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地所有者が異なる時は、
「前項ノ金額ハ折半シテ之ヲ給スヘシ」とされていた（同上）
。この
ように所有者不明の「学術技芸若ハ考古ノ資料ニ供スヘキ埋蔵物」の所有権を国庫に帰属さ
せる制度は、出土品の所有権帰属の基本原則として長らく維持されていた103。だが、現行法
である文化財保護法（1950 年）の 1999 年改正により、以下に述べるように、原則としてか
かる埋蔵文化財の所有権は都道府県に帰属することとなった。
現行の文化財保護法（1950 年）では、埋蔵文化財に関する独立した章が設けられた（同
第 6 章）
。同法上、まず、
「遺失物法」（平成 18 年法律第 73 号）4 条 1 項104に従って埋蔵物
として警察署長に提出された物件が文化財であると考えられるとき、警察署長は、所有者の
判明している場合を除き、当該物件の発見地を管轄する都道府県の教育委員会に提出する
ことが義務付けられる（同 101 条）
。提出を受けた都道府県の教育委員会は、当該物件が文
化財に該当するか否かを鑑査し（同 102 条）
、文化財であると認められた物件でその所有者
が判明しないものの所有権は、当該都道府県に帰属する（同 105 条）
。この場合、当該都道
府県の教育委員会は、当該物件の発見者及び発見地の土地所有者に対して、当該物件の価格
に相当する報償金を支給する（同 105 条）
。なお、文化庁長官による発掘によって発見され
た文化財の所有権の帰属に関しては、別の定めがある105。
我が国文化財保護法における「文化財」には、本稿が対象とする有形かつ動産のものとし
ては、以下のものが含まれる（同 2 条）。すなわち、
「有形文化財」として、
「建造物、絵画、
彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は
芸術上価値の高いもの（これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他
の物件を含む。
）
並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料」
（同条 1 項 1 号）
、
「民俗文化財」として、
「衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、
民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の
和田・同上 54 頁。
遺失物法 4 条「拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長
に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当
する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に
提出しなければならない。」
105 文化財保護法（1950 年）の関連規定は以下の通りである。
同 104 条「第百条第一項に規定する文化財又は第百二条第二項に規定する文化財（国の機
関又は独立行政法人国立文化財機構が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見し
たものに限る。
）で、その所有者が判明しないものの所有権は、国庫に帰属する。この場合
においては、文化庁長官は、当該文化財の発見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、
その価格の二分の一に相当する額の報償金を支給する。
」
同 100 条「第九十八条第一項の規定による発掘により文化財を発見した場合において、文
化庁長官は、当該文化財の所有者が判明しているときはこれを所有者に返還し、所有者が判
明しないときは、遺失物法（平成十八年法律第七十三号）第四条第一項の規定にかかわらず、
警察署長にその旨を通知することをもつて足りる。
」
同 98 条「文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的
に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調
査のため土地の発掘を施行することができる。
」
103
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理解のため欠くことのできないもの」（同条 1 項 3 号）106、である。
以上述べたように、我が国では、埋蔵物一般について遺失物の拾得に関する私法上のルー
ルが原則として適用された上で、発見地の都道府県の教育委員会による鑑査により問題と
なる発掘物が「文化財」に該当すると認められたときは、所有者が判明している場合を除き、
その所有権が当該都道府県に帰属するとされている。
第 2 節 譲渡に関する規制
次に、本節では、文化財の譲渡に関する各国法制度を概観する。文化財の譲渡に関する規
制も、本章前節でみた文化財の発掘に関する規制におけるグループ分けにほぼ対応する形
で、文化財に対する譲渡規制の効果を私法上の行為にも及ぼす法制度（一）と、公法上の規
制と私法上の取引とを切り離す法制度（二）
、とに大別される。
一

私法上の譲渡規制を行う法制度

文化財に対する譲渡規制の効果を私法上の行為にも及ぼす法制度を有する国々において
は、全てあるいは一定類型の文化財を公的領域に留め置くために、国有財産（1.）
、及び、私
有財産（2.）について、以下のような譲渡規制が行われることが多いといえる。
1. 国有財産に関する規制
第 1 に、国有財産である文化財に関して最も厳しい規制を行う国々として、一定の文化財
（多くは発掘物）を国有財産として扱った上で、それらを「不融通物（res extra commercium）
」
として扱い、その譲渡は不可能（inalienable）であり時効の制限も受けない（imprescriptive）
、
とする国々が挙げられる。発掘に関する規制の箇所で紹介したように、例えば、エジプト107
やペルー108、メキシコ109、イタリア110等においては、発掘物を国有財産として扱うことで、
その取引・譲渡を禁止するという規制が行われている。
第 2 に、博物館・美術館が多く所在するヨーロッパの一部の国々においても、博物館・美
その他、同法における「文化財」には、
「無形文化財（演劇、音楽、工芸技術その他の無
形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの）」
（2 条 1 項 2 号）、
「記
念物（貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上
価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又
は観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）
、植物（自生地を
含む。
）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じている土地を含む。）で我が国にとつて学術
上価値の高いもの）
」
（同 4 号）
、
「文化的景観（地域における人々の生活又は生業及び当該地
域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのでき
ないもの）
」
（同 5 号）
、
「伝統的建造物群（周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成して
いる伝統的な建造物群で価値の高いもの）
」（同 6 号）が含まれる。
107 エジプト 1983 年古代遺物保護法 117 号を改正する 2010 年法 3 号 6 条。
108 前掲注 59）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
109 メキシコ 1986 年改正法 27 条。Wantuch-Thole, supra note 26, p. 100.
110 イタリア民法 823 条 1 項、イタリア 2004 年文化財及び景観法 53 条。Ibid.
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術館所蔵の文化財について、その譲渡は不可能であり時効の制限も受けないとする法制度
を有する国々がある111。例えば、フランス112においては、1962 年の「国有財産法典（Code
du Domaine de l’État）
」113により、
「国有財産（le Domaine d’État）
」には「公有公物（domaine
public）
」と「私有公物（domaine privé）」とがあるとされた上で、前者に属する財産は譲渡不
可能であり、かつ、時効の制限を受けない114、とされてきた。1962 年の「国有財産法典」の
後身であり現行法でもある 2006 年の「公有財産一般法典」115の L.2112-1 条では、動産の公
有公物とは、
「歴史的、芸術的、考古学的、科学的、又は、技術的観点から、公的重要性（intérêt
public）を呈する財産」と定められており、その一例として「博物館及び美術館（musées）
の所蔵品」
（同 8 号）が挙げられている。そして、2004 年の「文化遺産法典」では、「フラ
ンスの博物館及び美術館（musées de France）」116に含まれるフランスの博物館や美術館の所
蔵品は、全て時効の制限を受けないとされている（L.451-3 条）。さらに、公法人に属する博
物館及び美術館の所蔵品は公有公物に含まれるとされ、従って、譲渡不可能であると定めら
れている（L.451-5 条 1 項）
。
2. 私有財産に関する規制
次に、私有財産である文化財に関しては、原則として、国内での所有権の移転や場所の移
動を認める一方で、私人が自らの所有する文化財の所有権を移転する際には、国家に先買権
（
「pre-emption right」又は「right of first refusal」）117が発生するとするものが多いといえる。
例えば、文化財の私的所有が認められているペルーでは、まず、私有財産である国家文化
遺産全般につき、ペルー国立文化機構（Instituto Nacional de Cultura del Perú）が管轄する「国
家文化遺産の一部を成す財産の国家登録簿」
への登録が義務付けられる
（法 28296 号 17 条）
118。そして、国家文化遺産の所有者又は占有者は、ペルー領域内であれば私法上の規則に従

った所有権の移転（売買、寄付、相続等）や場所の変更を行うことができるものの（同 32
河野・前掲注 21）694-695 頁参照。
Wantuch-Thole, supra note 26, pp. 101-103. See also, Cornu, supra note 90, p. 337.
113 なお、フランスの 1913 年の「歴史的記念物に関する法律」の規定については、河野・前
掲注 21）694-695 頁参照。
114 同 L.52 条。なお、同 L.52 条は、2006 年 4 月 21 日のオルドナンス（Ordonnance no 2006460 du 21 avril 2006）により廃止され、現在ほぼ同趣旨の対応する規定が 2006 年の「公有財
産一般法典（Code général de la propriété des personnes publiques）」の L.3111-1 条に置かれてい
る。
115 Ibid.
116 同 L.441-1 条によれば、国家に属するもの、他の公法人に属するもの、又は、非営利の
私法人に属するものに対して、
「フランスの博物館及び美術館」の称号を付与することがで
きるとされている。
117 先買権は、主に、所有者の所有権をどの程度尊重するか、又は国家による先買権に基づ
く買取提案につき、所有者にどの範囲で拒否権を認めるか等の点に応じて様々なものがあ
る。この点に関して、詳しくは Wantuch-Thole, supra note 26, pp. 83-98 参照。
118 Batievsky et al, supra note 50, p. 101, 103. なお、登録された文化財の移動は、全て当該登
録簿に記載される。Id. p. 101.
111
112
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条 1 項参照）119、その際には、管轄ある当局に通知することが要求される（同 32 条 2 項）。
さらに、相互に関連する一連の文化財から成る私的収集品を所有する者が当該収集品の所
有権を移転する際には、国家に当該収集品に対する先買権が発生するとされている（同 42
条）120。
また、ペルーと同様、エクアドルにおいても文化財の私的所有が認められているが、その
譲渡は以下のように制限されている。すなわち、1979 年の「文化遺産に関する法 3501 号」
によれば、
「国家文化遺産（Patrimonio Cultural del Estado）」
（同 7 条）に該当する文化財の

121

所有者や占有者は、エクアドル国立文化遺産機構（Instituto Nacional de Patrimonio Cultural）
に当該文化財の存在について報告し、そのリストを作成することが義務付けられる（同 8
条）
。
「国家文化遺産」に該当する文化財については、文化遺産機関の事前の許可なくその所
有権の移転及び場所の移動を行うことが禁止される（同 12 条）
。なお、
「国家文化遺産」に
関する所有権への制限は時間の経過によって消滅せず、善意取得を排除するとされる122。
二

私法上の自由処分を尊重する法制度

－我が国を例として

（1）以上挙げた国々とは異なり、文化財の所有者による自由な処分権限を尊重し、文化
財として保護される物の譲渡に関してもリベラルな態度を示す国家も存在する123。以下で
は、このような法制度をとる国の一つとして我が国の法制度を取り上げ、我が国の文化財保
護法の沿革を確認した上で、文化財の譲渡に関する規則を概観する。
（2）我が国において、国家や国民の公益という観点から国家的な制度及び事業として文
化財の保護を行うべきであるという考えは、近代日本すなわち明治維新（1868 年）による
新政府の誕生以降、初めて生じた124。明治新政府の成立以後、文明開化という西欧文化の積
極的な摂取による近代化政策の下、我が国固有の歴史的・伝統的な物は破壊されねばならな
いという誤った考えに基づく旧物破壊が横行し、また、明治元年（1868 年）3 月以降に出さ
れた「神仏分離令」と称される一連の太政官布告等を契機とする「廃仏毀釈」により、全国
の仏教施設・建物や仏像・仏具の破壊等が行われた125。このような状況の中、古美術品や仏
像・仏具、古建築の多くが破壊されたり散逸したりし、その一部が国外に流出したとされる
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Ibid.
Id. p. 103.
121 Ley de patrimonio cultural, No. 3501.
122 Wantuch-Thole, supra note 26, pp. 107.
123 このような国々として、例えば、イギリスやデンマーク、オランダが挙げられる。Id. pp.
98-99.
124 和田・前掲注 94）39 頁。なお、近世以前（江戸時代）においては、美術品等の保存は、
「それを所有する社寺の宗教・信仰のためや、貴族・武家の系譜の承継・子弟の教育、富裕
な町人の趣味などの活動の一部」として行われていたという。明治政府から始まる戦前の我
が国における文化財保護政策については、文部科学省 HP でもまとめられている（文部科学
省 HP: <http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318555.htm>）
。
125 和田・同上 41 頁。
120
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上述した文化財の危機に直面した明治政府は、1871 年に太政官布告「古器旧物保存方」
（1871 年 5 月 23 日）を発し、古器旧物の目録及び所蔵人の詳細なリストの作成及び提出を
命じた127。さらに、1897 年には、社寺所有の建造物・宝物類の保護を目的とする「古社寺保
存法」
（1897 年 6 月 5 日公布）が制定された128。同法では、「社寺の建造物・宝物類で特に
歴史の証徴又は美術の模範となるべきもの」について、内務大臣による古社寺保存会への諮
問を経て、
「特別保護建造物」又は「国宝ノ資格アルモノ」に定めることができるとされた
（同 4 条）129。
「特別保護建造物」及び「国宝」に該当する物件については、その処分・差
押えが禁止されていた（同 5 条）130。しかし、その後も、昭和初期の深刻な経済不況や政情
不安の中、旧大名家の宝物類が国外に散逸する恐れ等が生じたことから、「古社寺保存法」
が対象とする社寺所有の建造物・宝物類に限られず、国・地方公共団体・個人が所有する建
造物・宝物その他の物件をも対象とする「国宝保存法」
（1929 年 3 月 28 日公布法律第 17 号）
が制定された131。同法上、
「歴史の証徴又は美術の模範となるべきもの」として「国宝」に
指定された物件については、原則としてその輸出等が禁止された（同 3 条）132。さらに、
1933 年には、
「国宝」以外の古美術品等の海外流出の防止を目的として、
「重要美術品等ノ
保存に関スル法律」
（1933 年 4 月 1 日公布法律第 43 号）が成立している。
第二次世界大戦の終結後、上述した「国宝保存法」、
「重要美術品等ノ保存に関スル法律」、
さらに記念物の保護に関する「史蹟名勝天然記念物保存法」を下敷きとしつつ、保護対象に
無形文化財と埋蔵文化財を加えて 1950 年に制定されたのが「文化財保護法」
（1950 年）で
ある133。戦後の経済的な混乱・疲弊や国家行政・政治体制の根本的な変革の中、新時代にふ
さわしい文化財保護制度の構築が必要であると考えた日本政府は、専門家からの意見聴取
や国立博物館との間での議論を経て、1949 年に文化財保護行政のあり方に関する検討内容
をとりまとめた134。そのような中、1949 年 1 月 26 日早朝、修理中であった法隆寺金堂で失
火による火災が発生し、法隆寺金堂壁画の大半が焼損するという事件が発生した135。同事件
を契機として、新しい文化財保護法制度の国会における検討が急速に進んだ結果136、制定さ
同上。
文部科学省 HP・前掲注 124）
、和田・同上 42 頁。同布告の対象となる古器旧物には、不
動産文化財は含まれなかったものの、後述する現行文化財保護法上の「有形文化財」及び「民
俗文化財」の全部と、
「記念物」の一部である化石・標本が含まれていた（和田・同上）
。
128 和田・同上 44 頁。
129 和田・同上。
130 和田・同上。
131 和田・同上 46 頁。
132 和田・同上。
133 和田・39 頁、61-62 頁。
134 和田・同上 57 頁。
135 『朝日新聞』
「法隆寺金堂全焼す 国法壁画大半失う」1949 年 1 月 27 日朝刊 1 頁等参
照。
136 和田・前掲注 94）58-63 頁。
126
127
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れたのが、1950 年の文化財保護法である。
（3）文化財保護法（1950 年）の制定に当たって最も困難かつ重要な問題となったのが、
文化財保護と所有者等の財産権保障との調整であったとされる137。同法では、以下のような
両者の調整が図られた。すなわち、同法は、一方では、
「文化財の所有者その他の関係者は、
文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとと
もに、
できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない」
（同 4 条 2 項）
として、従来の法と比べて保護の対象となる文化財の所有者への規制や義務付けについて
具体的に定めている138。他方で、
「政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当って関係
者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない」
（同条 3 項）として、所有権その他
の財産権に不当な重圧・干渉を与えることを避けるべく、許可・命令等の処分に際しての聴
聞や損失補償制度等を設けている139。
このように、文化財保護法（1950 年）が私人の所有権を尊重する背景には、同法が立脚
する「文化主義」という立法理念140の影響があると解される。同法の起草に携わった専門員
及び法制局関係官による解説によると、
「文化主義」ないし文化主義的世界観とは、文化的
活動及び所産の人格価値・作品的価値・国家的価値の 3 つの価値の内、作品的価値に重きを
置く考えであるとされる141。これに対して、「国家主義」ないし国家主義的世界観は、人格
価値・作品的価値は国家的価値に従属すると考えるものであるとされる142。同解説は、両主
義の関係について、以下のように述べる。すなわち、上述した文化財の海外流出防止を目的
とする「重要美術品等ノ保存に関スル法律」及び「国宝保存法」3 条の輸出等禁止規定の運
用は厳格過ぎるものであり、このように「文化財を国内に留保せんとする」文化的国家主義
は、
「眞の国民文化の生成を促す所以ではない」143。むしろ真に個性ある国民文化の維持・
発展は、文化の自由な国際的交流を介した世界文化との深い交流から生まれるのである144、
と。そのため、
「文化財は、広く文化主義的見地に立てば、保存場所は特定の国家内に限定
せらるべき理由なく、むしろ世界的分散こそが最も安全な保存方法でもあろう」145とする。
他方で、同解説は、
「文化財の背景に存する、深くして強い国民的、国家的つながりもまた
無視し得ない」として、
「文化財保護政策には文化主義的基調に対し、或る程度、国家主義
的考慮を加えねばならない」とする146。
このように、文化財の自由な国際的交流を支持する文化主義という同法の立法理念は、次
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

竹内ほか・前掲注 94）45 頁。
和田・前掲注 94）65 頁。
和田・同上。
竹内ほか・前掲注 94）39-41 頁。
同上 38 頁。
同上 39 頁。
同上 40 頁。
同上 39-40 頁。
同上 41 頁。
同上。
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節で概観する文化財の輸出に関する規制のみならず、文化財の私的所有権の尊重という姿
勢に現われているといえる147。
（4）それでは、文化財保護法上、文化財の譲渡に関する規制はどのようになっているの
であろうか。同法によれば、文化財保護委員会は、
「有形文化財」148のうち重要なものを「重
要文化財」に指定することができ、重要文化財の中でも世界文化の見地から特に価値の高い
ものを「国宝」に指定することができる（同 27 条）。これらの重要文化財の所有者は、それ
を有償で譲渡する際には、譲渡の相手方、予定対価の額、その他文部科学省令で定める事項
を記載した書面を以て、まず文化庁長官に国に対する売渡の申出をしなければならない（同
46 条）149。国への売渡の申出後 30 日以内に文化庁長官が当該重要文化財を買い取るべき旨
の通知をしたときは、上記予定対価の額相当の代金で売買が成立したものとみなされる（同
条 4 項）。そして、同条 4 項の期間内は、当該重要文化財の所有者にはその譲渡が禁止され
る（同条 5 項）。売渡の申出を行わず又は申出後 30 日以内に、国以外の者に文化財を譲渡
し、又は、同 46 条 1 項の規定による売渡申出につき虚偽の事実を申立てた者は、10 万円以
下の過料に処される（同 202 条 2 項）。
同 46 条の規定は、
国家の先買特権と呼ばれる法制度を定めたものである。
しかしながら、
ここで注意すべき点は、同 46 条の規定に違反して重要文化財を有償譲渡したとしても、そ
の譲渡行為自体は有効であると解されている点である150。同法の解説によると、「従前の国
宝保存法のように処分を無効とすることは、取引の安全を害し、譲受人に不当の損害を招く
ことにもなるので、これを避けた」151、という。我が国裁判例上も、重要文化財の所有者が、
同 46 条 1 項により要求される国家に対する売渡の申出を行わずに当該文化財を第三者に有
償で譲渡したとしても、その私法上の効力には影響がないと判断した最高裁裁判例152が存
在する。事案の概要は以下の通りである。
〔事実〕X（原告・被控訴人・被上告人）は、昭和 33（1958）年 10 月 25 日、Y 寺（被告・
控訴人・上告人）の代表役員 A（訴外）及び責任役員 B（訴外）との間で、国の重要文化財
なお、文化財保護法（1950 年）制定当時の我が国の情勢を当時の報道や論説から読み解
くことで、同法が文化財の私的所有権を尊重するに至った経緯について考察するものとし
て、谷口・後掲注 152）790-795 頁がある。同上 793-795 頁では、一方で、第二次世界大戦後
の窮迫により、旧華族や神社仏閣等は生存維持のために重要文化財を含め財物を処分せざ
るを得なかったこと、他方で、重要文化財の散在を防ぐために必要な政府予算にも限りがあ
り、正当な補償によらない収用も財産権保障の観点から不可能であったことから、文化財保
護法上は、文化財の売却に関する有効性が野放しで認められることとなったのだろうと推
察されている。
148 定義については、前掲注 106）に対応する本文参照。
149 同 46 条の規定は、
「有形民族文化財」について準用される（同 83 条）
。
150 竹内ほか・前掲注 94）165 頁。
151 同上 165 頁。
152 最一小判昭和 50 年 3 月 6 日民集 29 巻 3 号 220 頁。同判決の評釈として、斎藤次郎〔判
批〕最高裁判所判例解説 民事篇（昭和 50 年度）97 頁、斉藤次郎〔判批〕法曹時報 29 巻 7
号 144 頁、谷口知平〔判批〕民商法雑誌 73 巻 6 号（1976 年）784 頁がある。
147
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である Y 所有の仏像（以下、「本件仏像」という）につき、売買契約を締結した。同売買契
約に基づき X が Y に対して本件仏像の引渡しを求めたのが本件である。Y は抗弁として、
Y が事前に文化財保護法 46 条 1 項所定の国に対する売渡申出の手続を経ていないから、本
件売買契約は無効であると主張した。第一審、原審ともに、X が勝訴。Y より上告。
〔判旨〕最高裁判決は、以下のように判示し、文化財保護法 46 条 1 項に違反してなされ
た譲渡の私法上の有効性を認めた。
「文化財保護法の施行とともに廃止された国宝保存法 13 条 1 項は主務大臣の許可を受けな
い国宝の処分行為を禁じていたが、文化財保護法にはそのような規定がなく、同法 46 条 1
項ないし 3 項は、所有者の自由な処分権限を前提として重要文化財の保存を目的とする国
の先買権を規定したにとどまるものと解すべきであり、また、主務大臣の許可を受けない国
宝の処分行為を無効とした国宝保存法 13 条 3 項のような明文を欠く文化財保護法のもとに
おいて、同法 46 条 1 項所定の国に対する売渡の申出をせずになされた重要文化財の有償譲
渡を無効とすることは、著しく取引の安全を害し、譲受人に不当な損害を及ぼすことになる
のみならず、同条一項の適用を受けない無償譲受人との均衡を失することにもなるのであ
つて、以上のような見地に立脚して考えると、重要文化財が同条一項所定の手続を経ずに有
償譲渡された場合であつても、その効力には影響がないものと解するのが相当である。」153
このように、同最高裁判決では、取引の安全及び譲渡人の保護という観点から、文化財保
護法上の文化財の譲渡に関する規制の効力は、私法上有効になされた譲渡の有効性に影響
を及ぼさないと判断された。判旨が述べるように、我が国の文化財保護法（1950 年）は、
「所有者の自由な処分権限を前提として重要文化財の保存を目的とする」点で、本節一で概
観した国々の法制度とは異なる立場をとるものであるといえる。
第 3 節 輸出に関する規制
最後に、本節では、文化財の輸出に関する各国法制度を概観する。文化財の輸出に関して
は、現在、自由貿易に関する国際的及び地域的合意においても、各国の文化政策の実現とい
う観点から、一般に、その例外的な取扱いが認められている154。ここでも、文化財の発掘や
譲渡に関する規制と同様、文化財の輸出に関する規制は、以下の 2 つのグループに分かれ

民集 29 巻 3 号 222 頁。
「芸術的、歴史的、又は考古学的価値のある国宝（national treasures）の保護」のために
とられる措置に関する自由貿易の例外（「貿易及び関税に関する一般協定（GATT）
」第 20 条
（f）や、
「EU の機能に関する条約（Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU）
」
第 36 条〔旧 EC 条約 30 条〕
。同条約については、後掲注 441）、及び、それに対応する本文
も参照）
。なお、
「国宝」の定義を巡っては争いがあるが、その範囲を制限的に解すべきであ
ると主張するものとして、John H. Merryman, Cultural Property Internationalism, 12 International
Journal of Cultural Property 12 (2005), p. 31.
153
154
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る。すなわち、文化財の譲渡規制を行う国々では、一般に、不法に輸出された文化財は自動
に又は行政官庁による決定により国家により没収されることが多い（一）155。これに対して、
文化財の自由処分を認める法制度では、不法に輸出された文化財の所有権に関する特別な
定めは置かれず、単に不法輸出者に対する刑事罰のみが課される傾向がある（二）。
以下では、各グループの代表的な国内実質法を具体例として挙げつつ、輸出に関する規制
について概観する。
一

輸出規制を行う法秩序

輸出規制を行う国々における法制度の特徴は、文化財の国境を越えた自由な移動を制限
し、それを国内に留め置くことを志向する点で、文化財という財に対する国家保護主義的な
考え156にあるとされる157。以下では、まず、このような法制度における輸出規制の様態を確
認した上で（1.）
、輸出規制に反して輸出が行われた場合に私法上の権利義務関係にどのよ
うな影響を与えるか（2.）
、という点について述べる。
1. 輸出規制の様態
まず、輸出規制は、以下の 2 つに大別されるといえる。第 1 に、原則的に輸出を禁止する
ものがある。すなわち、国有財産であるか私有財産であるかを問わず、自国の文化財不正流
通規制上の保護対象となる文化財一般の国外への輸出を原則として禁止した上で、規制当
局の許可を得れば、海外での展覧会や科学的な調査研究などの科学的・芸術的・文化的目的
のために、例外的に一時的な国外持ち出しが認められるとするものである158。発掘や譲渡に
関する規制に関する場合と同様、このように厳しい輸出規制を行う国々のほとんどは考古
学的遺跡が多く所在する国々である159。
第 2 に、第 1 のグループと比べてより緩やかな輸出規制を行うものとして、輸出許可制
度をとる国々がある。具体的な制度的内容は国毎に様々であるが、輸出許可制度には、大別
して、登録文化財や一定類型の文化財について輸出許可を必要とするものと160、一定類型の
文化財の輸出について専門委員会による輸出許可のための審査を必要とし、定められた基
準を充たす限りにおいて輸出が許可されるとするものとがある161。なお、輸出許可制度をと
ただし、輸出規制については行う一方で、不法に輸出された際の押収や没収に関する規
定を設けない法制度も存在する。例えば、オランダ、デンマーク、ノルウェーが挙げられる。
See Wantuch-Thole, supra note 26, pp. 75-77.
156 なお、文化財に関する「国家保護主義」については、第 2 章第 1 節一において詳述する。
157 Kurt G. Siehr, Globalization and National Culture: Recent Trends Toward a Liberal Exchange of
Cultural Objects, 38 Vanderbilt Journal of Transnational Law 1067 (2005), p. 1075.
158 例えば、エジプト、ペルー（Batievsky et al, supra note 50, p. 103）
、エクアドル（23 条 1
項）
、イタリア（2004 年の「文化財及び景観法」65 条, Wantuch-Thole, supra note 26, p. 58）
。
159 エジプト、ペルー（Batievsky et al, id. p. 103）
、エクアドル（23 条 1 項）
、イタリア。
160 フランス、オランダ、ドイツ、オーストラリアが挙げられる。See Wantuch-Thole, supra
note 26, pp. 58-60.
161 イギリスやカナダが挙げられる。河野・前掲注 21）697-698 頁参照。
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る国々の中には、一定の期間内に、輸出許可が申請された物を市場価格で買い取る者が国内
において現われなければ、通常、輸出許可が付与されるとするものがある162。このような輸
出許可制度は、多くの博物館・美術館が所在するヨーロッパ諸国を中心に行われている。
2. 不法輸出の私法上の権利義務関係への影響
どのように各国の文化財不正流通規制が私法上の権利義務関係に影響を与えるのか、と
いう本稿の関心から特に問題となるのは、輸出禁止文化財や輸出許可を得ていない文化財
が輸出された場合、罰金等の刑罰の賦課の他、私人の所有権に影響を与えるどのような法的
措置がとられるのか、という点である。ここで重要となるのは、不法に輸出された文化財を
没収（confiscation）するという法的措置である163。没収措置の目的には、制裁・罰則という
主たる目的に加えて、文化財の保護やその国内的な保持という目的が含まれることが指摘
されている164。
不法に輸出された文化財の没収措置は、国家に所有権が付与される時期及び方法に注目
すると、以下の 2 つに大別される。すなわち、不法に輸出された文化財は自動的に国家によ
り没収されるとするものと（A.）
、不法に輸出された文化財の没収には行政官庁による決定
を必要とするとするもの（B.）
、である。
以下では、各グループの代表的な国内実質法を概観する。
A. 自動的没収
まず、文化財が不法に輸出された場合には、税関当局等による押収（seizure）等の手続を
経ることなく、法律上、当該文化財が自動的に没収されるとする旨の規定を設ける国々があ
る165。このような不法輸出文化財の自動的没収制度の利点としては、新たに発掘された物を
国有財産とする法制度と同様、輸出が禁止される文化財や許可なく文化財が輸出された場
合に、行政府や裁判所による決定や命令を経ることなく当該文化財を国有財産として扱う
ことで、当該文化財について国有財産に関する保護規制を適用できるという点が挙げられ
よう。
このような法制度を採用する国々の代表として、ニュージーランドが挙げられる。ニュー
ジーランドでは、1962 年の「歴史的文化財法」166により、
「歴史的文化財（historic article）」

例えば、イギリスの「Waverly System」と呼ばれる制度等。輸出に際した各国の買取制度
については、Wantuch-Thole, supra note 26, pp. 65-75 参照。
163 その他の制裁・罰則は、以下の文献に簡潔に整理されている。Lyndel V. Prott & Patrick J.
O’Keefe, Movement, supra note 3, pp. 523-528.
164 Id. pp. 526-523.
165 同種の法制度を採用する国として、ここに挙げるものの他、アフガニスタン、エクアド
ル（1979 年法 23 条 3 項）
、ギリシャ、クウェート、レバノン、モーリタニア、モロッコが
挙げられる。See Wantuch-Thole, supra note 26, p. 63, footnote 292.
166 Historic Articles Act (1962, No. 37). なお、正式には、“An Act to provide for the protection of
historic articles and to control their removal from New Zealand”, available at
162
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に該当する物の許可なき輸出は禁止される168。これに反して不法に輸出された場合、当該

167

物件は「国家に帰属する（shall be forfeited to Her Majesty）」169。同法を受け継いだ 1975 年の
「古代遺物法」170にも同様の規定171がある。しかし、これらの法にも、さらには、輸出の時
点について規定する 1962 年の「関税法」172にも、不法に輸出された文化財がどの時点で没
収されるのかについては定めがなかった173。そのため、1962 年の歴史的文化財法の解釈が
問題となったイギリスの Ortiz 事件【裁判例 10】174では、第一審裁判所が同法の「没収され
る」という規定を不法輸出に伴う自動的没収を定めたものと解釈した一方で、同控訴審裁判
所は、没収には現実の押収（seizure）が必要であると解釈したため、原告であるニュージー
ランド政府の主張が退けられている。
その後、ニュージーランドでは、1975 年の古代遺物法を改正する 2006 年の「保護を受け
る財産に関する改正法」175により、輸出が禁止される物の輸出又はかかる試みがなされた物
は、それが輸出に向けて船舶又は航空機に積み込まれた時点で輸出されたものとみなすと

<http://www.nzlii.org/nz/legis/hist_act/haa19621962n37220/>.
167 同法上、
「歴史的文化財」とは以下のものを意味する（Section 2）
。
“(a) Any chattel, artifact, carving, object, or thing which relates to the history, art, culture, or
economy of the Maori or other Polynesian inhabitants of New Zealand and which was' or appears to
have been manufactured in New Zealand by any such inhabitant, or brought to New Zealand by an
ancestor of any such inhabitant, more than sixty years before the date of the commencement of this
Act; and
(b) Any book, diary, letter, document, paper, record, or other written matter (whether in manuscript
or printed form)(i) Which relates to New Zealand and is of historical, scientific, or national value or importance;
and
(ii) Which is more than ninety years old; and
(iii) Of which, in the case of a book first printed and published in New Zealand, no copy is in the
custody of the General Assembly library or of any library maintained by any Government Department,
local authority, public body, University, or school or of a library of any other prescribed class; and
(c) Any type specimen of any animal, plant or mineral existing or formerly existing in New
Zealnad.”
168 Section 5 (1) of Historic Articles Act 1962.
169 Section 12 of the Act.
170 Antiquities Act (1975, No. 41). なお、正式には、”An Act to provide for the better protection of
antiquities, to establish and record the ownership of Maori artifacts, and to control the sale of artifacts
within New Zealand”, available at <http://nzlii.org/nz/legis/hist_act/aa19751975n41181/>.
171 Art. 10 of Antiquities Act of 1975. 河野・前掲注 21）695-696 頁も参照。
172 なお、正式には、“An Act to amend the Customs Acts, and to validate and confirm certain Orders
in Council made under the authority of the Customs Amendment Act 1921 and the Customs Acts
Amendment
Act
1961
(1962,
No.
118)”,
available
at
<http://www.nzlii.org/nz/legis/hist_act/caaa19621962n118270/>.
173 Wantuch-Thole, supra note 26, p. 63; 河野・前掲注 21）695-696 頁。
174 後掲注 740）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
175 Protected Objects Amendment Act (2006, No. 37), available at
<http://www.legislation.govt.nz/act/public/2006/0037/latest/whole.html#DLM375093>. See also,
Piers Davies & Paul Myburgh, The Protected Objects Act in New Zealand: Too Little, Too Late, 15
International Journal of Cultural Property 321 (2008).
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する、1996 年の関税法 Section 225 (2)が参照されることとなった176。つまり、同 2006 年改
正により、文化財が不法に輸出された時点において、それが自動的に没収されるとする立法
的な解決がなされたということである。
この点、ニュージーランドと同様、不法に輸出された文化財の没収制度を有するオースト
ラリアの輸出規制においては、予てより、没収時点に関する明確な定めが置かれてきた177。
すなわち、オーストラリアの 1986 年の「動産文化財保護法」178は、許可又は証明を得ない
で輸出された文化財は、それらを搬出する意図で積み込まれ船舶又は航空機が出発した時
点、又は、郵送すべく引渡された時点において没収される（同 Section 9 (4)）と明確に規定
するのである179。
B. 行政官庁による手続を経た没収
次に、上述した不法輸出に伴う自動的没収を定める法制度とは異なり、不法に輸出された
文化財の没収には、行政官庁による押収及び決定を必要とする法制度も存在する180。このよ
うな法制度を採る国として、例えばドイツの法制度が挙げられる181。
西ドイツでは、1955 年の「ドイツ文化財流出防止法」182により、各州において登録され
た後183、連邦により「国の貴重な文化財リスト（Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes）
」
（同 1 条）
、及び、
「国の貴重な文書リスト（Verzeichnis national wertvoller Archive）」（同 10
条）に登録された文化財及び文書の輸出には許可が必要とされており184、これに反して輸出
された場合には、没収を言い渡すことができる（同 16 条）、とされていた185。同法律は、そ
176

Wantuch-Thole, supra note 26, p. 64.
同じく、アフガニスタン法上も、時点に関して明確な定めが置かれている。すなわち、
2004 年の「文化遺産法」によれば、歴史的又は文化的遺産の輸出は原則禁止であり、これ
に反して不法に輸出された物は没収されるという定めがあるが（同 77 条）、輸出の時点は、
歴史的及び文化財遺産がアフガニスタンから移転されるための手続が開始された時点、と
定められている（同 67 条）
。See Wantuch-Thole, id. p. 64.
178 Movable Cultural Property Act of 1986.
179 See, e.g., Wantuch-Thole, supra note 26, p. 64; 河野・前掲注 21）696 頁。
180 ドイツの他、同様の法制度をとる国として、イタリア（2004 年の「文化財及び景観法」
174 条）
、フランス、フィジーがある。See Wantuch-Thole, id.p. 65; 河野・同上 696-697 頁。
181 近時の邦語でのドイツ文化財保護法の紹介として、戸田典子「海外法律情報／ドイツ
文化財保護法」論究ジュリスト 19 号（2016 年）116-117 頁がある。See also, Kurt G. Siehr,
Germany, in Toshiyuki Kono (ed.), The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural
Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21st Century (Nijhoff, 2010), p. 421; 河
野・同上 696 頁。
182 BGBl. I S. 501.
183 対象となる文化財及び文書は、以下の通りである。すなわち、
「流出した場合にドイツの
文化にとって本質的な喪失を意味する」文化財、及び、
「ドイツの政治史、文化史、経済史
にとって本質的な意味を持つ」文書館史料、である。戸田・前掲注 181）116 頁。
184 戸田・同上 116 頁；河野・前掲注 21）696 頁。なお、このように「リスト」に組み入れ
られた物件を保護の対象とする考えを「リスト原則」と呼ぶ。戸田・同上。
185 河野・同上; Wantuch-Thole, supra note 26, p. 65.
177
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の後、1998 年の「文化財保護法」186の制定を受け 1999 年に新規公布187され、さらに、ユネ
スコ条約の実施法188の制定を受け 2007 年にも改正されている189。
その後、ドイツでは、2016 年に「文化財保護法」
（以下、
「2016 年法」という）190が制定
されている191。2016 年法によれば、
「国の貴重な文化財」192（同 6 条 1 項 1 号）の他、公共
の財産であって、公的法人である美術館等が所蔵する文化財（同 2 号）、主に公的資金で運
営される美術館等が所有し所蔵する文化財（同 3 号）、連邦又は州のコレクションを構成す
る文化財（同 4 号）は、
「国の文化財（Nationales Kulturgut）」として輸出規制の対象となる。
そして、
「国の文化財」の一時的あるいは半永久的な国外への輸出には州又は連邦の許可が
必要とされる（同 22 条、23 条）
。2016 年法では、以上の文化財に加えて、新たに、EC の
「文化財の輸出に関する規則」
（116/2009）
（2009 年）193の付属書 I に該当するものについて
は、輸出の許可が必要とされ（同 24 条）、EU 構成国以外の第三国へ輸出する場合は同付属
書 I の基準がそのまま採用されるが、他の EU 構成国へ輸出する場合はその基準が緩和され
ることとされた（同）
。
また、2016 年法によれば、権限ある当局は、同法に規定される輸出禁止に違反して文化
財が輸出される
（soll）と信じるに足る十分な理由があるとき、当該文化財を押収（sicherstellen）
せねばならない（同 33 条 1 項 a 号）
。押収された文化財は、その占有者が合理的な努力によ
り特定されないなどの理由により占有者に引渡すことができない場合、権限ある当局によ
り没収される（同 37 条）
。没収の法的効果に関しては、押収された文化財が没収された場
合、没収命令により当該文化財の占有が、あるいは、当該命令の効力発生により所有が、州
に移転する（同 38 条 1 項）
、とされている。
二

輸出規制を行わない法制度

－我が国を例として

（1）以上挙げたような国々とは異なり、文化財として保護される物の譲渡に関してリベ
BGB1. I. S.3162. 同法は、1993 年の「EC 構成国から不法に持ち出された文化財の返還に
ついて定める指令」
（93/7/EEC）
（第 3 章第 2 節一参照）を国内法化するために制定されたも
のである。戸田・前掲注 181）116 頁。
187 BGBl. I S. 1754. この改正により、リスト登録の対象に、教会所有の文化財が加えられた。
戸田・同上。
188 BGBl. I S. 757, 762. この改正により、リスト登録の対象に、公的機関所有の文化財及び
文書館史料、及び教会が所有する文書館史料が加えられた。戸田・同上。
189 戸田・同上 116-117 頁。
190 Gesetz zum Schutz von Kulturgut [KGSG] (BGBl. I S. 1914), available at <http://www.gesetzeim-internet.de/kgsg/index.html>.
191 戸田・前掲注 181）117 頁。同法は、2014 年に新規公布された EU 指令（本稿第 3 章第 2
節一参照）を国内法化しつつ、従来の文化財流出防止法、2007 年のユネスコ条約の実施法、
及び、1954 年ハーグ条約の実施法の内容を一部改正しつつ一つの法律としてまとめたもの
である（同上）
。
192 これは、従来の「国の貴重な文化財」及び「国の貴重な文書」を統合した概念である（同
2 条 1 項 10 号、16 号、20 号）
。
193 詳しくは第 3 章第 2 節二参照。
186
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ラルな態度を示す国家においては、輸出に関する制限も緩やかであり、文化財が不法に輸出
された場合に関して特別な定めが置かれることはない。このように特に輸出規制を行わな
い国々としては、米国194、スイスの多くの州195、我が国が挙げられる。ここでは、我が国の
文化財保護法上の輸出に関する規制を概観することとする。
（2）我が国の文化財保護法（1950 年）上、重要文化財の輸出に関しては、以下の定めが
ある。すなわち、
「重要文化財は、輸出してはならない。但し、文化庁長官が文化の国際的
交流その他の事由により特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない」（同 44 条）
。
同規定に反し重要文化財を輸出した者は、5 年以下の懲役若しくは禁錮又は 100 万円以下の
罰金に処される（同 193 条）
。文化財保護法の解説によれば、同法が立脚する「文化主義」
という立法理念196と同 44 条の輸出制限規定との関係について、以下のように説明される。
すなわち、
「原則的に重要文化財の輸出を禁止し、その散逸を防止し、わが国内においてそ
の保存を確保し、国民文化の発展に資するとともに、他面完全な状態において諸外国人の鑑
賞、研究に供することが世界文化への貢献を目標とするわが国の使命にも合致することに
なる」197。
譲渡に関する規制の箇所で触れたように、ここでも問題となるのは、同 44 条の輸出禁止
規定に反する輸出が行われた場合、問題となる重要文化財の輸出に関わる私法上の契約が
無効となるか否かという点である。この点に関して、同法の解説では言及がないものの、学
説上は、同規定は輸出許可なく締結された契約を無効とすることまでを意図しておらず、か
かる契約は依然として有効であるとする見解198がある。譲渡の際の国に対する売渡申出に
関する同 46 条の解釈を前提とすれば、同 44 条に反する不法輸出行為も、関係する私法上
の契約の有効性には影響を与えないとするのが整合的であるといえよう。従って、我が国の
文化財不正流通規制上、文化財の輸出規制は、輸出行為を行った者に対する刑事罰を課すこ
とを意図するにすぎず、私法上の取引行為の有効性に影響を及ぼすものではないと解され
る。
第 4 節 小括
以上、第 1 章では、文化財不正流通規制が文化財に関する私法上の権利義務関係に如何な
る影響を与えるのか、という観点から、代表的な国々を挙げながら、文化財の発掘（第 1 節）
・
譲渡（第 2 節）
・輸出（第 3 節）に関する国内実質法を整理・概観した。ここでは、各国の
文化財不正流通規制は、私法上の文化財取引をどの程度尊重するかに応じて 2 つのグルー
プに大別されることを確認した。各節の要約は、以下の通りである。
Wantuch-Thole, supra note 26, pp. 56-57; 河野・前掲注 21）698 頁。
Wantuch-Thole, id. p. 57. 河野・同上 698 頁。
196 前掲注 140）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
197 竹内ほか・前掲注 94）158 頁。
198 Jun Yokoyama, Cultural Property in Private International Law, The Japanese Annual of
International Law, No. 37 (1994), p. 95, p. 98.
194
195
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① 第 1 節では、
新たな発掘物ないし発見物の所有権を国家に自動的に付与する法制度
（い
わゆる「blanket legislation」又は「umbrella statute」
）を有する主要な各国国内実質法を中心
的に紹介した。国家所有権の包括的な付与立法は、国家の自国領域内に埋蔵されている考古
学的遺物に対する国家的関心の高まりに対応して、特に 20 世紀頃から、考古学的・歴史的
遺跡が存在する国々の多くにおいて採用されるようになったのであった。これに対して、我
が国も含む、そのような遺跡が存在しない多くの国々においては、文化的価値のある発掘物
に関しても、原則として私法上の埋蔵物の拾得に関するルールが適用されている。
② 第 2 節では、文化財に関する譲渡規制の様態について確認した。ここでは、発掘物に
関して国家所有権の包括的な付与立法を有する国々では、一定の文化財を国有財産として
その譲渡や時効制限を禁止したり、私有財産である文化財についても、その移動・譲渡の際
には国家への通知を必要としたり、譲渡の際に国家に先買権を発生させたりする法制度が
行われていることを述べた。また、博物館・美術館が多く所在するヨーロッパの一部の国々
でも、それらの所蔵品の取引・譲渡が制限されている。
これに対して、我が国のように、公法である文化財不正流通規制上の譲渡規制と私法上の
譲渡に関する規律とを切り離し、前者に違反する所有権譲渡行為であっても私法上は有効
とする法制度も存在する。我が国の現行の文化財保護法が文化財の譲渡に対してこのよう
なリベラルな姿勢をとる背景には、文化財の自由な国際的交流を重視する同法の立法理念
があることが推察できる。
③ 第 3 節では、文化財の輸出に関する規制、特にかかる輸出規制に反して輸出された場
合の没収制度の様態を中心に紹介した。文化財の譲渡規制を行う国々の法制度においては、
その輸出規制も併せて行われることとなるが、それに加えて、一部の国々においては、かか
る規制に反して輸出された場合には自動的に没収されるとする規定が置かれていることを
述べた。また、ドイツといったヨーロッパの国々では、自動的没収は行わず、押収や事後的
な決定により没収という効果が生じるとする規定が設けられている。これに対して、我が国
のように文化財の譲渡規制を行わない国々においては、私法上の取引に影響を与える形で
の文化財の輸出規制は行われず、不法輸出の際にも特に何らの措置も設けられていない。
第 2 章 国際的な枠組
前章では、文化財の発掘・譲渡・輸出に関する文化財不正流通規制の程度及び様態に応じ
て、各国が以下の 2 つのグループに大別されることを指摘した。すなわち、文化財の特殊財
としての性質を強調しその国外への流出を防止するため、私法上の所有権や取引に影響を
与えるような公法的規制を行う国々と、むしろ文化財の国際的な流通や私人による自由な
所有権処分を尊重する国々、である。また、前者の国々では、発掘物の自動的な国有化や、
私法上の契約等の有効性に影響を与える形での文化財の譲渡・輸出の禁止、不法輸出に伴う
自動的没収といった、特殊な規制が行われていた。それでは、このように各国の文化財不正
流通規制の多様性が存在する中、国際レベル及び地域レベルでは、どのような枠組み作りが
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行われてきたのだろうか。
そこで本章では、前章で概観した各国の文化財不正流通規制を前提として、国際レベルな
いし地域レベルで形成された国際的な法的枠組みを概観する。文化財保護に関する国際的
な枠組みの中でも、この問題に対する抵触法的対応を探る本稿の問題関心からは、特に、国
境を越えた文化財の輸出入や所有権移転を規制し、一定の外国文化財の返還を促す枠組み
が重要となる。本章の目的は、国境を越えた文化財の不正な流出及び移動を防止ないし規制
したり、不法に取引された文化財を元の所在地国 O 国や元の所有者へと返還することを促
したりする国際的な枠組みに関して、その形成段階においてどのような議論があり、また、
現在、どのように機能しているのか、という点を確認することにある。
以下では、国境を越えた文化財の取引を規制したり、不正に取引された文化財の返還を促
したりすることにより、国境を越えた文化財の不正取引の撲滅を目指す国際的な枠組みと
して、国際レベル（第 1 節）
、及び、地域レベル（第 2 節）における法的枠組みを順に概観
する。
第 1 節 国際レベル
本節では、国際レベルでの国境を越えた文化財の不正取引に対する対応として以下の国
際的な文書を取り上げ、その内容について検討する。
まず、国際レベルでの国境を越えた文化財の不正取引の問題に関して鍵となる 2 つの国
際条約を取り上げ、それぞれにつき、成立するまでの経緯、条約の構造、及び、学説上指摘
される問題点や批判を詳述する。すなわち、ユネスコの「文化財の不法な輸出、輸入及び所
有権移転譲渡を禁止し及び防止する手段に関する条約」
（1970 年）、及び、ユニドロワの「盗
取された又は不法に輸出された文化財の返還に関する条約」（1995 年）の 2 つである。こ
れらの条約は、「コインの裏表のようなもの」199と描写されるように、密接な関係にあるも
のである。ここでの目的は、第 1 に、両条約が国境を越えた文化財の不正取引への対応とし
て満足のいく枠組みを提供しているか否かを明らかにすること、第 2 に、抵触法による対応
を探る第 II 部における検討へと向けて、国境を越えた文化財の不正取引の問題に関する政
治的ないしイデオロギー的な対立を確認することにある。
次に、条約という形式ではないものの、2011 年に作成されたユネスコ及びユニドロワの
「未発見文化財の国家所有権に関するモデル条項」
（2011 年）を取り上げ、同モデル条項が
作成されるまでの経緯や各条項の内容を紹介することで、国境を越えた文化財の不正取引
に関する近時の国際レベルでの議論を追うこととする。同モデル条項は、第 2 章第 1 節一
において述べた発掘物に関する国家所有権の包括的な付与立法のモデルとなる条項を提示
するものである。
以下、ユネスコ条約（1970 年）
（一）
、ユニドロワ条約（1995 年）
（二）
、及び、2011 年の
199

See, e.g., Explanatory Report with model provisions and explanatory guidelines infra note 397, p.
390.
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ユネスコ及びユニドロワのモデル条項（二）の順に、それらの内容及び問題点を中心に概観
する。
一

ユネスコ条約（1970 年）

国境を越えた不法取引から動産文化財を保護するための国際的な枠組みとして最も重要
となるのは、ユネスコの「文化財の不法な輸出、輸入及び所有権移転譲渡を禁止し及び防止
する手段に関する条約（UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit
Import, Export and Transfer of Ownership of Property）」
（1970 年採択。以下、
「ユネスコ条約
（1970 年）
」という）である200。同条約は 1972 年 4 月 24 日に 3 カ国（エクアドル、ブルガ
リア、ナイジェリア）で発効したが、締約国は年々増加し、2017 年 8 月現在、その数は 132
カ国にのぼる201。我が国は、平成 14 年（2002 年）9 月 9 日に同条約を受諾し、同条約は、
同年 12 月 9 日より我が国において発効している202。我が国では、条約の受諾に伴う国内法
の整備として、
「文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律」
（平成 14 年 7 月 3 日法律
第 81 号）203が新たに制定されたほか、1950 年の「文化財保護法」（昭和 25 年 5 月 30 日法
律 214 号）204の一部が改正されている。
以下では、同条約の成立に至る経緯（1.）、構造（2.）、各国における履行状況（3.）、及び、
学説上の議論（4.）について概観する205。
以下詳しくみていくように、そこでは、古代遺物や美術品などが多く取引されるいわゆる
市場国側の国々も含め、多くの国々が同条約の締約国となっている一方で、各締約国の国内
執行の取組みは様々であり、また、同条約の対象とする文化財の射程や用いられる執行手段
にも限定があることが見て取れる。後述するように、このような同条約の射程や手段の限界
により、同条約を補完しつつアップデートする枠組みが必要となったことから、ユネスコの
依頼を受けたユニドロワにより、新たな条約形成が着手されることとなる206。

前掲注 16）
、及び、それに対応する本文も参照。
2017 年 8 月現在 <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-culturalproperty/1970-convention/states-parties/>.
202 河野・前掲注 16）198 頁。同条約の採択から 30 年以上経過してようやく我が国が締結し
た背景や同条約の締結に関する国会審議については、以下の HP 参照。<http://www.ehoki.com/law/diet/85.html>.
203 条文は、以下の文化庁 HP から入手可能。
<http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/bunkazai/>. なお、同法上の輸入規
制に関しては後述する。
204 条文は、以下の文化庁 HP から入手可能。
<http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/bunkazai/>.
205 河野・前掲注 16）において、これらの点について紹介及び考察が行われている。
206 第 3 章第 2 節二参照。
200
201
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1. 条約の成立に至る経緯
（1）まず、ユネスコ条約（1970 年）の成立までの経緯を確認する207。国境を越えた動産
文化財の不法取引に関する国際的な規制に関しては、1930 年代より国際的な議論がなされ
てきた208。具体的には、国際連盟の専門機関である「知的協力委員会 International Commission
for Intellectual Cooperation (CICI)」が創設した「国際博物館局 International Museums Office
(IMO)」209により、1933 年に、
「紛失し、盗取され、あるいは不法に譲渡又は輸出された、
芸術的、歴史的、又は科学的価値のある物の返還に関する条約」草案が、国際連盟の加盟国
に提出されている210。だが、第 2 次世界大戦の勃発により同プロジェクトが中断を余儀なく
された後は、国際的な議論の重心は、戦時や武力紛争の際における文化財保護・保全に移る
こととなった211。
第 2 次世界大戦終結後、国際連合の専門機関として創設されたユネスコでは、最初に、国
際連盟の下で挫折していた「戦時における文化財保護に関する条約化」の事業が行われた212。
その結果、1954 年 5 月 14 日に、
「武力紛争の際の文化財の保護に関するハーグ条約」
、同
「実施規則」
、及び、
「同条約の第一議定書」の 3 つの文書が作成された213。同第一議定書で
は、締約国は武力紛争の際に被占領地域から文化財が流出することを防ぐこと（第一議定書
I 条（1）
）に加えて、被占領地域から輸入された文化財を保管し（同（2））、戦争状態終結後
に返還すること（同（3）
）214、とされている。なお、我が国は、1954 年 9 月 6 日に同条約

河野・前掲注 16）198-199 頁; James A. R. Nafziger, The 1970 UNESCO Convetion: Insights,
Circumspections, and Outlooks, in Jorge A. Sánchez Cordero (ed.), La Convención de la UNESCO
1970: Sus Nuevos Desafíos [The 1970 UNESCO Convention: New Challenges] (Universidad
Nacional Autónoma de México, 2013), p. 211.
208 Charles de Visscher, La protection internationale des objets d’art et des monuments historiques,
16 Revue de droit international et de législation comparée 32, 246 (1935).
209 IMO については、UNESCIO の以下の HP 参照。
<https://atom.archives.unesco.org/records-of-international-museums-office-oim>.
210 河野・前掲注 16）198 頁。
211 IMO は、1938 年に、
「戦時における歴史的建物及び芸術品の保護に関する条約」草案を
国際連盟理事会及び総会に提出している。See, supra note 209. なお、IMO は、1946 年にそ
の役目を終えている。そして、第 2 次世界大戦後の 1954 年には、ユネスコの「武力紛争の
際の文化財の保護のための議定書」が成立している。以上の流れについて、本稿第 3 章第 1
節一も参照。
212 香西茂「武力紛争の際の文化財の国際的保護」文化遺産国際協力コンソーシアム編『第
17 回文化遺産国際協力コンソーシアム研究会 危機の中の文化遺産 報告書』
（2016 年）24
頁 。 同 報 告 書 は 、 以 下 の HP か ら 入 手 可 能 。 <http://www.jcic-heritage.jp/wpcontent/uploads/2015/11/2015_17th.pdf>. また、同条約及び我が国の批准に至るまでの経緯に
ついては、例えば、可児英里子「
『武力紛争の際の文化財の保護のための条約（1954 年ハー
グ条約）』の考察―1999 年第二議定書作成の経緯―」外務省調査月報 3 号（2002 年）1 頁
参照。
213 See <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-andprotocols/>. 香西・同上、可児・同上。
214
See
<http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=15391&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.
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及び第一議定書に署名し、2007 年 9 月 10 日に両文書の批准書を寄託した215。
これに対し、平時における動産文化財の国際的な不法取引の問題に関しては、文化財が多
く所在する南米の途上国の提案を契機として、1950 年代後半から、ユネスコ条約（1970 年）
へと至る国際的な文化財保護の枠組み作りが開始された216。すなわち、1960 年のユネスコ
第 11 回総会では、文化財の不法取引を防止するための国際条約の準備提案を含む、文化財
保護のための国際協力に関するメキシコ及びペルーによる提案217が可決され、これがユネ
スコ条約（1970 年）の策定作業の直接的な始まりとなったのであった218。同提案は、他の
中央及び南アメリカ大陸の国々から支持を受けたとされる219。同提案を受け、ユネスコは
1964 年の「文化財の不法な輸出、輸入、及び所有権の移転を禁止及び防止する手段に関す
る勧告」220を採択し221、30 カ国の専門家からなる専門家委員会により、ユネスコ条約（1970
年）の策定作業が開始された222。その結果、1969 年には第一草案223が、1970 年には、ユネ
スコ加盟国からのコメントを受けて改訂された改訂草案224が作成された。第一草案及び改
訂草案では、若干の違いはあるものの、幅広い種類の文化財が対象とされた上で（第一草案
1 条225及び改訂草案 1 条226）
、他の締約国から輸出許可証を伴わずに輸出された文化財の輸
以下の外務省 HP 参照。
（条約：<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty166_2.html>.
第一議定書：<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty166_3.html>.）
216 Nafziger, supra note 207, p. 211.
217 S. Exec. Rep., No. 29, 92nd Cong., 2nd Sess., 1972, 17.
218 なお、ユネスコ条約（1970 年）に影響を与えた他の勧告として、1956 年の「考古学的発
掘に適用される国際原則に関する勧告」がある。河野・前掲注 16）198-199 頁参照。
219 Kifle Jote, International Legal Protection of Cultural Heritage (Juristförlaget, 1994), pp. 196-197.
See also, Craig Forrest, International Law and the Protection of Cultural Heritage (Routledge, 2010),
p. 116, footnote 136.
220 Draft Recommendation on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Export, Import and
Transfer of Cultural Property, UNESCO Doc. 13 C/PRG/17,
available at
<http://www.unesco.org/ulis/cgibin/ulis.pl?catno=68685&set=0059966AE0_3_439&gp=1&lin=1&ll=1>.
221 河野・前掲注 16）198-199 頁。
222 河野・前掲注 16）199 頁。
223 Preliminary Draft Convention Concerning the Means of Prohibiting and Preserving Illicit Import,
Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property, UNESCO Doc. SHC/MD/3, Annex (1969),
available
at
<
http://www.unesco.org/ulis/cgibin/ulis.pl?catno=68688&set=0059966AE0_3_439&gp=1&lin=1&ll=1>.
224 Revised Draft Convention Concerning the Means of Prohibiting and Preserving Illicit Import,
Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property, UNESCO Doc. SHC/MD/5, Annex III (1970),
available
at
<http://www.unesco.org/ulis/cgibin/ulis.pl?catno=68690&set=0059966AE0_3_439&gp=1&lin=1&ll=1>.
225 第一草案 1 条は、以下のものを文化財の定義に含める。
“(a) The product of archaeological excavations or discoveries; (b) elements of historical monuments
or archaeological sites which have been dismembered; (c) property of artistic interest which is more
than fifty years old; (d) rare manuscripts and art books; (e) property which is important for history,
including the history of technology; (f) objects of ethnological interest; (g) rare paleontological and
mineral specimens; rare specimens of flora and fauna; (h) scientific collections and important
collections of books and archives, including photographic and musical archives.”
226 改訂草案第 1 条は、以下のものを文化財の定義に含める。なお、第一草案との違いは、
215
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入を禁止すること（第一草案及び改訂草案 7 条(c)）や、不法に輸入された文化財と知りつつ
自らの所蔵品に加えた博物館及び美術館等の施設の職員を罰すること（第一草案 7 条(i)及
び改訂草案 7 条(h)）
、等の義務が締約国に課されていた227。
しかし、考古学的ないし歴史的な遺物や美術品などが輸入されることでその市場となる
国々（いわゆる輸入国や市場国と呼ばれる国々。以下、
「輸入国・市場国」という）の側で
は、他の締約国とりわけ輸出国や原産国と呼ばれる国々（以下、
「輸出国・原産国」という）
の輸出規制を自国において執行する点に異論も多く、特に国際政治情勢から最終段階にな
って交渉プロセスに加わったアメリカ228は、自国では文化財の輸出規制が行われてこなか
ったこと229等から、この点に異議を唱えた230。また、アメリカと並ぶ他の代表的な輸入国・
市場国であるイギリスやスイス等は全く関心を示さず、交渉プロセスに参加すらしなかっ
た231。さらに、博物館や美術館等の施設も、上記の博物館及び美術館の職員に対する罰則に
異議を唱えていた232。最終的には、アメリカを始めとする多くの輸入国・市場国を締約国に
含めることが同条約の枠組みの成否にとって不可欠であったこともあり233、政府専門家に
よる特別委員会（1970 年 4 月 13 日から 24 日）234において、アメリカの提案を大幅に容れ
た最終草案が作成された235。その後、ユネスコ条約（1970 年）は、ユネスコ第 16 回総会に
おいて採択された（1970 年 11 月 14 日）236。

新たに下線を引いたものが加えられた点にある（下線は本稿の筆者による）
。
“(a) Rare specimens of flora, fauna and minerals; paleontological specimens; (b) property which is
important for history, including the history of technology; (c) the product of archaeological
excavations or discoveries; (d) elements of artistic or historical monuments or archaeological sites
which have been dismembered; (e) objects of ethnological interest; (f) property of artistic interest
which is more than fifty years old and works of contemporary art acquired by a State; (g) rare
manuscripts and incunabula, old books and publications of special interest (historical, scientific, etc.),
rare art books, philatelic collections and stamps of great value; (h) scientific collections and important
collections of books and archives, including photographic, sound and cinematographic archives.”
227 Nafziger, supra note 207, p. 212.
228 河野・前掲注 16）199 頁参照。
229 第 2 章第 1 節三参照。
230 Nafziger, supra note 207, p. 212.
231 Forrest, supra note 219, p. 166.
232 Nafziger, supra note 207, p. 212.
233 Ibid; Forrest, supra note 219, p. 167.
234 Report of the Special Committee of Governmental Experts to Examine the Draft Convention on
the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of
Cultural Property, UNESCO Doc. 16 C/17, Annex II, 1970, available at <
http://www.unesco.org/ulis/cgibin/ulis.pl?catno=160954&set=0059967AAE_1_333&gp=1&lin=1&ll=1>.
235 Draft Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and
Transfer of Ownership of Cultural Property, UNESCO Doc. 16 C/17, Annex I, 1970, available at <
http://www.unesco.org/ulis/cgibin/ulis.pl?catno=160954&set=0059967AAE_1_333&gp=1&lin=1&ll=1>.
236 Records of the General Conference, 16th session, Paris, 12 October to 14 November 1970, v. 1:
Resolutions, UNESCO Doc. 16 C/Resolutions, 1971, available at <http://www.unesco.org/ulis/cgibin/ulis.pl?catno=114046&set=0059969434_1_150&gp=1&lin=1&ll=1>.
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（2）以下述べるように、このようにアメリカが交渉過程で大きな影響力を及ぼした結果、
ユネスコ条約（1970 年）の文言には不明瞭な点が多くあり237、同条約の意義が曖昧となっ
たともいわれる238。次に、以上述べたような経緯を経て成立したユネスコ条約（1970 年）
の内容について説明する。
2. 条約の構造
（1）以下では、まず、①同条約における「文化財」の定義について確認した上で、他
国の文化財不正流通規制の国際平面における実現へと向けた協力の様態を探るという本稿
の関心に基づき、同条約の規則の中でも、②輸入規制、③盗難文化財の返還、④不法輸出
文化財の返還、及び、⑤危機の際の国際協働に関する規則を中心に概観することとする
239。

① 第1に、
「文化財（cultural property）」の定義である。ユネスコ条約（1970年）では、ま
ず、文化財とは、以下の分類に属する物であるとされる（同1条）240。すなわち、（a）動物
学上、植物学上、鉱物学上又は解剖学上希少な収集品及び標本、並びに古生物学上関心の対
象となる物件、
（b）科学技術史、軍事史、社会史その他の歴史、各国の指導者、思想家、科
学者又は芸術家の生涯及び各国の重大な事件に関する物件、
（c）正規の発掘、盗掘その他の
考古学上の発掘又は考古学上の発見によって得られた物件、
（d）美術的若しくは歴史的記念
工作物又は分断された考古学的遺跡の部分、
（e）製作後100年を超える古代遺物（例えば、
金石文、貨幣、刻印）
、（f）民族学的関心の対象となる物件、（g）美術的関心の対象となる
物件であって、例えば、
（i）肉筆の書画、
（ii）彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する美術
品、
（iii）銅版画、木版画、石版画その他の版画、又は（iv）美術的に構成し又は合成した物
件、にあたる物、
（h）単独で又は一括されることにより特別な関心（歴史的、美術的、科学
的、文学的その他の関心）の対象となる希少な手書き文書、インキュナブラ、古い書籍、文
書及び出版物、（i）単独の又は一括された郵便切手、収入印紙その他これらに類する物件、
（j）音声、写真又は映画による記録その他の記録、
（k）古い楽器及び製作後100年を超える
家具241、である。加えて、第一草案及び改訂草案とは異なり、同条約では、
「文化財」とは、
以上の類型のいずれかに属することに加えて、「宗教的理由によるか否かを問わず、各国が
考古学上、先史学上、史学上、文学上、美術上、又は科学上重要なものとして、特に指定し
た（specifically designated）物件」
（同1条）であることが前提とされている（指定要件とい
河野・前掲注 16）199 頁
O’Keefe, supra note 16, p. 7; Forrest, supra note 219, p. 167.
239 ここで挙げるもののほか、ユネスコ条約（1970 年）における主要な規則としては、取得
制限（同 7 条（a）項第 1 文、5 条（e）
）や古物商の記録義務（10 条（a）項）に関する規則
がある。なお、同条約の構造の包括的な紹介については、河野・前掲注 16）199-201 頁参照。
240 これは、全体的に文言がより具体的かつ詳細なものとなっているものの、基本的には、
改訂草案 1 条で列挙された文化財の類型を引き継ぐものである。
241 条文の邦訳は、以下の外務省 HP から入手可能。
<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/t_020414.pdf>.
237
238
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う）
。
② 第2に、輸入規制に関する規則である。まず、同条約3条は、
「締約国がこの条約に基づ
いてとる措置に反して行われた文化財の輸入、輸出、又は所有権移転は、不法（illicit）とす
る」ことを定める。次に、同7条（b）項（i）は、締約国に対して、
「他の締約国の領域内に
所在する博物館、公共の記念工作物（宗教的なものであるかないかを問わない。）
、その他こ
れらに類する施設から、この条約が関係国について効力を生じた後に盗取された文化財
（当該施設の所蔵品目録に属することが証明されたものに限る。）の輸入を禁止すること」
を要求する。
③ 第3に、盗難文化財の返還についてである。上述した同7条（b）項（i）の輸入禁止にも
かかわらず、博物館等の施設から盗取された目録記載の外国（締約国である原産国〔the State
Party of origin〕242）の文化財が国内に持ち込まれた場合、締約国は、締約国である原産国の
要請に応じて、同条約が関係国について効力を生じた後に輸入されたものを回復し及び返
還するため適当な措置をとらねばならない（同7条（b）項（ii）
）
。ただし、ここでいう「適
当な措置」が具体的にどの程度の措置を意味するのかという点は、条約上明らかでない243。
なお、ここでは、
「要請を行う締約国が当該文化財の善意の購入者又は当該文化財に対して
正当な権原を有する者に対し適正な補償金を支払うこと」が条件とされている（同）
。
④ 第4に、不法輸出文化財の返還についてである。まず、前提として、全締約国は、
「重
要な公私の文化財であってその輸出により自国の文化遺産を著しく貧困化させるおそれの
あるもの」について目録を作成しなければならない（同5条（b）
）
。また、これに関する輸出
許可制度を導入した上で（同6条（a）
）、輸出許可についての証明書が添付されない限り、文
化財が自国の領域から輸出されることを禁止しなければならない（6条（b）
）。そして、以上
の規則に反して不法に輸出された文化財につき、当該文化財の原産国が再び取得すること
を欲した場合、締約国は、
「自国の法令に従い」、
「当該文化財がその正当な所有者にできる
限り速やかに返還されることを容易にするために、自国の権限のある機関が協力（co-operate）
することを確保」せねばならない（同13条（b））
。また、各締約国が特定の文化財を譲渡不
可能であり従って輸出も禁止される244と分類することは締約国の奪い得ない権利であると
された上で、そのように分類された文化財が輸出された場合、締約国は、
「自国の法令に従
い」
、当該文化財の輸出国である締約国がそれを回復することを容易（facilitate）にせねばな
らない（同13条（d）
）
。しかし、ここでいう「協力」や「容易にする」ということが具体的
にどのような措置を予定しているのかという点は、条約上明らかではなく、各締約国の判断

ユネスコ条約上、
「原産国」に関する定義規定は置かれていないものの、他の締約国の文
化財不正流通規制に反して輸出や所有権譲渡がなされたことを不法とみなす同条約の枠組
み上（同 3 条参照）、原産国とは、問題となる文化財の輸出やその所有権譲渡について規律
する締約国（多くは、輸出国と一致すると思われる）を指すものと解される。
243 河野・前掲注 16）200 頁。
244 このような文化財不正流通規制については、第 1 章第 2 節一や第 3 節一参照。
242
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に委ねられている245。なお、同13条（b）
（d）に基づく措置は、
「自国の法令に従い」行うこ
ととされていることから、現行法上可能であるものに限られると解されている246。
⑤ 第5に、危機の際の国際協働に関する規則として、同9条に以下の定めがある。すなわ
ち、
「考古学上又は民族学上の物件の略奪（pillage）により自国の文化遺産（cultural heritage）
が危険にさらされている締約国は、影響を受ける他の締約国に要請を行うことができる。

247

この場合において、締約国は、国際的に協調して行われる努力であって、必要な具体的措置
（個別の物件の輸出、輸入及び国際取引の規制等）を決定し及び実施するためのものに参加
することを約束する。各関係国は、合意に達するまでの間、要請を行う国の文化遺産が回復
し難い損傷を受けることを防止するため、実行可能な範囲内で暫定措置をとる」
。
（2）以上、ユネスコ条約（1970年）の輸入規制、盗難文化財の返還、不法輸出文化財
の返還、及び、危機の際の国際協働に関する規則を中心に、同条約の枠組みを確認した。
以下では、ユネスコ条約（1970年）の国内執行状況を概観することで248、各締約国による
実施法等を通じた同条約の実効性の程度について確認する。
3. 国内執行状況
本節一の冒頭においても言及したように、ユネスコ条約（1970 年）の締約国数は、文化
財の輸入国・市場国となる先進国の国々を含める形で、徐々に増加してきた249。輸入国・市
場国といわれる先進国で同条約を締結した国は、70 年代にはカナダのみであったが250、80
年代には、最大の輸入国・市場国であるアメリカが加わり、オーストラリアがそれに続いた
251。その後、1997

年にフランスが同条約を批准して以降、2002 年にはアメリカに次ぐ重要

な輸入国・市場国であるイギリスが同条約を受諾し、同年、主要な輸入国・市場国であると

河野・前掲注 16）200 頁。
同上 200-201 頁。
247 ユネスコ条約（1970 年）においては、
「文化財（cultural property）」の中でも、以下の物
が「文化遺産（cultural heritage）
」として定義される。すなわち、「（a）各国の国民（個人で
あるか集団であるかを問わない。
）の才能によって創造された文化財、及び各国の領域内に
居住する外国人又は無国籍者によりその領域内で創造された文化財であって当該国にとっ
て重要なもの、
（b）各国の領域内で発見された文化財、
（c）考古学、民族学、又は自然科学
の調査団がその原産国の権限のある当局の同意を得て取得した文化財、
（d）自由な合意に基
づいて交換された文化財、
（e）その原産国の権限のある当局の同意を得て、贈与され、又は
合法的に購入した文化財」
（同 4 条）
、である。
248 Patty Gerstenblith, Models of Implementation of the 1970 UNESCO Convention: Can their
Effectiveness be Determined?, in Lyndel V. Prott et al (eds.), Realising Cultural Heritage Law:
Festschrift for Patrick O’Keefe (Institute of Art and Law, 2013), p. 9. 我が国でも、河野・前掲注
16）203-207 頁において、我が国も含む、2003 年当時までの主要国の国内執行状況が紹介さ
れている。
249 注 201）に対応する本文参照。
250 なお、先進国であるが主要な輸出国でもあるイタリアは、1978 年に批准している。See
<http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13039&language=E>.
251 Ibid.
245
246
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いわれる我が国も受諾した252。この流れに、輸入国・市場国であると同時に重要な経由地国
でもあるスイス（2003 年批准）を含む、多くのヨーロッパ諸国が続いている253。
アメリカとイギリスという 2 大輸入国・市場国がユネスコ条約（1970 年）を受諾した要
因の一つとしては、両国の古美術品・美術品市場参加者が国境を越えた文化財の不正取引に
関与している事実が明るみされたことが指摘されている254。また、我が国に関しては、駐仏
大使（当時）がユネスコ事務局長に就任（1999 年）したことを契機に、文化財不法取引の防
止へと向けた我が国の貢献への期待が従来にも増して高まっていた中、国連総会における
早期締結勧告決議の採択（2001 年）やアフガニスタンにおける文化遺産の破壊行為等を受
け、同条約の受諾に至ったことが指摘されている255。
このように、今日では、文化財の不正取引の撲滅へと向けて、文化財が多く所在するか又
は発掘される国々だけでなく、文化財の輸入国や市場国となる国々の多くがユネスコ条約
（1970 年）の締約国となっていることが見て取れる256。だが、以下みていくように、同条
約の国内執行状況は締約国毎に様々である。すなわち、同条約の実効的な履行が特に期待さ
れる輸入国・市場国側の国内における執行状況は、広範な外国文化財を輸入規制の対象とす
るカナダ型（A.）
、二国間条約を基礎とするアメリカ型（B.）
、最小限度の履行を行う日本型
（C.）
、その他、特別な立法措置を行わないもの（D.）
、の 4 つに大別される257。
以下では、各モデルの代表的な国々における国内執行状況について確認する。

252

Ibid.
スウェーデン、デンマーク（2003 年）
、ノルウェー、ドイツ（2007 年）
、ベルギー、オラ
ンダ（2009 年）
、オーストリア（2015 年）
、といった国々が次々と締約国となっている。Ibid.
254 Asif Efrat, Getting Governments to Cooperate against Looting: Insights from American and British
Experience, 8 Journal of Art Crime 31 (2012). なお、その他の要因として、Efrat は、考古学者
らによる活動、及び、両国が重要な利害関係者を含む委員会を通じて国内的なコンセンサス
を得ることができたことを挙げる。イギリスについては、see Forrest, supra note 219, p. 193.
See also, Peter Watson, Sotheby’s: The Inside Story (Random House, 1st ed., 1997).
255 有薗裕章「法案の解説と国会審議：文化財の不法な輸出入等の規制―文化財不法輸出入
等 禁 止 条 約 に 関 す る 法 整 備 ― 」（ 新 日 本 法 規 出 版 株 式 会 社 HP ： <http://www.ehoki.com/law/diet/85.html>.）参照。
256 なお、アジア地域では、主要な経由地国であるシンガポールが未だ締約国に加わってい
ない。See Forrest, supra note 219, p. 194. また、不法取引を含むカンボジア文化財の取引経由
地国であるタイも未参加である。See Taşdelen, supra note 43. その他、アジア地域において締
約国となっていない国々は、以下の通りである（2017 年 8 月現在）。すなわち、トルクメニ
スタン、モルディブ、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、東ティモール、
アラブ首長国連邦、及び、イエメンである。この点に関して、ユネスコ条約（1970 年）第 2
回締約国会議に提出されたアジア地域における国際執行状況に関する報告書も参照。KeunGuwan Lee, An Overview of the Implementation of the 1970 Convention in Asia, available at
<http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Lee_en.pdf>.
257 Gerstenblith, supra note 248 の区分を参照した。また、河野・前掲注 16）203-207 頁も参
照。
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A. 広範な外国文化財を輸入規制の対象とするモデル
まず、広範な外国文化財を輸入規制の対象とするモデルがある。その代表国であるカナダ
では、1977 年の「文化財輸出入法」258により、ユネスコ条約（1970 年）が国内法化されて
いる。同法は、輸入規制に関して、ユネスコ条約（1970 年）を含む「文化財の国際的な不正
取引の防止に関する」
（Section 37 (2)）合意の締約国である外国から不法に輸出された外国
文化財259のカナダへの輸入は違法（illegal）である（Section 37 (2)）260、と定める。そして、
同法では、これに反して輸入された疑いがある物につき、税関職員は関税法261に基づく留置
や没収などを行う権限を有する（Section 51）、と定められている。また、Section 37(2)に反し
て文化財を輸入した者又はその輸入を試みた者は、25 万カナダドル以下の罰金又は 5 年以
下の懲役、もしくはその両方に処せられる（Section 43, 45）、とする刑事罰規定がある。
カナダと同じく広範囲な外国文化財を輸入規制の対象とする実施法を有する国として、
オーストラリアが挙げられる。オーストラリアでは、同条約の締結に先んじて 1986 年に国
内実施法が制定されたが262、その内容は、最も広範囲な形での同条約の履行であるともいわ
れる263。すなわち、1986 年の「動産文化遺産保護法」264では、問題となる外国がユネスコ条
約（1970 年）の締約国であるか否かを問わず、
「文化財に関連する国（country relating to cultural
property）
」の法によれば輸出が禁止される保護物件が当該国から輸出されオーストラリアに
輸入された場合には、当該物件は没収を受ける（Section 14 (1)）
、と定められている。また、
当該文化財の輸出が禁止されていることを知りつつ輸入した者は、10 万オーストラリアド
ルを超えない罰金又は 5 年以下の懲役、もしくはその両方に処される（Section 14 (2)）
。
B. 二国間条約を基礎とするモデル
次に、一定の外国文化財の輸入規制に関して、ユネスコ条約（1970 年）の他の締約国と
の間で個別に二国間又は多国間条約の締結を要求する、①アメリカ、及び、②スイスのモデ
ルがある。以下、順にみていくこととする。
① アメリカでは、ユネスコ条約（1970 年）の 7 条（b）及び 9 条を国内において執行す
ることを主たる目的として、1983 年に「文化財に関する条約の実施法」265が制定された。
258

Cultural Property Export and Import Act (R.S.C., 1985, c. C-51), available at <http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/C-51/index.html>.
259 同法上、
「外国文化財（foreign cultural property）」とは、文化財の国際的な不正取引の防
止に関する合意の締約国により、「考古学上、先史上、歴史上、文学上、芸術学上、又は、
科学上重要性を有するものとして、特別に指定された物件」
（Section 37 (1)）とされている。
260 なお、上述のような合意がカナダと相手国において効力を発生して以降の輸入に限定さ
れる（Section 37 (2)）
。
261 R.S.C., 1985, c. 1 (2nd Supp.).
262 Gerstenblith, supra note 248, p. 11, footnote 10.
263 O’Keefe, supra note 16, p. 100.
264
Protection
of
Movable
Cultural
Heritage
Act
1986,
available
at
<https://www.legislation.gov.au/Details/C2014C00597>.
265
Convention on Cultural Property Implementation Act of 1983, available at
<https://eca.state.gov/cultural-heritage-center/cultural-property-protection>.
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同法によれば、博物館等から盗難された外国文化財に関しては、その輸入規制に関する同条
約 7 条（b）項の内容がそのまま施行される一方で（Section 308）266、略奪の危機にある考
古学上又は民族学上の物件（同条約 9 条267）の輸入規制については、アメリカと外国国家と
の間での国家間合意（Section 303）、もしくは、大統領268による緊急措置（Section 304）が必
要となる。このようにアメリカが国家間合意や大統領による緊急措置を通して個別に対応
することとなった背景には、同条約 9 条が対象とする大規模な略奪への対応が最も重大な
問題であると考えられる一方、第 1 章第 3 節で概観したアメリカにおける自由貿易の原則
から、広範囲な輸入規制を導入することが困難であったという事情があるとされる269。
そこで次に、アメリカにおける国家間合意及び大統領による緊急措置に関する法的枠組
みについて述べる。1983 年の文化財に関する条約の実施法は、国家間合意の締結や大統領
による緊急措置の発動に際しては、それらが対象とする考古学上又は民族学上の文化財に
関する具体的かつ正確な目録が整備されねばならないとする（Section 305）。そして、この
ように指定された考古学上又は民俗学上の外国文化財については、輸出許可証の添付とい
った、同法により定められる要件が充足されない限り、そのアメリカへの輸入が禁止される
（Section 307 (a)）
。また、同法では、以下のように、国家間合意の締結や大統領による緊急
措置の発動に関する手続が定められている。まず、国家間合意に関しては、他の締約国から
の要請に応じ、要請国の文化遺産が略奪の危機にさらされていることや、輸入規制の適用が
科学的、文化的、及び、教育的な目的から国際的な文化財の取引（interchange）に関する国
際共同体の一般利益に合致すること、といった合意締結のための要件審査270がなされ、それ

すなわち、ユネスコ条約（1970 年）条約の締約国である外国国家に所在する博物館等の
施設から盗取された目録記載の文化財については、その輸入が禁止された上で（Section 308）
、
これに反して輸入された文化財は押収及び没収を受ける（Section 310 (a)）、とされる。
267 既に述べたように、同条約 9 条では、略奪の危機にある考古学上又は民族学上の物件が
所在する締約国は、他の締約国に国際協力を要請することができるとされた上で、他の締約
国は、
「国際的に協調して行われる努力であって、必要な具体的措置（個別物件の輸出、輸
入及び国際取引の規制等）
」をとることが定められている。
268 この判断は、合衆国大統領の権限の委譲を受けた広報文化交流局局長（ Director of the
266

United States Information Agency）により行われる（Section 304 (b), Note [12]）。

河野・前掲注 16）203、201 頁。See also, <https://eca.state.gov/cultural-heritage-center/culturalproperty-protection/process-and-purpose/background>.
270 以下の 4 つの基準を満たすことが要求される（Section 303 (a)(1)）
。
“(A) that the cultural patrimony of the State Party is in jeopardy from the pillage of archaeological
or ethnological materials of the State Party;
(B) that the State Party has taken measures consistent with the Convention to protect its cultural
patrimony;
(C) that(i) the application of the import restrictions set forth in section 307 with respect to archaeological
or ethnological material of the State Party, if applied in concert with similar restrictions implemented,
or to be implemented within a reasonable period of time, by those nations (whether or not State Parties)
individually having a significant import trade in such material, would be of substantial benefit in
deterring a serious situation of pillage, and
(ii) remedies less drastic than the application of the restrictions set forth in such section are not
269
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らが充足したと判断された場合271にのみ、締結交渉が開始されることとなる（Section 303
(a)(1)）。このような合意は、5 年の有効期間を有し、5 年を越えない期間で更新されうる
（Section 303 (b), (e)）
。これまで、アメリカは、17 カ国との間でこのような二国間条約を締
結してきた272。次に、緊急措置に関しては、一定の考古学上又は民俗学上の文化財であって、
略奪（pillage）や解体（dismantling）
、散失（dispersal）、分散（fragmentation）により危機に
瀕しているものにつき273、他の締約国から Section 303(a)に基づく要請及び緊急事態が生じ
ている旨の情報の提供を受けたことを条件として（Section 304 (c)(1)）
、大統領（その権限の
委譲を受けた広報文化交流局局長）は輸入制限を課すことができる（Section 304 (a)）
、とさ
れている。このような緊急措置は、これまでも数回発動されてきており、2017 年 8 月現在
では、イラク及びシリアについて効力を有するものがある274。
② 以上紹介したアメリカと同じく二国間条約の締結を要求する締約国として、スイスが
ある。スイスでは、ユネスコ条約（1970 年）の実施法として、2003 年に「文化財の国際的
な移転に関する連邦法」275が制定されている。同法によれば、スイス連邦参事会（le Conseil
fédéral）は、同条約の締約国との間で、「文化政策及び対外政策に関連する利益を保護し、
文化遺産の保護を確保するために、文化財の輸入及び返還に関する国際条約を締結するこ

available; and
(D) that the application of the import restrictions set forth in section 307 in the particular
circumstances is consistent with the general interest of the international community in the interchange
of cultural property among nations for scientific, cultural, and educational purposes.”
271 この判断は、合衆国大統領の権限の委譲を受けた広報文化交流局局長（ Director of the
United States Information Agency）により行われる（Section 303 (1)(a), Note [4]）。

二国間条約の締約国は以下の通りである（年号は、最初に二国間条約が締結された年を
表わす。なお、カナダを除く全ての国に関して、5 年ごとに延長されている）。すなわち、
エルサルバドル（1995 年）
、マリ（1997 年）、ペルー（1997 年）、グアテマラ（1997 年）、カ
ナダ（1997 年。以後延長されず）、ニカラグア（1999 年）
、ボリビア（2001 年）
、イタリア
（2001 年）
、キプロス（2002 年）
、カンボジア（2003 年）
、ホンジュラス（2004 年）
、コロン
ビア（2006 年）
、中国（2009 年）
、ギリシャ（2011 年）
、ベリーズ（2013 年）、ブルガリア
（ 2014 年 ）、 エ ジ プ ト （ 2016 年 ）、 で あ る 。 See <https://eca.state.gov/cultural-heritagecenter/cultural-property-protection/bilateral-agreements>.
273 Section 304 “(a) For purposes of this section, the term "emergency condition" means, with respect
to any archaeological or ethnological material of any State Party, that such material is(1) a newly discovered type of material which is of importance for the understanding of the history
of mankind and is in jeopardy from pillage, dismantling, dispersal, or fragmentation;
(2) identifiable as coming from any site recognized to be of high cultural significance if such site
is in jeopardy from pillage, dismantling, dispersal, or fragmentation which is, or threatens to be, of
crisis proportions; or
(3) a part of the remains of a particular culture or civilization, the record of which is in jeopardy
from pillage, dismantling, dispersal, or fragmentation which is, or threatens to be, of crisis proportions;
and application of the import restrictions set forth in section 307 on a temporary basis would, in whole
or in part, reduce the incentive for such pillage, dismantling, dispersal or fragmentation.”
274
See
<https://eca.state.gov/cultural-heritage-center/cultural-property-protection/bilateralagreements>.
275 Loi féderale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels, entrée en vigueur, 1
juin 2005, available at <http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04371/04376/index.html?lang=fr>.
272
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とができる」
（同 7 条 1 項）
、とされる。ただし、以下の要件が充足される必要がある。すな
わち、二国間条約の対象となる文化財が関係国の文化遺産にとって極めて重要なものであ
ること、当該文化財が輸出国側で輸出規制の対象となっていること、及び、相互主義が認め
られること（同 7 条 2 項）
、である。同規定に基づき、スイスは、これまで 7 カ国との間で
二国間条約を締結してきた276。各二国間条約では、その付属書の中で、両締約国それぞれつ
き、条約による輸入規制や返還手続の対象となる文化財の類型が列挙されている277。そして、
列挙された類型のいずれかに該当する文化財は、輸出国である一方締約国の輸出規制を満
たしていることが他方締約国の税関当局に対して示されない限り、その輸入が禁止される
こととなる（例えば、スイス・ギリシャ間の二国間条約 2 条）278。
C. 最小限度の履行を行うモデル
以上挙げた国々とは異なり、ユネスコ条約（1970 年）上の義務を履行するために、最小
限度の立法的措置しかとらない国々も存在する。代表的には、①我が国や②ドイツが挙げら
れてきたが、近時、ドイツでは法改正が行われている。以下、順にみていくこととする。
① 我が国は、ユネスコ条約（1970 年）の履行を最小限に行う締約国であるといわれる279。
というのも、我が国の 2004 年の「文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律」280は、
外国文化財に関する限り、専ら、同条約 7 条（b）項の国内法化を行うものであるからであ
る281。すなわち、同法は、同条約の締約国である外国の博物館等の施設から盗取された文化
財282であって、文部科学省令により「特定外国文化財」として指定されたものについてのみ
（同 3 条）、原則としてその輸入が禁止される（同 4 条）とするに留まる283。同 6 条では、
二国間条約の締約国は以下の通りである（年号は、締結された年を表わす）。すなわち、
イタリア（2006 年）
、ギリシャ（2007 年）、コロンビア（2010 年）、エジプト（2010 年）、キ
プロス（2013 年）
、中国（2013 年）
、及び、ペルー（2016 年）である（2017 年 8 月現在）
。
なお、アメリカとは異なり、これらの二国間条約には有効期間は設けられていない。See ibid.
277 例外的に、スイス・イタリア間の二国間条約においては、対象となるイタリアの文化財
が写真付きで個別に列挙されている。
See <http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04371/04377/04380/index.html?lang=en>.
278 この点については、二国間条約間で違いはない。なお、二国間条約では、不法に輸入さ
れた文化財の返還請求訴訟に関する規定も置かれている（例えば、スイス・ギリシャ間の二
国間条約 3 条など）
。
279 Gerstenblith, supra note 248, p. 20.
280 平成 14 年 7 月 3 日法律第 81 号。条文は以下のサイトから入手可能（文化庁 HP：
<http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/kokusai/yushutsu/kisei.html>.）。我が国における同条約
の国内執行に関して、詳しくは、河野・前掲注 16）205 頁以下参照。
281 See Gerstenblith, supra note 248, p. 20. ユネスコ条約（1970 年）の核となる規定は考古学
上又民俗学上の発掘文化財に関する 9 条ではなく、博物館等の目録記載の文化財に関する 7
条である、と同法が考えていることにつき、河野・前掲注 16）206 頁。
282 ユネスコ条約（1970 年）の締約国である外国による同条約 1 条に従った指定を要する
（同 2 条）
。
283 すなわち、
「特定外国文化財」を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法（昭和
24 年法律第 228 号）第 52 条の規定により、輸入承認を受ける義務が課される（同 4 条）
。
276
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「特定外国文化財」の盗難被害者については、我が国民法 193 条で認められる善意取得者に
対する回復請求期間が 2 年間から 10 年間に延長される（同 1 項）。ただし、この場合、被
害者は占有者が支払った代価を弁償しなければならない（同 2 項）。同 6 条は、盗難文化財
の回復及び返還のために「適当な措置」を採ることを求める同条約 7 条（b）項（ii）を受け、
国内民法上の規定に対する特則を設けた規定として位置付けられる。このように、同条約を
限定的にのみ履行する我が国の国内執行のあり方は、特に同条約 9 条が対象とする考古学
上又民俗学上の文化財といった未登録の文化財（盗掘文化財）の不正取引の問題に対応して
いないことから、しばしば批判される284。
② 従来、ドイツも、我が国と同様、学説上ユネスコ条約の国内履行が限定的であるとい
われてきた285。同条約の国内実施法である 2007 年の「文化財返還法」（以下、
「2007 年法」
という）286では、上述した我が国の国内実施法ほどは狭くないものの、他の締約国から不法
に持ち出された文化財であって、以下の定義に該当する物件のみをその返還義務の対象と
していた。すなわち、その持ち出し以前に、若しくはその持ち出し以前に知られていなかっ
た考古学的物件については締約国の当局が当該物件について知ることが出来た時から 1 年
以内に、当該締約国により、考古学上、先史学上、歴史学上、文学上、美術上又は科学上、
「特に重要だと指定された（besonders bedeutsam bezeichnet）」か又はその指定が開始された
文化財（同 6 条 2 項第 1 文（1）
）
、である。ここでいう「特に重要だと指定された」とは、
重要な公有及び私有文化財のリスト（Verzeichnis）の中に、個別的に特定可能な形で当該締
約国により組み入れられたことを意味するとされる（同条 2 項第 2 文）。当該リストは、ド
イツ連邦共和国において非合理的な障害なく公的に利用可能なものでなければならない
（同上）
。これは、従来ドイツの自国文化財の保護について国内法上採られてきた「リスト
原則」と呼ばれる規制方法である287。
しかし、2008 年から 2013 年に行われた 2007 年法の包括的評価作業の結果、同法は、国
際的な文化財の不正取引の抑制にとって実効的な枠組みを提供していないと判断されたた
輸入承認を受けないで国内に持ち込んだ者は、3 年以下の懲役若しくは 100 万円以下の罰金
に処されるか、又はこれが併科される（外国為替及び外国貿易法 52 条、70 条 33 号）
。
なお、外国為替及び外国貿易法 52 条の規定は以下の通りである。
同 52 条「外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約その他
の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与す
るため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、政令
で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。
」
284 See e.g., O’Keefe, supra note 16, pp. 124-128. 加えて、不法に輸出された外国文化財一般の
自国の博物館等による取得防止措置（同条約 7 条（a）項）に関して、同法による直接規制
ではなく、文化庁の行政指導により対処することとなった点を批判するものとして、Hideo
Fuji, Particulars of Japan’s Accession to the 1970 UNESCO Convention and an outstanding problem,
14 Culture Without Context 20 (2004), available at <http://traffickingculture.org/publications/culturewithout-context-2004-issue-14-cambridge-mcdonald-institute-for-archaeological-research/>.
285 See Gerstenblith, supra note 248, p. 19-20.
286 Kulturgüterrückgabegesetz [KulGüRückG] vom 18 Mai 2007 (BGB1 I S. 757).
287 前掲注 184）に対応する本文、及び、戸田・前掲注 181）116 頁参照。
49

め、2013 年よりその改正作業が開始された288。その改正作業の中でも特に上記「リスト原
則」には批判が強かったため、新法である 2016 年法289は同原則を廃止し、以下の要件に該
当する文化財については、締約国の求めに応じて返還しなければならないと改めた（同 2016
年法第 52 条 1 項）
。すなわち、①ユネスコ条約（1970 年）第 1 条290のいずれかの類型に属
すること、②ユネスコ条約（1970 年）の他の締約国から当該国の立法に反して 2007 年 4 月
26 日以降に持ち出されたこと、かつ、③当該国からの輸出以前に、同条約 1 条に従い重要
なものであると分類されていたか若しくは宣言されていた、又は同条約 13 条の意味におい
て不融通物（unveräußerlich）だと分類されていたか若しくは宣言されていたこと（同 52 条
1 項（1）～（3）
）
、である。
D. 特別な立法措置を行わないもの
最後に、上述したモデル以外には、ユネスコ条約（1970 年）の国内執行に国内立法措置
は必要ではないとして、国内実施法を制定しないものがある291。このような締約国として、
イギリスやフランス292、ギリシャ、スウェーデンが挙げられる293。
例えば、イギリスでは、現行法による対応で条約上の義務は果たされているとして、実施
法の制定は不要であると考えられてきた294。ただし、現在、同国では、ユネスコ条約（1970
年）の実施法ではないものの295、
「違法文化財（tainted cultural objects）」であることを知りな
がらそれを不誠実に取引する行為を処罰する刑事法が 2003 年に制定されている（以下、
「2003 年刑事法」という）296。以下に述べるように、同法は、実質的には、ユネスコ条約
（1970 年）9 条の対象となるような考古学上又民俗学上の外国文化財に関する輸入規制と
して機能する。
まず、2003 年刑事法上、
「違法文化財」とは、同法の施行日（2003 年 12 月 30 日）以降
に、発掘されたか、又は、歴史上、建築上もしくは考古学上価値のある建物等から剥ぎ取ら
れた、歴史上、建築上もしくは考古学上価値のある物件を指す（Section 2 (1), (2), (3)）
。そし
て、発掘等が行われた場所がイギリス国内であるか国外であるかにかかわらず、また、当該

288

See, e.g., Federal Government Commissioner for Culture and the Media, Key Aspects fo the New
Act on the Protection of Cultural Property in Germany, published on September 2016, available at
<http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_12/spl_3/pdfs/22.pdf>, p. 6.
289
前掲注 190）に対応する本文、及び、それに続く箇所も参照。
290 前掲注 240）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
291 河野・前掲注 16）204 頁。
292 See Cornu, supra note 112, pp. 408-411.
293 Forrest, supra note 254, p. 193.
294 河野・前掲注 16）204 頁。See also, Gerstenblith, supra note 248, p. 18.
295 Gerstenblith, id. p. 19, footnote 60.
296 Section 1 (1) of Dealing in Cultural Objects (Offences) Act 2003, available at
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/27/contents>. 同法の邦語での紹介として、島田真
琴「イギリスにおける盗失・略奪美術品の被害者への返還に関する法制度」慶應法学 21 号
（2011 年）79 頁、84-85 頁。
50

行為がイギリス法の下で処罰の対象となるか、あるいは、外国法の下で処罰の対象となるか
否かにかかわらず、同 2003 年法の処罰規制は適用される（Section 2 (3)）
。同法は輸入規制
を直接規定するものではないものの、違法文化財を取引する罪には、それを輸入することも
含まれるため（Section 3 (1)）、違法文化財が不法に輸入された場合には、同法 Section 4 によ
り税関当局に付与される権限に基づき、当該文化財の押収297が可能となると解されている
。
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4. 学説上の議論
以上、ユネスコ条約（1970 年）の成立に至る経緯、構造、及び国内履行状況を確認した。
本節では、最後に、ユネスコ条約（1970 年）に関する学説上の議論について述べる。ここで
は、まず、同条約の問題点や評価に関する議論を概観することで、同条約が国境を越えた文
化財の不正取引への対応として十分な枠組みを提供しているか否かについて検討する（A.）
。
次に、同条約に対する根本的な批判としてアメリカの Merryman による批判を紹介し、第 II
部での検討へと向けて、国境を越えた文化財の不正取引の問題に関する政治的対立を確認
する（B.）
。
A. 問題点・評価
（1）学説上、ユネスコ条約（1970 年）の問題点としてしばしば指摘されるのは、以下の
点である。第 1 に、ユネスコ条約（1970 年）の対象となる文化財の範囲が限定的であるこ
とが挙げられる。同条約が対象とする「文化財」は、締約国により「特に指定（specifically
designated）」
（同 1 条）されたものと定められていることから、一般に、未登録ないし未発
掘の考古学的文化財は、条約の適用除外となると解されてきた299。そのため、同条約の枠組
みは、盗掘された考古学的文化財の国際的な不正流出の問題に対応できていないとして批
判されるのである300。
第 2 に、回復措置（返還）の対象となる文化財の範囲が限定的すぎる点も問題となる。既
に述べたように、同条約 7 条（b）項により、原産国への回復及び返還へと向けた措置の対
象となる文化財は、同項（ii）の文言から、他の締約国の博物館等の施設から盗取された目
録記載の外国文化財に限定されると解されている301。そのため、同条約上、締約国は、単に

さらに、この場合には、1979 年の「関税・物品税管理法（Customs and Excise Management
Act 1979）
」に基づく没収（confiscation）も可能となる。See Gerstenblith, supra note 248, p. 19.
298 See Department for Culture, Media and Sport Cultural Property Unit, Dealing in Tainted Cultural
Objects – Guidance on the Dealing in Cultural Objects (Offences) Act 2003, available at
<http://old.culture.gov.uk/images/publications/Dealincultural.pdf>. See Gerstenblith, supra note 248,
p. 19. See Gerstenblith, id. p. 19.
299 See, e.g., Wantuch-Thole, supra note 26, p. 187. ただし、反対の解釈の余地もあると主張す
るものとして、Gerstenblith, id. p. 23.
300 Wantuch-Thole, ibid.
301 ただし、
この点について、同条約のフランス語版やスペイン語版の文言から、同 7 条（b）
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外国の文化財不正流通規制に照らして不法に輸出入された文化財（同 3 条参照）について、
その回復及び返還へと向けた措置をとる義務を負っていない。この点から、ユネスコ条約
（1970 年）は、未登録ないし未発掘の文化財や博物館・美術館の所蔵品以外の文化財の不
正流出の問題への対応として、不十分であると批判されてきたのである302。
第 3 に、私人による返還請求や私法上の問題が扱われていない点が問題となる303。という
のも、同条約は外交ルート通じた国家間での対応を中心とした枠組みであるため、同条約上、
例えば物権関係の問題（善意取得を原因とする所有権の移転など）や国際民事訴訟を通じた
返還請求の可否、等といった私法上の問題については触れられていないのである。
第 4 に、同条約の各条文の文言に不明瞭なところが多い点が挙げられる304。文言の不明瞭
さは、各条文についての広い解釈の余地を締約国に与えることなり、本節 3.で確認したよう
な多様な国内執行状況という事態を招いているものと解される305。
（2）以上挙げたように、学説上、ユネスコ条約（1970年）は、未発掘ないし未登録の（盗
掘）文化財及び返還請求に関する私法上の問題を対象から除外している点で、国境を越えた
文化財の不正取引の問題に対する対応としては不十分であることが指摘されてきた306。学
説上、同条約が国境を越えた文化財の不正取引の撲滅へと向けた国際的な枠組みの基礎を
築いた点は、一般に高く評価されている307。しかし、同条約は、実際上、闇市場の駆逐に失
敗していることから308、国境を越えた文化財の不正取引に対して満足のいく枠組みを提供
していないと言わざるを得ない、とする見解も存在する309。また、文言の不明瞭さや義務的
規則の少なさに起因する各国国内執行状況の多様性は、同条約の枠組みの実効性を否定的

項（ii）が返還義務の対象とする文化財は、他の締約国の博物館等の施設から盗取された目
録記載の外国文化財（同条（b）項（ii））を指すのではなく、他の締約国から不法に輸出さ
れた文化財一般（同条（a）項）を対象とすると解釈する余地があることを指摘するものと
して、Katja Lubina, Contested Cultural Property: The Return of Nazi Spoliated Art and Human
Remains from Public Collections (2009), p. 108, footnote 467, available at
<http://digitalarchive.maastrichtuniversity.nl/fedora/get/guid:fddba8e0-3478-4062-bf6b49537780efc7/ASSET1>.
302 See, e.g., Wantuch-Thole, supra note 26, p. 187.
303 See, e.g., ibid.
304 See, e.g., id. p. 188.
305 Id. p. 189.
306 なお、第 1 から第 3 の点については、その後、ユネスコ条約（1970 年）の補足的な役割
を果たす条約として作成されたユニドロワ条約（1995 年）による対応がなされている（第 2
章第 1 節二参照）
。
307 Irini A. Stamatoudi, Cultural Property Law and Restitution (Edward Elgar, 2011), pp. 63-64;
Forrest, supra note 219, pp. 195-196; Alper Taşdelen, The Return of Cultural Artefacts: Hard and Soft
Law Approaches (Springer, 2016), pp. 70-71.
308 See, e.g., John H. Merryman, Thinking About the Elgin Marbles: Critical Essays on Cultural
Property, Art, and the Law (Kluwer Law International, 2000), pp. 85-86; Jeanette Greenfield, The
Return of Cultural Treasures (2d ed. 1996), pp. 257-261.
309 John H. Merryman, A Licit International Trade in Cultural Objects, 4 International Journal of
Cultural Property 13 (1995).
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に評価する要因の一つとなっているといえる310。さらに、以上挙げたような不十分さを残し
ており、かつ、制定後40年以上経っている同条約は、今日の目からすれば、もはや時代遅れ
であると主張するものさえある311。
では、同条約は、国境を越えた文化財の不正取引への対応として十分な枠組みを提供して
いるといえるだろうか。確かに、今日では、アメリカやイギリス、スイス、我が国といった
文化財の輸入国・市場国となる国々も含め、世界中の7割近い国々が同条約の締約国となっ
ているという事実は、重要視されるべきである。この事実は、
「文化財の不法な輸入、輸出、
及び所有権移転が、当該文化財の原産国の文化遺産を貧困化させる主要な原因の一である
こと、並びに、国際協力がこれらの不法な行為によって生ずるあらゆる危険から各国の文化
財を保護するための最も効果的な手段の一つであること」（同条約1条）
、という基本的考え
について、世界的にも一般的なコンセンサスが形成されつつあることを示唆しているよう
にも思われる。だが、本節3．で述べた同条約の国内執行状況の多様性や一部の国々におけ
る限定的な履行状況に鑑みれば、ユネスコ条約（1970年）が統一的でかつ満足のいく国際的
な枠組みを提供していると評価することは困難であるように思われる。よって、同条約の枠
組みは、国際的な文化財の不正取引の抑制という一般的な目標との関係では不十分である
と考えられる。
また、一部の学説上は、ユネスコ条約（1970年）の根底にあるイデオロギーを批判するこ
とによって、同条約がむしろ国境を越えた文化財の不正取引を助長する虞すらあることを
指摘する見解がある。このような根本的批判について、以下に述べる。
B. Merryman による根本的批判
（1）ユネスコ条約（1970 年）の根底にあるイデオロギーを批判する代表論者は、アメリ
カの Merryman である312。Merryman は、同条約に関する輸入国・市場国と輸出国・原産国
との間での政治的対立を、
「文化国際主義（cultural internationalism）」と「文化国家主義（cultural
nationalism）」との対立として捉えた上で、後者のイデオロギーに与する同条約を以下のよ
うに批判する313。
まず、Merryman によれば、一方で、1954 年の「武力紛争の際の文化財の保護に関するハ
ーグ条約」314は、「全人類の文化財（the cultural heritage of all mankind）」
（同前文）の保全
Taşdelen, supra note 307, p. 71.
Stamatoudi, supra note 307, p. 64; Forrest, supra note 219, p. 196.
312 John H. Merryman, Two Ways of Thinking about Cultural Property, 80 American Journal of
International Law 831 (1986). そ の 他 、 同 様 の 批 判 を 行 う も の と し て 、 Jane Warring,
Underground Debates: The Fundamental Differences of Opinion That Thwart UNESCO's Progress in
Fighting the Illicit Trade in Cultural Property, 19 Emory International Law Review 227 (2005), pp.
350-352; Jason M. Taylor, The Rape and Return of China's Cultural Property: How Can Bilateral
Agreements Stem the Bleeding of China's Cultural Heritage in a Flawed System, 3 Loyola University
of Chicago International Law Review 233 (2005), pp. 240-241 等参照。
313 Merryman, id.
314 前掲注 213）に対応する本文参照。
310
311
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（preservation）並びにその完全性（integrity）及び公共アクセスの確保に重きを置く、
「文化
国際主義」
（あるいはコスモポリタン）的な枠組みであるとされる315。他方で、ユネスコ条
約（1970 年）は、
「不法（illicit）
」な輸出（同 3 条）であるか否かの判断や輸出規制の対象
となる文化財の範囲の決定を輸出国・原産国の法に全面的に委ねた上で、輸出国・原産国の
輸出規制に反する文化財の輸入を禁止することを締約国（輸入国・市場国）に要求する点で、
「白紙委任（balnk check）
」316するルールであるとして批判される317。Merryman によれば、
このような枠組みを採用するユネスコ条約（1970 年）は、国家による文化財の保持（national
retention）を正当化318する「文化国家主義」的な枠組みであるという319。以上のように述べ
た上で、Merryman は、過度に広範な文化国家主義的な輸出規制をも正当化するおそれのあ
る320同条約は、文化財の保存や国際的な文化交流といったユネスコ自体の目的とは反対に
321、輸出国・原産国による文化財の秘匿やその破壊を招き得る保持を促進したり、多様な価

値を有する文化財の国際的な流動性を過度に制限したり、むしろ闇市場を発展させたりす
る危険があると述べるのである322。
（2）確かに、Merryman が指摘するユネスコ条約（1970 年）の「文化国家主義」アプロー
チの問題性は、特に同条約の採択後も文化財の不正取引や闇市場の規模が拡大していると
いう現実323とも相まって、一部の学説上強い支持を集めてきた324。だが、ここで注意すべき
は、
「文化財は市場を通じて最善の保存状態に置かれ得る」325、と Merryman 自身が明確に
述べるように、Merryman によるユネスコ条約（1970 年）の批判の前提には、自由市場主義、
すなわち文化的価値を有する物に関する国際的な取引及び貿易の尊重、というまた別のイ

315

Merryman, supra note 312, p. 853.
アメリカの Bator が最初に用いた用語である。Bator, supra note 41. Bator によれば、自国
や国際共同体の実質的利益に合致しているか否かに関する如何なる判断を輸入国に認める
ことなく、輸出国の輸出規制の内容如何にかかわらず、その全面的な執行を輸入国に要求す
るルールは、
「美術品が自国に持ち込まれるべきかという点に関する実質的判断や、実際的
で望ましい執行レジームに関する制度的決定」を輸入国の手から奪い取る点で、
「白紙委任
（blank check）
」をするルールであるとして批判されるのである。Id. pp. 327-330.
317 Merryman, supra note 312, pp. 844-845.
318 Id. p. 844.
319 Id. pp. 842-845.
320 Id. p. 850.
321 Merryman, supra note 154, pp. 21-27.
322 Merryman, supra note 312, pp. 846-848.
323 See Neil Brodie, Jenny Doole, & Colin Renfrew (eds.), Trade in Illicit Antiquities: The Destruction
of the World’s Archaeological Heritage (McDonald Institute for Archaeological Research, 2001);
Forrest, supra note 219, p. 195.
324 国境を越えた文化財の不正取引の防止という目的との関係で、厳格な輸出規制を課すこ
との適切性自体に疑問を投げかけるラディカルな見解として、Eric A. Posner, The International
Protection of Cultural Property: Some Skeptical Observations, Public Law and Legal Theory Working
Paper No. 141, available at <http://www.law.uchicago.edu/academics/publiclaw/index.html>, p. 5, pp.
14-15. See also, Daniel Shapiro, A Universalist: Fathering Fields, 21 International Journal of Cultural
Property 237 (2014), p. 241.
325 Merryman, supra note 312, p. 849.
316
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デオロギーがあることである。この点について、Prott は、Merryman のいう「文化国際主義」
とは、結局のところ文化財の自由市場を重要視するディーラー側の視点を支持する考えで
あるとした上で326、裕福な輸入国・市場国のディーラーらによる過度な取引（inordinate trade）
は、貧しい輸出国・原産国の文化的伝統を失わせる結果となる、と警鐘を鳴らす327。
（3）このように、ユネスコ条約（1970 年）の根底にある思想に対する Merryman による
批判と Prott による再批判からは、国境を越えた文化財の不正取引の問題を巡る政治的ない
しイデオロギー的な対立が浮き彫りになったといえる。すなわち、国家保護主義的な考えと
自由市場主義的な考えとの対立である。この政治的ないしイデオロギー的な対立について
は、本章の残りの記述も踏まえつつ、第 I 部の小括において整理することする。
5. 小括
以上、
「文化財の不法な輸出、輸入及び所有権移転譲渡を禁止し及び防止する手段に関す
るユネスコ条約」
（1970 年）について、その成立の背景・構造・国内執行状況・問題点と批
判を整理・概観した。
同条約については、主要な輸入国・市場国をも含む形で締約国を増やし続けているという
現状に照らせば、国際的な文化財の不正取引の問題に関する最低限の国際的な共通理解を
提供する役割を果たしてきたと評価できる。だが、義務的規定の乏しさやそれに伴う国内実
施法の多様性に鑑みれば、同条約が国際的な文化財の不正取引の防止という目的にとって
満足のいく枠組みを提供しているとは言い難いというのがここでの結論である。
また、ユネスコ条約（1970 年）に対する Merryman の根本的批判とそれに対する Prott の
再批判を通じて、同条約を巡る輸出国・原産国と輸入国・市場国と間の対立の根底には、国
家保護主義と自由市場主義という、文化財取引に関する政治的ないしイデオロギー的な対
立が存在していることが見て取れた。この対立は、第 1 章で概観した国内実質法に関する 2
つのグループの対立構造と重なる部分が大きいといえる。
二

ユニドロワ条約（1995 年）

本節一で述べたように、ユネスコ条約（1970 年）は、盗掘文化財や私法上の問題を対象
外とする点で、不十分であると指摘されていた328。そこで、この点を中心に同条約を補完し
つつ時間的な経過を踏まえてアップデートするべく作成されたのが329、ユニドロワの「盗取
された又は不法に輸出された文化財の返還に関する条約（UNIDROIT Convention on Stolen
and Illegally Exported Cultural Objects）」（1995 年採択。以下、「ユニドロワ条約（1995 年）」

326

Lyndel V. Prott, The International Movement of Cultural Objects, 12 International Journal of
Cultural Property 225 (2005), p. 225.
327 Id. p. 232.
328 第 2 章第 1 節一。
329 Lyndel V. Prott, Unesco and Unidroit: a Partnership against Trafficking an Cultural Objects, NS 1
Uniform Law Review 59 (1996).
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という）330である。同条約は 1998 年 7 月 1 日に 5 カ国（リトアニア、中国、パラグアイ、
エクアドル、ルーマニア）で発効し331、2017 年 8 月現在、締約国は 40 カ国を数えるものの、
我が国332も含む、文化財の輸入国・市場国のほとんどが未参加である333。
以下では、ユネスコ条約との関係を明らかにしつつ同条約の成立に至る経緯を確認した
上で（1．
）
、同条約の構造（2．
）
、及び、その評価を巡る学説上の議論（3．
）についてみてい
くこととする334。
1. 条約の成立に至る経緯
ユニドロワ条約（1995 年）の作成から成立に至るまでの経緯は、以下の通りである335。
まず、1982 年に Prott 及び O’Keefe がユネスコに提出した報告書336において、文化財の不正
取引に関する国家法規制の問題に関して、私法を専門とする国際機関と協働して作業を行
う旨の提案がなされた337。従来、
「善意（
「bona fide」又は「good faith」）
」取得者の保護に関
する私法上の規則が各国毎に非常に異なっている点、とりわけ、短期間で善意取得を認める
法制度が不法に取得された文化財を合法的取引への転換を促進している点が問題視されて
いた338。そのため、ユネスコは、1984 年、動産の善意取得の問題について法統一作業339を
行っていたユニドロワに対して、文化財の不正取引に適用される私法規則の統一作業の要
請を行ったのである340。この要請の背景には、ユネスコ条約（1970 年）作成当時からの文

注 18）及び対応する本文も参照。See also, <http://www.unidroit.org/instruments/culturalproperty/1995-convention>.
331 See <http://www.unidroit.org/status-cp>.
332 なお、ユニドロワ加盟国は、我が国も含め、63 カ国である（2017 年 8 月現在）
。See
<http://www.unidroit.org/about-unidroit/membership>.
333 ヨーロッパの国々で同条約を締結した国としては、フィンランド（1999 年）、ノルウェ
ー（2001 年）、スペイン（2002 年）、スウェーデン、デンマーク（2011 年）が挙げられる
（年号は批准した年を指す）。なお、フランス、スイス、オランダは署名したものの批准し
ていない。See <http://www.unidroit.org/status-cp>.
334 邦語文献では、野村・前掲注 18）及び清水・前掲注 18）に加え、河野・前掲注 16）202203 頁でも、同条約の紹介及び解説がある。
335 以下の叙述について、
Prott, supra note 18, pp. 12-16; Prott, supra note 329; 河野・前掲注 16）
202 頁参照。
336 Lyndel V. Prott & Patrick J. O’Keefe, National Legal Control of Illicit Traffic in Cultural Property,
commissioned by UNESCO and discussed at a Consultation of Experts on Illicit Traffic, Paris, 1-4
March 1983, UNESCO Doc. CLT/83/WS/16 (UNESCO, Paris) 1983. See also, Prott, supra note 18,
p. 12.
337 Prott, supra note 329, pp. 59-60.
338 Id. p. 60, 68.
339 これは、1960 年代より行われてきた動産の善意取得に関する統一法作成の試みを指す
（
「有体財産の善意取得の保護に関する統一法草案（LUAB）
」
）。なお、この試みは、最終的
に頓挫している。この点につき、清水・前掲注 18）41 頁、杉浦林太郎「現代的視点の下で
の善意取得制度の諸問題」法学研究論集第 36 号（2012 年）149 頁、158 頁以下参照。
340 Prott, supra note 329, p. 61. なお、ここでのユニドロワによる作業はユネスコから金銭的
及び人的支援を受けた。Id. p. 70.
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化財に関する国際的な保護環境の変化341を踏まえ、同条約をアップデートしたいというユ
ネスコ側の意向も存在した342。同条約の形成過程では、輸出国・原産国と輸入国・市場国と
の間での対立に加え、善意取得に関する大陸法系諸国と英米法系諸国との間での相違も影
響し、条約交渉は難航したが、最終的には、1995 年 6 月 24 日に賛成 35、反対 5、棄権 17
で、ユニドロワ条約（1995 年）は採択された343。
ユニドロワ条約（1995 年）とユネスコ条約（1970 年）との主たる違いは、以下の点にあ
る。第 1 に、ユネスコ条約（1970 年）が行政手続や国家的行為などの手段により不正取引
の問題に対応するのに対して、ユニドロワ条約（1995 年）は、盗取された文化財の真の所
有者や文化財が不法に輸出された国家に対して、他の締約国での民事訴訟への直接的なア
クセスを提供するものである344。従って、ユニドロワ条約（1995 年）は、本稿が念頭に置
く、国際民事訴訟における返還請求の場面を対象とした枠組みである。第 2 に、ユネスコ条
約（1970 年）は、所蔵品目録記載の文化財であって博物館等の施設から盗まれた文化財の
みを返還の対象となる文化財として扱うが（ユネスコ条約 7 条参照）345、これに対し、ユニ
ドロワ条約（1995 年）は、指定・未指定や登録・未登録を問わず、全ての盗取された文化財
を回復・返還の対象とする（ユニドロワ条約 2 条参照）346。これは、既に述べたように、特
に盗掘文化財の不正取引の問題へのユネスコ条約（1970 年）の対応の不十分さを補うため
である。
2. 条約の構造
（1）次に、ユニドロワ条約（1995 年）の内容をみていくこととする。同条約は、
「盗取さ
れた文化財（stolen cultural objects）の回復（restitution）」
（第 2 章）
、及び、
「文化財の輸出規
制に関する締約国の法令に反して当該国から持ち去られた文化財
（「不法輸出文化財 illegally
exported cultural objects」とされる）の返還（return）
」（第 3 章）という、2 本の柱から成る
（同 1 条）
。回復請求という前者の請求主体は、「請求者（claimant）」
（同 3 条、4 条参照）
であり、それには当然私人も含まれる一方で、返還請求という後者の請求主体は、
「要求国
（requesting State）
」
（同 5 条、6 条参照）であり、それは締約国に限定される。
以下では、上記 2 つの柱毎に、関連する条文を中心にみていくこととする347。なお、同条
約には遡及効はないとされている（同 10 条）。同 10 条は、仮に遡及効を禁ずる明文規定を
置かない場合には、輸入国・市場国となる先進国による同条約の批准可能性が低くなるので

例えば、文化財の盗取の世界的な拡大に伴い、盗取された文化財は返還されるべきであ
るという認識が多くの国で広まったこと等が挙げられる。Id. p. 63.
342 Prott, supra note 18, p. 15.
343 河野・前掲注 16）202 頁。
344 Prott, supra note 18, p. 15.
345 第 3 章第 1 節一参照。
346 Prott, supra note 18, p. 15.
347 同条約の詳細な全体的概要については、清水・前掲注 18）参照。
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はないか、という懸念から設けられたとされる348。
（2）上記 2 つの柱に関連する条文について述べる前に、ユニドロワ条約（1995 年）上の
「文化財（cultural objects）
」の定義について確認する。同条約上、
「文化財」349とは、
「宗教
的理由によるかどうかを問わず、考古学上、先史学上、歴史上、文学上又は科学上重要なも
のであって、この条約の別表に掲げるいずれかの範疇に属するもの」
（同 2 条）350、とされ
る。なお、
「別表」では、ユネスコ条約（1970 年）第 1 条に列挙される類型351がそのまま掲
げられている。文化財の定義に関してユネスコ条約（1970 年）と異なる点は、ユニドロワ
条約（1995 年）では、文化財の指定要件（「特に指定された」
〔ユネスコ条約 1 条〕）が外さ
れている点である。この点に関して、自国法が重要文化財の保護に関して指定制度を用いる
我が国は取引の安全という観点から指定を要件とすべき旨を主張したが、容れられなかっ
たとされる352。ユネスコ条約（1970 年）に関する議論と同様、ここでも、回復・返還義務の
対象となる文化財を拡大したい産出国側の意向と、取引の安全や自由貿易の促進という観
点からその範囲を限定したい市場国側の思惑との対立が窺える353。
（3）第 1 に、一つ目の柱である「盗取された文化財の回復」に関する規律について述べ
る。同 3 条では、
「盗取された文化財の占有者は、これを返還しなければならない」
（同 1 項）
として、盗取された文化財の占有者の回復義務が定められている。
「盗取された文化財」に
は、盗取されたものとみなすことが発掘地国の法令と矛盾しない範囲で、
「不法に盗掘され
た文化財、又は適法に発掘され不法に保有されている文化財」も含まれる（同 2 項）
。同 3
条 2 項は、発掘物に関する国家所有権の包括的な付与立法（いわゆる blanket legislation 又は
umbrella statute）354により国家に自動的に付与される発掘物の所有権的効果を、同条約上も
認める趣旨の規定である355。後述するように、同 2 項については、輸入国側から排除提案が
なされたが、採用されなかったとされる356。なお、請求者が私人ではなく締約国自身である
場合、後述する不法輸出文化財の返還請求（同 5 条）によっても、盗掘された文化財の返還
を求めることが可能である357。以上述べた盗取された文化財の回復請求権は、
「請求者が当
該文化財の所在及びその占有者を知った時から 3 年」、又は、盗取の時から 50 年、という出
訴期間制限に服す（同 3 項）
。同 3 項の出訴期間制限については、
「特定された記念物若しく
Prott, supra note 18, p. 78-79; 清水・前掲注 18）66 頁。実際にも、外交会議において、一
部の加盟国政府代表（オランダ、ドイツ、イギリス）がこの点を明確に述べていたとされる。
See Prott, id. p. 78.
349 なお、
「cultural property」と「cultural heritage」との間での妥協の産物として「cultural objects」
という文言が用いられた経緯について、Prott, supra note 326, p. 226.
350 邦訳について、清水・前掲注 18）45 頁参照。
351 前掲注 240）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
352 清水・前掲注 18）46 頁、74 頁。
353 野村・前掲注 18）91 頁参照。
354 第 1 章第 1 節一参照。
355 Explanatory Report, supra note 18, pp. 504-505.
356 清水・前掲注 18）48 頁。
357 Ibid.
348

58

は考古学的遺跡の不可分な一部を構成する文化財又は公の収集品（public collection）358に属
する文化財」に関する特則が存在する（同 4-6 項）359。
同 4 条では、盗取された文化財の占有者に対する補償について定められている。同 4 条 1
項によれば、盗取された文化財の占有者は、以下の要件を満たす限りで「公平かつ合理的な
（fair and reasonable）補償」360を受ける権利を有する。すなわち、盗取の事実について知ら
なかった又は合理的に知り得べきであったとはいえないこと、かつ、取得時に正当な注意
（due diligence）を払ったと証明したこと（同 1 項）
、である。この点に関して重要なのは、
同条約の予備的草案361の段階から、
「善意」という用語の使用が控えられてきたことである
362。同条約は、各国法により様々である善意概念に関する定義問題を回避する代わりに、同

4 条 4 項において、
「正当な注意」という概念を用いた上で、その判断に当たって考慮され
るべき要素363を例示列挙している364。このように正当な注意の証明責任を占有者側に課す
同 7 項「この条約の適用上、
『公の収集品』とは、所蔵品目録が作成され、又はその他の
方法により特定された文化財の集合であって、次のいずれかの者によって所有されている
ものをいう。
（a）締約国
（b）締約国の地方当局又は地域当局
（c）締約国の宗教機関
（d）本質的も文化上、教育上又は科学上の目的のために設立された締約国の機関であっ
て、当該締約国において公益に奉仕するものとして承認されているもの。
」
359 同 4 項「もっとも、特定された記念物若しくは考古学的遺跡の不可分な一部を構成する
文化財又は公の収集品に属する文化財の回復の請求は、請求者が当該文化財の所在及びそ
の占有者を知った時から 3 年の出訴期間に服することを除き、いかなる出訴期間にも服さ
ない。
」
同 5 項「前項の規定にかかわらず、いずれの締約国も、請求が 75 年の出訴期間又は自国
の法令によって定めるこれより長い出訴期間に服する旨の宣言をすることができる。この
宣言をしている締約国の記念物、考古学的遺跡又は公の収集品から取り去られた文化財の
他の締約国における回復の請求は、宣言に係る出訴期間に服するものとする。」
同 6 項「前項に規定する宣言は、署名、批准、受諾、承認又は加入の際にしなければなら
ない。
」
360 「公平かつ合理的な補償」という用語を巡っては様々な議論があったものの（Prott, supra
note 18, pp. 41-42）
、その内容については、結局、明確な合意がないままに終わったとされる
（清水・前掲注 18）52 頁）
。
361 Preliminary Draft Convention on the Restitution of Cultural Property (drawn up by Mr Roland
Loewe in the light of the two studies prepared by Mme G. Reichelt), UNIDROIT 1988, Study LXX –
Doc. 3, available at <http://www.unidroit.org/english/documents/1988/study70/s-70-03-e.pdf>.
362 Explanatory Report, supra note 18, p. 516; Prott, supra note 18, p. 41.
363 規定の邦語訳は以下の通りである。
同 4 条 4 項「占有者が正当な注意を払ったかどうかを決定するに当たっては、当事者の
性質、支払われた価格、占有者が合理的に利用可能な盗取された文化財の登録簿若しくは合
理的に取得することができたであろうその他一切の情報若しくは文書を調査したかどうか、
占有者が利用可能な機関の意見を聴取したか又は合理的な者が当該状況の下でとったであ
ろうその他の措置をとったかどうかを含む、取得のすべての事情を考慮しなければならな
い。
」
364 Explanatory Report, supra note 18, p. 516; Prott, supra note 18, p. 41.
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ことは、善意の推定に基づき請求者側にそれを課す大陸法系諸国の善意取得制度ないし即
時取得制度365からの重要な逸脱であり、それ故に、盗取された文化財の取引に対する法的対
応の鍵であると説明されている366。
（4）第 2 に、二つ目の柱である「不法輸出文化財の返還」に関する規律について述べる。
同 5 条は、不法輸出文化財に関する要求国の返還請求権を認める。すなわち、同 5 条 1 項に
よれば、要求国は、他の締約国の裁判所等に対して、自国の領域から不法に輸出された文化
財の返還を要求することができる367。要求を受けた国の裁判所等は、①要求国からの文化財
の持ち去りが以下に挙げる一つ以上の利益を著しく害する（significantly impairs）こと、又
は、②当該文化財が要求国にとって著しい（significant）文化的重要性を有することを要求国
が証明した（establishes）場合には返還を命じなければならない（同 3 項）368。ここでいう
利益とは、
「
（a）当該文化財又はその文脈の物理的な保存、
（b）集合的な物件の完全性、
（c）
情報（例えば、科学的又は歴史的性格のもの）の保存、
（d）種族的又は土着的共同体による
当該文化財の伝統的な又は儀式的な使用」（同 3 項）、を指す。
同 5 条の「証明した（establishes）」という用語の選択は、一方で、
「宣言（declare）
」とい
う用語を好み、自動的返還を主張する側と、他方で、
「証明（prove）
」という用語を好み、要
求国の証明責任を要求する側と間での、妥協の産物であるとされる369。ここでも、輸出国・
原産国と輸入国・市場国との間での対立が窺える。また、返還請求の①と②の要件を巡って
も、一方で、輸入国・市場国側から、①と②を選択的要件とすることに反対意見があり、他
方で、輸出国・原産国側から、条約草案370で用いられた「顕著な（outstanding）」という文言
を②の要件から削除すべきであるという提案があったという371。最終的には、後者の輸出
国・原産国側の提案に有利となる形で、①と②が選択的要件とされた上で、
「顕著な」とい

すなわち、多くの大陸法系諸国では、取引の安全及び円滑の確保という観点から、物に
対する処分権限を有さない者（前主）との間での取引行為に基づき、その占有を開始した第
三者は、一般的に、前主に処分権限があったことにつき善意であると推定されることとなる
のである（例えば、我が国民法 186 条。See also, Wantuch-Thole, supra note 26, p. 218）
。また、
石田剛ほか『民法 II 物権』
（有斐閣、2015 年）93 頁以下も参照。なお、盗品・遺失物であ
る動産が第三者に譲渡された場合の各国実質法上の処理方法については、
本稿第 3 章第 1 節
一 2-1.参照。
366
Explanatory Report, supra note 18, p. 516; 清水・前掲注 18）51 頁。
367 ただし、返還請求は、要求国が当該文化財の所在と占有者を知った時から 3 年以内に、
又は輸出の日若しくは本来返還されるべきであった日から 50 年以内にしなければならない
（同 5 条 5 項）
。
368 なお、返還するための費用は、要求国の負担とされる（同 6 条 4 項）
。
369 Explanatory Report, supra note 18, p. 528.
370 Draft UNIDROIT Convention on the International Return of Stolen or Illegally Exported Cultural
Objects, as approved by the Unidroit Committee of Governmental Experts on the international
protection of cultural property on 8 October 1993, UNIDROIT 1994 Study LXX - Doc. 49, available
at <http://www.unidroit.org/english/documents/1994/study70/s-70-49-e.pdf>.
371 Prott, supra note 18, p. 60; 清水・前掲注 18）56 頁。
365
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う文言が「著しい（significant）
」という用語に置き換えられた372。なお、
「著しい文化的重要
性」の具体的内容については、各締約国の解釈に委ねられているとされる373。
同 6 条 1 項は、盗取された文化財の占有者と同様、不法輸出文化財の占有者が「公平かつ
合理的な（fair and reasonable）補償」を受ける権利を有することを定める。ただし、不法輸
出文化財の占有者は、盗取された文化財の占有者とは異なり（同 4 条 1 項参照）
、補償に関
して、
「正当な注意」を払ったことを証明する必要はないとされている点で、盗取された文
化財の占有者よりも厚い保護を受ける。すなわち、不法輸出文化財の占有者が公平かつ合理
的な補償を受けるための要件は、不法輸出の事実について知らなかったこと、かつ、合理的
に知り得べきであったとはいえないこと（同 1 項）
、という 2 つである。なお、上記 2 要件
を判断する際には、輸出許可証の有無を含む取得時の事情が考慮される（同 6 条 2 項）。
3. 学説上の議論
最後に、①ユニドロワ条約（1995 年）の問題点に関する学説上の議論をみた上で、②同
条約が国際民事紛争を通じた文化財の返還・回復の枠組みとして十分であるか否かについ
て評価を行いたい。
① ユニドロワ条約（1995 年）の問題点としては、主に以下の 4 点が挙げられる374。第 1
に、
「文化財」の定義（同 2 条）が曖昧かつ広範であるという点である375。Jayme は、アー
ト市場が存在する国々の多くが同条約の枠組みに参加していない主たる原因は、この文化
財の広範な定義にあることを指摘する376。既に指摘したように、我が国は、同条約の成立過
程において、特定の動産に文化財という特別な地位を与える以上その範囲が明確にされね
ばならないという考えから、対象となる文化財について指定を要件とすべき旨の主張を行
っていた377。このように、自国法上、一定の文化的価値を有する財産についても私有を認め
た上でその所有者による自由な処分権限を尊重する国からすれば378、特に不法輸出文化財
に関する同条約 5 条に基づき、私法上は有効な取得から何年も経た後にその返還を命じる
ことは、私人の法的地位を著しく不安定にするものであり認め難いものと映るだろう379。
第 2 に、盗取された文化財の回復に伴う補償に関して、占有者に対して高い注意義務を要

Prott, ibid; 清水・同上。
Prott, ibid.
374 ここで挙げるものの他、see Wantuch-Thole, supra note 26, pp. 216-219.
375 See Wantuch-Thole, id. p. 216; Forrest, supra note 219, p. 218. 文化財の定義に異議を唱える
国として、オーストリア、ドイツ、日本が挙げられる。See Marina Schneider, The Unidroit
Convention on Cultural Property: State of Play and Prospects for the Future, NS 2 Uniform Law
Review 494 (1997), p. 502.
376 Erik Jayme, Globalization in Art Law: Clash of Interests and International Tendencies, 38
Vanderbilt Journal of Transnational Law 927 (2005), p. 941.
377 清水・前掲注 18）46 頁。
378 第 2 章第 1 節二及び三参照。
379 清水・前掲注 18）68 頁。
372
373
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求する点が挙げられる（同 4 条 1 項参照）380。具体的には、「正当な注意」に関する証明責
任の転換が挙げられる。既に触れたように、この点は同条約の要であり、取引の対象となる
物の原産地（origin 又は provenance）に関する高い注意・調査義務を、アート市場の参加者
に課すことが国際的な文化財の不正取引を撲滅へと向けた最も効果的な方策である381、と
いう起草者の考えを反映している。だが、このように需要サイドの規制382を重視することは、
当然のことながら需要サイドであるアート市場参加者から激しい批判を浴び383、イギリス
のように巨大アート市場が存在する国による同条約の締結を妨げる要因ともなっている 384。
第 3 に、同条約上、不法に発掘された文化財又は合法的な発掘後に不法に保有されている
文化財についても、
「盗取された文化財」とみなされる点（同 3 条 2 項）に批判がある。同
条 2 項については、盗掘がなされた地の法上、輸出規制にかかる文化財は不法輸出文化財の
返還に関する同 5 条 1 項・3 項の対象となるため、条文として不要である点や、
「不法に保
有されている文化財」の概念が曖昧である点に批判がある385。加えて、同規定を激しく批判
する Merryman は、例えば、合法的に発掘された後に記録された文化財につき、仮に不法輸
出文化財の返還に関する同 5 条 3 項の下では返還義務が生じないとしても386、盗掘がなさ
れた地の法上、当該国に発掘物の所有権が自動的に付与される限りにおいて、盗取された文
化財の回復に関する同 3 条 1 項の自動的な回復義務の対象となる点を問題視する387。とい
うのも、Merryman によれば、そうすることで、同 3 条 2 項は産出国側の国家の「裸の保持
主義（naked retentionism）」を認めることとなるからである388。
第 4 に、以上挙げた輸入国・市場国側からの批判の他にも、産出国といわれる国の側から
は、むしろ同条約が遡及効を認めていない点が不十分であるとして批判される389。例えば、
産出国であるものの同条約を批准していないギリシャが、この問題点を指摘している390。
第 5 に、同条約を批准しない理由として、既に同等ないしそれ以上の内容を有する国内法が
存在することも挙げられる。例えば、最大の市場国であるアメリカは、より洗練された国内
法制度が既に存在することや、二国間条約の枠組みに多く依拠していること等から、同条約

See, e.g., Forrest, supra note 219, pp. 218-219; Taşdelen, supra note 307, p. 128; Wantuch-Thole,
supra note 26, p. 218.
381 See, e.g., Explanatory Report, supra note 18, p. 516.
382 Forrest, supra note 219, p. 219.
383 See Wantuch-Thole, supra note 26, p. 218; Forrest, id.pp. 218-219; Taşdelen, supra note 307, p.
128.
384 Schneider, supra note 375, p. 502.
385 これらは、輸入国・市場国側から削除提案がなされた理由である（清水・前掲注 18）48
頁参照）
。
386 同 5 条 3 項の要件（前掲注 368）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照）が充さ
れない場面を想定するものと解される。
387 John H. Merryman, The UNIDROIT Convention: Three Significant Departures from the Urtext, 5
International Journal of Cultural Property 11 (1996), p. 14.
388 Id. p. 15.
389 Taşdelen, supra note 307, p. 129; Roodt, supra note 26, p. 132.
390 Schneider, supra note 375, p. 502.
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への参加に積極的な意義を見出していないとされる391。
② では、ユニドロワ条約（1995 年）は、どのように評価されるべきであろうか。本節二
の冒頭でも述べたように、同条約の締約国は 40 カ国であり（2017 年 8 月現在）、採択後約
20 年経った現在でもその数は微増しているものの392、未だに輸入国・市場国といわれる国々
のほとんどが加わっていない393。この点から、学説上は、一方では、同条約の重要な功績と
して、文化財の取得に関する注意義務の引き上げという、古美術品・美術品市場参加者の慣
行への倫理的影響や彼らの意識改革という点が挙げられている394。だが、他方で、一般に、
同条約は締約国数が少ないこと、とりわけ主要な輸入国・市場国が締約国に含まれていない
点で、盗取された文化財の回復及び不法に輸出された文化財の返還の実現にとって満足の
いく枠組みとはいえないと評価されている395。
このように、ユニドロワ条約（1995 年）は、ユネスコ条約（1970 年）とは異なり、もっ
ぱら輸入国・市場国となる国々の裁判所での適用を想定する枠組みであるにもかかわらず、
かかる国々から支持を得られていない点で、国際的な文化財の不正取引に対する枠組みと
しては、現在のところ、十分に機能していないと言わざるを得ないだろう396。
4. 小括
以上、
「盗取された又は不法に輸出された文化財の返還に関するユニドロワ条約」
（1995 年）
を取り上げ、その成立の背景や構造、学説上の議論を確認した。同条約は、各国で様々であ
る私法上の問題に踏み込んだこともあり、現在のところ輸入国・市場国側からほとんど支持
を得られていない点で、盗取ないし不法に輸出された文化財の返還という目的との関係で
十分に機能していないというのがここでの結論である。
ところで、同条約に関して最も注目されるべきは、次の点である。すなわち、盗取ないし

Id. pp. 502-504. カナダも同様の立場であるといわれる。See David A. Walden, Working
‘Without UNIDROIT’: Canadian Perspective, 7 Art, Antiquity and Law 55 (2002).
392 例えば、ヨーロッパの国では、2011 年にスウェーデン、デンマークが批准している（前
掲注 333）参照）
。
393 ヨーロッパの締約国については、前掲注 333）参照。
394 Prott, supra note 18, p. 87; Marina Schneider, Protection and Return of Cultural Objects: The
Interplay of Law and Ethics, in Lyndel V. Prott et al (eds.), Realising Cultural Heritage Law:
Festschrift Patrick O’Keefe (Institute of Art and Law, 2013), p. 121-132. See also, Stamatoudi, supra
note 307, p. 111; Forrest, supra note 219, p. 219; Manlio Frigo, The Impact of the UNIDROIT
Convention on International Case Law and Practice: an Appraisal, 20 Uniform Law Review 626 (2015).
395 See, e.g., Wantuch-Thole, supra note 26, p. 219. これに対して、ユネスコ条約（1970 年）も
徐々に締約国数を伸ばしてきたことから、ユニドロワ条約（1995 年）に関しても、現時点
での締約国数の点をとってそれを失敗と判断するのは時期尚早であるとするものとして、
Lyndel V. Prott, The UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects – Ten
Years on, Uniform Law Review 215 (2009), pp. 229-233.
396 なお、同条約に基づき実際に回復請求や返還請求がなされた事例は報告されていないと
いう（文化財法を専門とするユニドロワの上級研究員 Marina Schneider 氏への本稿の筆者に
よるインタビュー〔2016 年 3 月 18 日実施〕に基づく）。
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不法に輸出された文化財の返還に伴う補償に関して、文化財の占有者（取得者）側にその取
得に関する「正当な注意」の証明責任を課している点である（同 4 条、6 条）。このように
市場参加者の側に負担を強いる処理方法は、善意推定を前提とする大陸法系諸国の法制度
とは異なる。このような処理方法がどのような市場理解に基づいて提唱されたのかという
点が重要である。この点については、第 I 部全体の議論を踏まえた上で、第 I 部の最後にお
いて明確化する。
三

ユネスコ及びユニドロワのモデル条項（2011 年）

（1）これまで本節では、盗取された文化財や不法に輸出された文化財を元の所有者や元
の所在地国へと戻すことを促す 2 つの条約の構造や問題点を概観してきた。
これに対して、
以下では、条約という形式ではないものの、国際的な文化財の不正取引の防止へと向けた国
際的な文書形成の動きとして、ユネスコ及びユニドロワにより作成された、発掘された文化
財の国家所有権に関するモデル法を概観する。これは、ユネスコ及びユニドロワの共同イニ
シアチブとして設立された「文化遺産の国家所有権に関する専門部会（Expert Committee on
State Ownership of Cultural Heritage）
」が作成した「未発見文化財の国家所有権に関するモデ
ル条項（Model Provisions on State Ownership of Undiscovered Cultural Objects）
」
（2011 年。以
下、
「モデル条項」という）397である。モデル条項は法的拘束力を有しないが、盗掘された
文化財の返還請求の成功を促進することを主たる目的とし、未発見文化財に関する国家所
有権を定める国内法の制定ないし改正を試みる各国立法者の参照に供するものとして作成
された398。
以下では、国境を越えた文化財の不正取引の問題に関する近時の国際レベルでの議論動
向の確認という観点から、モデル条項が作成されるに至った経緯（1.）、及び、各条項の内容
（2.）についてみていくことにする。
1. モデル規則の作成に至る経緯
（1）モデル条項が作成される直接の契機となったのは、2008 年に韓国・ソウルで開催さ
れた「文化財の原産国への返還及び不正流出の場合における回復を促進する政府間委員会
（Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of
Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation）
」399の臨時会議（Extraordinary Session）

397

Explanatory Report with model provisions and explanatory guidelines, available at
<http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/model-provisions>; Manlio Frigo, Model
Provisions on State Ownership of Undiscovered Cultural Objects, 16 Uniform Law Review 1024
(2011).
398 Explanatory Report, id.
399 同政府間委員会は、地理的バランスを考慮しつつ、締約国の中から選挙によって選ばれ
る 22 カ国のメンバーから構成されるものであり、メンバーの任期は 4 年で 2 年ごとに半数
が 改 選 さ れ る 。 See <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution-of-culturalproperty/intergovernmental-committee/>.
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においてである400。同会議では、とりわけ輸出国・原産国について何らの目録や登録がなさ
れていない考古学的遺物の返還が外国裁判所において求められた場合に、輸出国・原産国の
立法が非常に曖昧であることが返還請求の妨げとなっている点が問題視された401。そこで、
産出国を中心とする各国が発掘文化財に対する自らの所有権を保障するために、十分に明
確な法原則を備えることを目指し、そのモデルとなる条項を作成するという提案がなされ
たのである402。
その後、政府間委員会第 15 回会議（2009 年）を経た政府間委員会第 16 回会議（2010 年）
において、同委員会は、ユネスコとユニドロワが文化財の国家所有権に関するモデル条項を
作成するために、個人資格の専門家から成る専門部会を立ち上げることを促進する旨の勧
告を正式に採択した403。これを受けて、9 人の専門家から成る「文化遺産の国家所有権に関
する専門部会」による議論を経て、未発見文化財の国家所有権に関するモデル条項が作成さ
れた。最終的には、政府間委員会第 17 回会議（2011 年）おいて、同委員会によりモデル条
項の完成をテイクノートする旨の勧告が採択された404。
（2）ところで、外国裁判所における返還請求の成功を促すことを目指すのであれば、そ
れは輸出国・原産国側の国内立法の問題ではなく、むしろ輸入国・市場国側からの輸出国・
原産国側への国家間協力の問題であることから、国家間合意という形での促進を図るべき
であるという反論が当然考えられる405。だが、本節においてみてきたように、実際上、この
ような返還請求を直接の対象とするユニドロワ条約（1995 年）は、十分な国際的承認を得
ていない406。このような中、第 3 章において詳しく述べるように、上述した政府間委員会臨
時会議が開催される前年の 2007 年、イギリスにおいて、第 1 審裁判所の判断を覆し、イラ
ンにおいて盗掘された文化財に対する同国の文化財不正流通規制上のイランの国家所有権
を認めるという判決407が下されたのである。
重要な輸入国・市場国であるイギリスの裁判所において外国の国家所有権の承認に好意
的な判決が下されたことが、外国での執行の局面を念頭に置く国家所有権に関するモデル
条項の策定へと向けた動きを後押ししたことは、容易に想像がつくだろう408。この点に関し
て、モデル条項の Explanatory Report では、文化財取引に従事する外国人さらには不正に発
掘ないし発見されたと主張される文化財の返還が求められる外国裁判所にとって、明確で

以下の経緯につき、see Explanatory Report, supra note 397; Frigo, supra note 397.
Explanatory Report, id; Frigo, id. pp 1028-1030.
402 Id.
403 See <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001896/189639E.pdf>. Explanatory Report, supra
note 397.
404
See
<http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution-of-culturalproperty/sessions/previous-sessions/>.
405 Frigo, supra note 397, p. 1030.
406 Ibid.
407 Government of the Islamic Republic of Iran v. The Barakat Galleries Ltd [2007] EWCA 1374. 同
判決については、第3章第1節二において後述する。
408 See Frigo, supra note 397, pp. 1030-1032.
400
401
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理解可能な国内立法の形成を産出国側に促すことが、モデル条項の目的の一つであるとさ
れている409。
2. モデル規則の構造
次に、未発見文化財の国家所有権に関するモデル条項の内容について述べる。モデル条項
は 6 つの条項から成るが、未発見文化財の保護に関する国家の一般的義務に関する第 1 条
項410、及び、ユネスコ条約（1970 年）及びユニドロワ条約（1995 年）に沿った文化財の一
般的定義を再述する第 2 条項411のほか、同条項において中心となる条項は、以下の 4 つの
条項である。
まず、国家所有権に関する第 3 条項が重要となる。第 3 条項は、
「未発見文化財は、既に
存在する所有権（prior existing ownership）が存在しない限り、国家により所有される（owned
by the State）
」とする。同条項は、第 1 章第 1 節一で紹介した発掘物に関する国家所有権の
包括的な付与立法（いわゆる blanket legislation 又は umbrella statute）を最も明確に単純化し
たものであるとされる412。同条項における国家所有権は、自国領域内で発見された文化財に
関して、国家の機関や代表が「遺産の保護者（cusodian of the heritage）
」としての役割を果た
すことを認めるものであるとされる413。
次に、残りの第 4 条項、第 5 条項、第 6 条項は、未発見文化財に対する国家所有権の原則
（第 3 条項）に反して発掘されたり又は保持されたりしている文化財について、その返還を
促すことを目的とする条項である414。
第 1 に、第 4 条項は、
「法に反して発掘された文化財や合法的に発掘されたが不法に保持
されている文化財は、盗難物（stolen objects）としてみなされる」とする。同条項は、盗掘
された又は合法的に発掘されたが不法に保持される文化財を「盗難文化財」として扱うユニ
ドロワ条約（1995 年）3 条 2 項415にならうものである。このように間接的にユニドロワ条約
（1995 年）参照する意図は、モデル条項が同条約の批准を促すものであることにある416。
さらに、このような発掘物を「盗取された（stolen）」とみなすことは、かかる文化財の取引

See Explanatory Report, supra note 397, Status of the Model Provisions. そこでは、刑事訴訟
において外国の文化財不正流通規制上の国家所有権の有無が問題となったアメリカ裁判所
の判例（United States v. McClain, 593 F.2d 658 (5th Cir. 1979)）が引用される。この点について
は、後掲注 775）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
410 Provision 1. General Duty “The State shall take all necessary and appropriate measures to protect
undiscovered cultural objects and to preserve them for present and future generations.”
411 Provision 2. Definition “Undiscovered cultural objects include objects which, consistently with
national law, are of importance for archaeology, prehistory, history, literature, art or science and are
located in the soil or underwater.”
412 Explanatory Report, supra note 397.
413 Id.
414 See Wantuch-Thole, supra note 26, p. 224.
415 第 3 章第 1 節二参照。
416 Explanatory Report, supra note 397.
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行為を処罰するイギリスの刑事法（2003 年）417のような外国刑事法418の適用対象となると
いう利点があるとされる419。
第 2 に、
「国際的執行」と題する第 6 条項は、同 4 条項の内容に、
「回復及び返還を確実に
する目的のために」という文言が加えられたものである。このように、ほぼ同趣旨の条項が
置かれている点に、モデル条項が盗難物の返還を促すことを主たる目的とすることが窺え
るであろう420。
第 3 に、不融通性（inalienability）と題する第 5 条項は、以下のように第 4 条項を私法面
で補足する421。すなわち、
「第 4 条項の下で盗取されたものとみなされる文化財の所有権の
移転は、当該移転者が移転時点において当該財の有効な権原を有していたことが立証され
ない限り、無効（null and void）である」
。これは、売買や寄付、相続などを理由とする盗難
文化財の所有権移転の効果を無効とするものである422。とはいえ、不融通性に関する法的効
果の国際的な承認は限定的であることから423、モデル条項の Explanatory Report が明確に述
べるように、不法に発掘されたか又は不法に保持される盗難文化財が外国へと持ち出され
た場合にその所有権の移転の無効という効果が外国においても認められるかどうかは、当
該外国自身が第 5 条項と同種の規定を有しているか否かによるところが大きいとされる424。
3. 学説上の若干の議論 －小括として
学説上、以上述べた未発見文化財の国家所有権に関するモデル条項は、Merryman がいう
文化国家主義と文化国際主義（自由市場主義）425のいずれか一方に明確に与することなく426、
非拘束的で簡潔なモデル法という形式を用いつつ、不法に発掘ないし保持される文化財に
限定した国家所有権に関する法原則を提案する点で、文化財の不正取引の撲滅へと向けた
画期的で洗練された試みであると評価されている427。しかし、一方で、モデル条項の価値は
同条項が各国国内法においてどのように取り込まれるかによるところが大きく428、他方で、
返還請求を促進するものとなるか否かは、各条項が定める効果が外国裁判所において承認
されるか否かによることとなる429。また、モデル条項は、私法上の善意取得や時効取得、さ
前掲注 296）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
代表的には、後述するアメリカの刑事法規である「連邦盗品法（The National Stolen
Property Act）
」
（1948 年）が挙げられる。同法及び同法に関する裁判例については、後掲注
775）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
419 Explanatory Report, supra note 397.
420 See Wantuch-Thole, supra note 26, p. 224.
421 Explanatory Report, supra note 397.
422 Id.
423 第 3 章第 1 節一 1.参照。
424 Id.
425 前掲注 312）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
426 Frigo, supra note 397, p. 1034.
427 See Wantuch-Thole, supra note 26, p. 225.
428 Ibid.
429 Ibid.
417
418
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らには取得の際の正当な注意に関する問題を扱ってない430。そのため、例えば、O 国が所有
権を有する発掘文化財が国外に持ち出された後に A 国で取引された場合には、抵触法上の
伝統的な準拠法選択規則431に従い、その所有権移転の可否について A 国法が適用されるた
め、同国法上、第三者への有効な所有権移転が認められるという事態が考えられる432。モデ
ル条項は、ユニドロワ条約（1995 年）の締結を促すという目的の下、この問題の解決を同
条約に委ねているのである433。
このように、モデル条項は、モデル法という性質や私法上の問題を正面から扱ってない点
で、国際的な文化財の不正取引の防止及び返還請求の促進という観点からは十分ではない。
だが、外国の文化財不正流通規制上の発掘物に対する国家所有権の効果を承認する国内裁
判例の動向434を受け、外国裁判所における返還請求を促す方法としてモデル条項が作成さ
れることとなったという経緯に鑑みれば、国際平面では、発掘物に関する国家所有権の包括
的な付与立法の効果が他国でも認められるべきである、という方向で議論が進んでいるこ
とが見て取れる。
第 2 節 EU における枠組み
本節では、地域レベルでの枠組みとして、国境を越えた文化財の不正取引の問題について
最も発展した枠組み作りが行われてきた EU（欧州連合）435の法的枠組みを取り上げ、その
内容、及び、EU における議論を概観する436。ここでは、国境を越えた文化財の不正取引の
問題に関して最も発展した地域的枠組みを有する EU において、従来どのような議論が行わ
れてきたのか、及び、近時どのような動向があるのか、という点について確認する。
以下では、文化財の不正取引に関して最も重要となる 2 つの EU 法について述べる前に、
EU における文化財に関する法的枠組み形成の前提ないし背景について簡単に確認する。
一

背景

EU における文化財に関する法的枠組み作りは、1993 年 1 月 1 日の EU 域内統一市場の導
430

Id.
第 3 章第 1 節一参照。
432 See Norman Palmar, Fetters and Stumbling Blocks: ImpedimLents to the Recovery and Return of
Unlawfully Removed Cutlural Objects, in Lyndel V. Prott et al (eds.), Realising Cultural Heritage
Law: Festschrift for Patrick O’Keefe (Institute of Art and Law, 2013), p. 97, pp. 106-107.
433 Explanatory Report, supra note 397.
434 第 3 章第 1 節二参照。
435 EU は、
「欧州連合条約（Treaty on Europena Union, TEU）」
（1992 年 2 月 27 日調印、1993
年 11 月 1 日発効。通称、
「マーストリヒト条約」）により設立された。中野優美子『EU 法』
（新世社、2012 年）7 頁参照。
436 EU における文化財に関する法制度の包括的分析として、Stamatoudi, supra note 307, pp.
112-157 がある。See also, Barbara T. Hoffman, European Union Legislation Pertaining to Cultural
Goods, in Barbara T. Hoffman (ed.), Art and Cultural Heritage: Law, Policy and Practice (Cambridge,
2006), p. 191; Jürgen Baseow et al (eds.), Encyclopedia of Private International Law, Volume I
(Edwerd Elgar, 2017), p. 198 [Mattias Weller].
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入に始まる437。その背景は、以下の通りである。すなわち、域内統一市場の完成に伴い域内
での税関コントロールが撤廃されることで、EU 加盟国による域内での文化財不正流通規制
に基づく輸出規制が実効性を失うこととなった438。しかし、加盟国の中でも、文化財が多く
所在する産出国側の国々は、事実上 EU 域内の国境が消滅することにより、他の加盟国、さ
らには、EU 加盟国以外の第三国へと、自国文化財が流出することを懸念した439。そこで、
EU 域内における文化財の自由移動を規制するための枠組み作りが必要となったのである440。
なお、本稿では詳しく紹介しないが、EU では「EU の機能に関する条約（Treaty on the
Functioning of the European Union, TFEU）
」441の第 36 条（EEC 条約44236 条）443において、
「芸
術的、歴史的又は考古学的価値のある国宝（national treasures）の保護」を理由とする輸出等
の制限行為が正当化されているため444、各加盟国には自国の「国宝」の輸出等を制限する権
限が認められている。
以上述べたような背景から誕生したのが、以下の 2 つの重要な EU 派生法である。すなわ
ち、1992 年の「文化財の輸出に関する規則（No. 3911/92）」
（以下、
「EU 規則（No. 3911/92）
」
という）445、及び、1993 年の「EC 構成国から不法に持ち出された文化財の返還について定
める指令（93/7/EEC）
」（以下、
「EU 指令（93/7/EEC）
」という）446である。前者の EU 規則
が EU 加盟国から域外である第三国への文化財の輸出に関する規制であるのに対して、後者
の EU 指令は、EU 加盟国の文化財不正流通規制に反して他の加盟国へと持ち出された文化
財の返還に関する枠組みである。前者は、本稿第 1 章第 3 節の各国国内法上の輸出に関す

437

Kurt G. Siehr, The Protection of Cultural Heritage and International Commerce, 6 International
Journal of Cultural Property 394 (1997), pp. 312-313. なお、域内市場（internal market）という
概念は、1957 年 3 月 25 日にイタリア・ローマで調印された「欧州経済共同体を設立する条
約（Treaty establishing the European Economic Community〔298 U.N.T.S.〕
）
」
（別名：ローマ条
約、EEC 条約）の一部を改正する 1986 年の「単一欧州議定書（Single European Act, SEA）
」
において導入された。同議定書では、1992 年末までに域内市場を完成させることが目標と
して掲げられていた。中野・前掲注 435）4-6 頁参照。
438 河野・前掲注 21）699 頁参照。
439 See Siehr, supra note 437, pp. 312-313.
440 Ibid.
441 TFEU, 9 May 2008, OJ C 115/47.
442 前掲注 437）参照。
443 Article 36 “The provisions of Articles 34 and 35 shall not preclude prohibitions or restrictions on
imports, exports or goods in transit justified on grounds of ……the protection of national treasures
possessing artistic, historic or archaeological value……Such prohibitions or restrictions shall not,
however, constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between
Member States.” また、前掲注 154）も参照。
444 同 36 条に関する議論については、see, e.g., Stamatoudi, supra note 307, pp. 112-126; Roodt,
supra note 26, pp. 135-140.
445 Council Regulation (EEC) No. 3911/92 of 9 December 1992 on the export of cultural goods, OJ L
395, available at < http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31992R3911>.
446 Council Directive (EEC) 93/7 of 15 March 1993 on the return of cultural objects unlawfully
removed from the terriory of a member state, OJ L 74/74, available at <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=celex:31993L0007>.
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る規則に対応しており、後者は、ユニドロワ条約（1995 年）に対応しているといえる。な
お、前者の EU 規則（No. 3911/92）は、数次の改正を受け、現在は 2008 年に採択された EU
規則（No. 116/2009）447により置き換えられており、後者の EU 指令（93/7/EEC）も、2014
年に採択された EU 指令（2014/60/EU）448により置き換えられている。本節では、それぞれ
改正前と改正後の法をあわせて、前者については「EU 規則」、後者については「EU 指令」
と呼ぶこととする。
以下では、EU 規則（二）
、EU 指令（三）の順に、両派生法の構造について確認した上で、
関連する学説上の議論について概観する。
二

EU 規則

まず、EU としての文化財の輸出規制に関する法である「文化財の輸出に関する規則」の
内容を確認する。EU 加盟国の間であっても輸出規制の様態や対象となる文化財の範囲は各
国毎に様々であるため、統一市場である EU として域外への輸出規制をいかに行うかが問題
となる。既に述べたように、EU 規則（No.3911/92）は数次の改正を受け、現在では、改正
箇所を統合した上で用語の統一等を施した EU 規則（No. 116/2009）が効力を有している449。
以下では、改正前の規則にも触れつつ、EU 規則（No. 116/2009）の中心的な規定内容を確
認した上で（1.）
、学説上の若干の議論について言及する（2．
）
。
1. 中心的な規定内容
第 1 に、EU 規則（No. 116/2009）において中心となる規定として、同 2 条が挙げられる。
同条によれば、後述する同規則付属書 I にリストアップされる文化財（cultural goods）は、
加盟国の権限ある当局によって発行される有効な輸出許可証が伴わない限り、EU 域内から
域外への輸出が禁止される（同 2 条 1 項）
。輸出許可証は、
（a）1993 年 1 月 1 日の時点で文
化財が合法的かつ最終的に所在する加盟国の権限ある当局、又は、
（b）上記日付以降に、①
他の締約国からの合法的かつ最終的な発送、②第 3 国からの輸入、もしくは、③加盟国から
第 3 国への合法的な発送後の第 3 国からの再輸入により、それが所在する加盟国の権限あ
る当局により発行される（同 2 条 2 項）
。
第 2 に、輸出許可の発行を求められた権限ある当局は、問題となる文化財が関係加盟国に
447

Council Regulation (EC) No. 116/2009 of 18 December 2008 on the export of cultural goods, OJ
L 39/1 (2009), available at
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0116>.
448 Council Directive (EU) 2014/60 of 15 May 2014 on the return of cultural objects unlawfully
removed from the terriory of a member state, OJ L 159, available at <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0060>.
449 この点に関して、see Report from The Commission to the European Parliament, the Council and
the European ECONOMIC and Social Committee on the implementation of Council Regulation (EC)
No 116/2009 of 18 December 2008 on the export of cultural goods1 January 2000 - 31 December
2010, Brussels, 27.6.2011, COM (2011) 382 final, available at <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:52011DC0382>.
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おいて芸術的、歴史的、又は考古学的価値を有する国宝（national treasures）の保護に関する
立法の対象となる場合、輸出許可の発行を拒否することができる（同条 2 項第 3 文）
。この
ように輸出許可の発行を拒否する権利が加盟国に与えられたのは、同規則が加盟国の文化
財保護政策に反する形で輸出規制を行おうとするものではないからであるとされる 450。こ
れは、同規則が、各加盟国の文化財保護政策とは独立した EU 固有の文化財保護政策を追求
するものではないことを意味する451。欧州委員会の報告書によると、2000 年 1 月 1 日から
2010 年 12 月 31 日の間に、全体の 0.3％にあたる 638 件の輸出許可が拒否されている452。輸
出不許可の主な理由は、申請書類の不備や問題となる文化財が加盟国の国宝に該当するこ
とであるという453。
第 3 に、1996 年改正により、上記の輸出許可制度に対する例外が導入されている454。す
なわち、同 2 条 2 項第 1 文によれば、加盟国は、地中又は海中において発掘ないし発見され
た物又は考古学的遺跡の一部であって、100 年以上経過した考古学的物件（付属書 I、A.1 類
型の第 1 及び第 2）については、それが限定的な考古学的又は科学的利益しか有していない
場合、輸出許可を求めなくてもよいとされる。ただし、問題となる文化財が、加盟国内にお
いて、直接的に発掘、発見、若しくは考古学的遺跡から引き剥がされた物ではなく、その市
場での取引が合法的である物であることが条件となる（同 2 条 2 項第 1 文但書）
。この例外
は、限られた重要性しか有さない物件を輸出許可制度の対象から除外することで、輸出許可
制度に関わる手続的負担を緩和すべく導入されたものであるという455。
第 4 に、輸出許可制度において最も問題となるのが、その規制対象となる「文化財」の具
体的内容である。この点に関して、EU 規則（No. 116/2009）は、加盟国毎に様々である「文
化財」という概念の定義を行う代わりに、付属書 I において、年代及び金銭的価値に着目し
たリスト制を用いている。同付属書 I では、15 個の類型456が挙げられており、各類型に該当
450

Id. p, 229.
Id. pp. 230-231.
452 Report, supra note 449, p. 7, 20.
453 Id. p. 7.
454 Council Regulation (EC) No. 2469/96, OJ L 335, 24.12.1996, p. 9.
455 See Wantuch-Thole, supra note 26, p. 164.
456 15 の類型は以下である。
“1. Archaeological objects more than 100 years old which are the products of - excavations and
finds on land or under water, - archaeological sites, - archaeological collections
2. Elements forming an integral part of artistic, historical or religious monuments which have been
dismembered, of an age exceeding 100 years
3. Pictures and paintings, other than those included in categories 4 or 5, executed entirely by hand
in any medium and on any material
4. Watercolours, gouaches and pastels executed entirely by hand on any material
5. Mosaics in any material executed entirely by hand, other than those falling in categories 1 or 2,
and drawings in any medium executed entirely by hand on any material
6. Original engravings, prints, serigraphs and lithographs with their respective plates and original
posters
7. Original sculptures or statuary and copies produced by the same process as the original, other
than those in category 1
451
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する文化財は、対応する金銭的価値（5 段階）457を超える場合に輸出許可制度の対象となる。
例えば、100 年以上経った芸術的、歴史的又は宗教的遺跡の不可欠な部分をなし、かつ、そ
こから分離したもの（付属書 I、A-2）については、その金銭的価値を問わず同規則の規制対
象となる一方で、写真や絵画（付属書 I、A-3）は、その金銭的価値が 15 万ユーロ（約 2000
万円）を超えるものでなければ同規則の規制対象とはならないため、その輸出に際し同規制
上の輸出許可は不要となる。
2. 学説上の若干の議論 －小括として
以上のように、文化財の輸出に関する規則 EU 規則は、対象となる加盟国の文化財の域外
への輸出につき、EU としての輸出許可制度を設けることにより、域内自由市場を悪用した
文化財の不法輸出を規制すると共に、EU 加盟国から非 EU 諸国への文化財の輸出に関して、
EU としての統一的な基準を設定する458。
学説上、同規則による輸出許可制度の問題点としては、文化財に関する専門的知見を有し
ていない税関当局による執行の面での困難が指摘されている459。これに関連して、加盟国の
税関当局間では同規則の執行能力に違いがあること等もあり、同規則のより適切な執行へ
と向けて、加盟国間での密な情報交換・共有が重要であるといわれている460。また、一部の
学説は、同 2 条 2 項（b）において、由来国以外の加盟国461に輸出許可を下す権限が付与さ
れる点には、以下のような問題があると主張する462。すなわち、加盟国 O 国の文化財不正
流通規制の保護を受ける文化財が、加盟国 A 国へと合法的に移された上で、
「輸出天国」で
8. Photographs, films and negatives thereof
9. Incunabula and manuscripts, including maps and musical scores, singly or in collections
10. Books more than 100 years old, singly or in collections
11. Printed maps more than 200 years old
12. Archives, and any elements thereof, of any kind or any medium which are more than 50 years
old
13. (a) Collections and specimens from zoological, botanical, mineralogical or anatomical
collections; (b) Collections of historical, palaeontological, ethnographic or numismatic interest
14. Means of transport more than 75 years old
15. Any other antique items not included in categories A.1 to A.14: (a) between 50 and 100 years
old: toys, games; glassware; articles of goldsmiths’ or silversmiths’ wares; furniture; optical,
photographic or cinematographic apparatus; musical instruments; clocks and watches and parts
thereof; articles of wood; pottery; tapestries; carpets; wallpaper; arms; (b) more than 100 years old.”
457
すなわち、①金銭的価値を問わない（1, 2, 9, 12）、②15000 ユーロ以上で 30000 ユーロを
超えない価値（5, 6, 8, 11）
、③30000 ユーロ以上で 50000 ユーロを超えない価値（4）、④50000
ユーロ以上で 150000 ユーロを越えない価値（7, 10, 13, 14, 15）
、⑤150000 ユーロ以上（3）
、
である。なお、
（）内の数字は、前掲注 456）に挙げた 15 の類型の番号を指す。
458 Wantuch-Thole, supra note 26, p. 164.
459 Id. pp. 164-165
460 Roodt, supra note 26, p. 143. See also, Report, supra note 449, p. 9.
461 すなわち、1993 年 1 月 1 日以降に、①他の締約国からの合法的かつ最終的な発送、②第
3 国からの輸入、もしくは、③加盟国から第 3 国への合法的な発送後の第 3 国からの再輸入
により、それが所在する加盟国の権限ある当局である。
462 Stamatoudi, supra note 307, p p. 139-140.
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ある A 国の比較的容易な輸出許可制度の運用を通じて、域外へと流出することがあり得る
ことへの懸念が示されているのである463。
三

EU 指令

次に、EC 構成国から不法に持ち出された文化財の返還について定める EU 指令について
概観する。域外への不法輸出の問題に対応する上述した EU 規則とは異なり、同指令は、あ
る加盟国から他の加盟国へと不法に移転させられた文化財について、加盟国間での協力や
その返還に関する規則を定める。同指令は、不法に持ち出された文化財の返還について定め
る点で、第 2 節二において述べたユニドロワ条約（1995 年）の 2 つの柱の内のひとつ、す
なわち不法輸出文化財の返還に関する枠組みと同様の機能を EU 域内において果たすもの
である464。後述するように、EU 指令（93/7/EEC）は実効性を欠き不十分であるとして、2014
年に EU 指令（2014/60/EU）により置き換えられている465。
以下では、EU 指令（93/7/EEC）の中心的な規定について確認した上で（1.）
、改正法であ
る EU 指令（2014/60/EU）による改正の経緯や改正点について確認する（2.）
。最後に、関連
する学説上の議論について触れることとする（3．
）
。
1. 中心的な規定内容
第 1 に、EU 指令（93/7/EEC）における「文化財（cultural objects）
」の定義を確認する。同
指令上、
「文化財」とは、①不法な持出しの前に又は後に、EEC 条約 36 条（現行「EU の機
能に関する条約」36 条）466の意味における「美術的、歴史的又は考古学的な価値を有する
国宝」に分類されたものであり、かつ、②同指令の付属書に掲げられた類型467のいずれかに
含まれるか、又は含まれないものの公の収蔵品若しくは教会機関の目録の不可欠な部分を
なすものをいう（同 1 条 1 項）468。後述するように、2014 年の EU 指令（2014/60/EU）によ
る改正で、②の要件に基づく年代及び価格による制限469は廃止された
（EU 指令（2014/60/EU）
2 条 1 項）
。そのため、現在では、EU の機能に関する条約 36 条の意味における国宝に該当
463

Id. p. 140.
というのも、ユニドロワ条約（1995 年）と EU 指令（93/7/EEC）は、同時期に、相互に
関連しつつ議論される中で形成されたのである。両条約の関係や比較に関しては、Kurt G.
Siehr, The Protection of Cultural Property: UNIDROIT Convention and EEC Instruments of 1992/93
Compared, 3 Uniform Law Review 677 (1998); Jean-Sylvestre Bergé, La Convention d’Unidroit sur
le biens culturels: remarques sur la dynamique des sources en droit international, 2 Journal du droit
international 215 (2000); Marie Cornu, Recasting Restitution: Internactions between EU and
International Law, 20 Uniform Law Review 637 (2015) 参照。
465 See Cornu, id. p. 638. See also, Marie Cornu & Manrio Frigo, Nouvelle directive 2014/60/UE en
matière de restitution de biens culturels: L’alliance entre le droit de l’union et le droit international,
25(4) Revue Europe 5 (2015).
466 前掲注 443）参照。
467 同付属書の内容は、EU 規則のそれとほとんど変わりない。
468 現行 EU 指令（2014/60/EU）2 条 1 項。
469 その内容については、前掲注 456）
、及び、457）参照。
。
464
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する文化財全てが同指令の対象となる。
第 2 に、EU 指令（93/7/EEC）は、その軸となる規定である同 2 条470において、加盟国の
領域から「不法に持ち出された（unlawfully removed）」文化財は、同指令の手続に従い、返
還されねばならないとする。ここでいう「不法に持ち出された」とは、①加盟国の国宝保護
に関する規則に反するか、若しくは EU 規則（No. 3911/92）に反して当該加盟国の領域から
持ち出されたこと、又は、②合法的な一時持出し期間終了時に返還されなかったこと、若し
くは一時持出しに関するその他の要件に反することを指す（同 1 条 2 項）471。なお、同指令
の対象となる文化財は、域内統一市場の完成日である 1993 年 1 月 1 日以降に不法に持ち出
された文化財に限定される（同 13 条）472。
第 3 に、返還の手続に関しては、以下のように定められている。まず、返還を求める加盟
国（要求国〔requesting Member State〕）は、かかる要求を受けた加盟国の裁判所において、
問題となる文化財の占有者等に対しその返還を求める訴えを提起することができる（同 5 条）
473。このように、同指令は、ユニドロワ条約（1995

年）における不法輸出文化財の返還に関

する枠組みと同様、国家による訴えのみを認めている。次に、裁判所は、問題となる文化財
が同 1 条 1 項に該当し、かつ、それが不法に持ち出されたことが証明された場合には、原則
として返還を命じなければならない（同 8 条）。この場合、裁判所は、被告である占有者等
が当該文化財の取得時に「正当な注意（due care and attention）
」を払ったことを立証した場
合、当該状況に照らして合理的とみなされる補償を認めなければならない（同 9 条第 1 文）
474。その際の占有者等の証明責任は、要求を受けた加盟国の法により規律される（同

9 条第

2 文）
。後述するように、EU 指令（2014/60/EU）による改正では、同第 2 文が削除された上
で、「正当な注意」の判断の際に考慮されるべき要素が掲げられることとなった（EU 指令
（2014/60/EU）10 条第 2 文）
。
第 4 に、返還後の文化財の所有権に関する問題は、要求国の法（the law of the requesting
Member State）により規律される（同 12 条）475、とされている。ここでの「法」が要求国の
実質法のみを指すのか、それとも当該国の抵触法をも含むのかという点を巡っては、学説上
争いがある476。後者の解釈によった場合、要求国の抵触法により指定される、当該文化財を
占有者が取得した当時の所在地法に従い、当該占有者の善意取得等が認められる余地が生
じる477。学説上は、同 EU 指令は抵触法上の準拠法選択に影響を与えるものではないとして、

現行 EU 指令（2014/60/EU）3 条。
現行 EU 指令（2014/60/EU）2 条 2 項。
472 現行 EU 指令（2014/60/EU）14 条。
473 現行 EU 指令（2014/60/EU）6 条。
474 現行 EU 指令（2014/60/EU）10 条。なお、本文で指摘する範囲において内容が変更され
ている。
475 現行 EU 指令（2014/60/EU）13 条。
476 Roodt, supra note 26, pp. 147-148.
477 Id. p. 148.
470
471
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「法」には抵触法も含まれるとする見解478がある一方で、返還のための枠組みである同 EU
指令が善意取得等を認めることはないとして、「法」とは実質法を指すと解すべきであると
する見解479がある。
第 5 に、EU 指令（93/7/EEC）上、上述した裁判を通じた返還請求には、以下のような出
訴制限が課されている。まず、要求国による返還請求権は、当該国から不法に持ち出された
文化財の所在及びその占有者等の身元を知った時から 1 年以内に行使されない場合、消滅
する（同 7 条 1 項第 1 文）
。また、当該文化財が不法に持ち出されてから 30 年以内に行使
されない時にも、当該請求権は消滅する（同 7 条 1 項第 2 文）480。なお、後述するように、
EU 指令（2014/60/EU）による改正で、出訴期間の制限が 1 年から 3 年に延長された（EU 指
令（2014/60/EU）8 条 1 項第 1 文）
。
その他、同指令には、不法に持ち出された文化財の場所の特定等に関する中央当局間での
行政協力についての定めがある（同 4 条）481。
2. 2014 年改正の背景・内容
（1）以上述べた EU 指令（93/7/EEC）は、2014 年に改正された（EU 指令（2014/60/EU））
。
2014 年改正は、
「
『国宝』に分類される物件の返還件数を増加させると共に、かかる返還の
コストを削減すること」482を目指し、従来は、市場利益保護の観点から、域内自由貿易原則
に対する例外として位置付けられてきた同指令を、より一層、加盟国の文化財保護政策の尊
重を図るものへと修正するものである、とされる483。以下では、同指令が改正されるに至っ
た経緯、及び、改正点や関連する議論について述べる。
（2）EU 指令（93/7/EEC）の見直しが提案された背景には、同指令の中でも、とりわけ同
指令 5 条に基づく返還請求の手続が EU 加盟国によりほとんど利用されていないという問
題があったという484。統計的にみると、1993 年から 2007 年の期間で加盟国の行政当局間の
478

Norman Palmer, Recovering Stolen Art, 47 Current Legal Problems 215 (1994), p. 237. See also,
id. p. 148.
479 Guido Carducci, La restitution internationale des biens culturels et des objets d’art (L.G.D.J.,
1997), p. 408. See also, Roodt, id. p. 148.
480 なお、公の収蔵品（public collections）
、及び、宗教的物件（ecclesiastical goods）に関して
は、75 年の消滅時効に服する（同 7 条第 2 文参照）
。
481 現行 EU 指令（2014/60/EU）5 条。なお、現行指令の同 5 条では、ここでの協力義務を遂
行するにあたり、
「域内市場情報システム（Internal Maekt Information System, IMI）」を利用
することが要求されている。IMI とは、EU 加盟国間の国家・地域及・地方の当局を繋ぐ IT
技 術 に 基 づ く 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク で あ る 。 See
<http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/internal_market_
information_system/index_en.htm>.
482 Summary of the Impact Assessment Accompanying the Document Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on the Return of Cultural Objects Unlawfully Removed from
the Territory of a Member State (recast), Brussels, Doc SWD (2013), 30.05.2013, 118 final. See also,
Cornu, supra note 464, p. 642.
483 See Cornu, supra note 464, pp. 640-642.
484 See Cornu, supra note 464, p. 638. 同指令の利用状況は、同指令16条1項に従い加盟国によ
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協力等を通じて返還された文化財は 28 件であったのに対して、同期間に提起された 14 件
の返還請求訴訟の内、調査が行われた当時において係属中であった 10 件を除けば、3 件で
返還が認められたものの485、残り 1 件については、同指令 7 条 1 項の出訴期間制限等を理
由に返還請求が棄却486されている487。
同指令が利用されない要因としては、ユネスコ条約（1970 年）やユニドロワ条約（1995
年）といった他の国際的な枠組みが存在することや、自主的な返還が多く行われていること
といった、同指令に外在的な要因が指摘される一方で488、加盟国からは同指令の以下のよう
問題点が挙げられていた489。すなわち、同指令の対象となる文化財が限定的であること、及
び、1 年の出訴期間制限が短すぎること、である490。加盟国の意見をまとめた欧州委員会に
よる第 3 次評価報告書の結論では、1 年の出訴期間制限が短い点や、その点が同指令を非実
効的なものとしている点につき、加盟国間において意見の一致がある一方、付属書に掲げら
れる物件類型の追加や金銭的価値基準の修正に関しては意見が分かれている、とされてい

り3年毎（なお、現行指令17条1項では、
「5年毎」に延長された）に提出される報告書に基づ
き作成される、欧州委員会の報告書に記載されている（第1次報告書～第4次報告書）。See
Report from the Commission to the Council, the European Praliamanet and the Economic and Social
Committee, on the implementation of Council Regulation (EEC) nº 3911/92 on the export of cultural
goods and Council Directive 93/7/EEC on the return of cultural objects unlawfully removed from the
territory of a Member State, Brussels, 25.05.2000, COM (2000) 325 final [hereafter First Report];
Report from the Commission to the Council, the European Praliamanet and the Economic and Social
Committee, Second report on the application of Council Regulation (EEC) nº 3911/92 on the export
of cultural goods and Council Directive 93/7/EEC on the return of cultural objects unlawfully removed
from the territory of a Member State, Brussels, 21.12.2005, COM (2005) 675 final [hereafter Second
Report]; Report from the Commission to the Council, the European Praliamanet and the Economic
and Social Committee, Third report on the application of Council Regulation (EEC) nº 3911/92 on
the export of cultural goods and Council Directive 93/7/EEC on the return of cultural objects
unlawfully removed from the territory of a Member State, Brussels, 30.7.2009, COM (2009) 408 final
[hereafter Third Report]; Report from the Commission to the Council, the European Praliamanet and
the Economic and Social Committee, Forth report on the application of Council Regulation (EEC) nº
3911/92 on the export of cultural goods and Council Directive 93/7/EEC on the return of cultural
objects unlawfully removed from the territory of a Member State, Brussels, 30.5.2013, COM (2013)
310 final [hereafter Forth Report]. Available at <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.
485 その内、1 件（フィンランドによるイギリス裁判所での訴訟提起）の返還については、
善意取得者との間での裁判外の和解によるものであるとされる。See First Report, id. 4.2.
Application of the Directive.
486 チェコによるドイツ・ミュンヘンの行政裁判所での返還請求訴訟である。VG München,
31 Juli 2008 (Az M 17 K 06.3644), Openjur 2012, 93323. See also, Wantuch-Thole, supra note 26,
pp. 167-168.
487 See First Report, supra note 484, Annex III; Second Report, supra note 484, Annex; Third Report,
supra note 484, Annex. なお、1993 年から 2011 年の期間では、訴訟によることなく自主的に
返還された件数は 46 件であるとされる。See Cornu, supra note 464, p. 638. See also, First Report,
id. Annex III; Second Report, id. Annex; Third Report, id. Annex; Forth Report, supra note 484, Annex.
488 See Cornu, id. pp. 638-639.
489 欧州委員会による第 3 次評価報告書による。See Third Report, supra note 484, 4.2.2.
Proceedings for return (Article 5).
490 Ibid.
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た491。同報告書では、この結論に基づき、EU 指令（93/7/EEC）の改正へと向けた作業に着
手すべきことが提案された492。
こうして、2009 年には、同指令の適用における問題を特定し解決策を提案することを目
的とした、各国代表からなる「文化財の返還に関するワーキング・グループ」が欧州委員会
内部に設けられた493。そして、2011 年には、同ワーキング・グループにより、同指令の改正
が必要である旨の報告書が欧州委員会に提出された494。なお、これと並行して、欧州連合理
事会（Council of the European Union）の要請を受けた欧州委員会により、EU における文化
財の不正取引の抑制・撲滅に関する研究が命じられ、2011 年には 11 名の専門家によって作
成された報告書495が提出されている。同報告書においても、文化財の不正取引の防止へと向
けた提案の一つとして同指令の改正が挙げられていた496。このように、既に紹介した EU 規
則（No. 116/2009）が成立した時期と同じくして、不法に持ち出された域内における返還に
関する EU 指令（93/7/EEC）についても、その改正の議論が本格化したのであった497。
（2）以上述べたような経緯を経て 2014 年 5 月 15 日に成立した EU 指令（2014/60/EU）
による重要な改正点は、以下の 3 点である。すなわち、第 1 に、対象となる文化財の定義に
関して、付属書に基づく類型及び金銭的評価の制限が廃止された点、第 2 に、
「正当な注意」
の証明に関して、裁判所が考慮すべき要素が明記された点、第 3 に、出訴期間制限に関し
て、1 年から 3 年へと延長された点、である。以下、順に詳しくみていくこととする。
第 1 に、EU 指令（2014/60/EU）では、同指令の対象となる文化財が以下のように定めら
れている。すなわち、
「不法な持出しの前に又は後に、国家立法又は行政的手続において EU
の機能に関する条約 36 条の意味における
『芸術的、
歴史的又は考古学的価値を有する国宝』
として分類されるか又は定義される物件」
（同 2 条 2 項）
、である。そこでは、②EU 指令
（93/7/EEC）の付属書に掲げられた類型498のいずれかに含まれること、という要件は削除さ
れている。かねてより、同付属書を巡っては、特に 5 段階の金銭的価値を巡り加盟国間で意
見の対立があった。すなわち、5 段階の金銭的価値が高く設定されすぎており、同指令が文
化財の十分な保護を提供できていないとする意見499と、むしろ価値基準を上げるべきであ
491

Id. 5. Conclusion.
Id. 6. Next Step.
493 See Third Report, supra note 484, 6. Next Step; Forth Report, supra note 484, 3.2 “Return of
cultural goods” working group.
494 See Forth Report, ibid.
495 Centre d’Etudes sur la Coopération Juridique Internationale [hereinafter CECOJI-CNRS], Study
on preventing and fighting illicit trafficking in cultural goods in the European Union, CECOJI-CNRSUMR 6224 (October 2011), available at <https://publications.europa.eu/en/publication-detail//publication/ca56cfac-ad6b-45ab-b940-e1a7fa4458db/language-en>.
496 CECOJI-CNRS, id. p. 224 (Recommendation no.15).
497 EU における文化財の不正取引に関する関心の高まりについて、Cornu, supra note 464, pp.
639-640 参照。
498 同付属書の内容は、EU 規則の内容とほとんど変わりない。
499 例えば、スペイン、オーストリア、スウェーデン、フランス。See First Report, supra note
484, 5. Implementation of the Joint Annex to the Regulation and the Directive; Second Report, supra
492
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るとする意見500とが対立していたのである。改正作業における議論では、付属書の取り扱い
を巡りいくつかの提案がなされたものの501、最終的には同指令の対象となる文化財の拡大
を意味する付属書の削除案が容れられた。削除案に対しては、対象となる文化財の範囲を過
度に拡大する恐れを懸念する声が上がったとされるものの、返還請求が用いられていない
という改正の背景にあった問題等に鑑み、削除案が採用されたようである502。
第 2 に、同改正における最も大きな改正点として、合理的な補償の条件である取得時の
「正当な注意（due care and attention）
」の証明に関して、裁判所が考慮すべき要素が例示列
挙された点が挙げられる。まず、2014 年改正指令では、正当な注意の証明責任の問題を、
要求を受けた加盟国の法に服させるという規定（EU 指令（93/7/EEC）9 条第 2 文）が削除
された。その理由としては、このように裁判所毎に準拠する法が異なることにより、返還請
求の解決や条件に非常に大きな隔たりが存在していることが同指令の実効性を損なってい
る点が挙げられた503。こうして、以下の規定が導入された。すなわち、
「占有者が正当な注
意を払ったかどうかを決定するに当たっては、とりわけ、物件の原産地に関する文書、要求
を行う加盟国の法の下で要求される持出の許可証、当事者の性質、支払われた価格、占有者
が合理的に利用可能な盗取された文化財の登録簿若しくは合理的に取得することができた
であろうその他一切の情報を調査したか、又は合理的な者が当該状況の下でとったであろ
うその他の措置をとったかどうかを含む、取得のすべての事情を考慮しなければならない」
504（同

10 条第 2 文）
、という規定である。

同 10 条第 2 文で例示列挙される考慮要素は、ユニドロワ条約（1995 年）上、占有者が補
償を受けるために要求される「正当な注意（due diligence）」を判断する際に、裁判所が考慮
しなければならないものとして例示列挙される事由と同様である505。Cornu によれば、この
点に関して EU 指令（2014/60/EU）が同条約と平仄を合わせたことは、同指令が自由市場と

note 484, 6.3. Maintaining financial thresholds.
500 例えば、イギリス、ドイツ。See First Report, supra note 484, 5. Implementation of the Joint
Annex to the Regulation and the Directive; Second Report, supra note 484, 6.3. Maintaining financial
thresholds.
501 See Cornu, supra note 464, p. 643.
502 Ibid.
503 Id. p. 644.
504 Article 10 Paragraph 2 “In determining whether the possessor exercised due care and attention,
consideration shall be given to all the circumstances of the acquisition, in particular the documentation
on the object's provenance, the authorisations for removal required under the law of the requesting
Member State, the character of the parties, the price paid, whether the possessor consulted any
accessible register of stolen cultural objects and any relevant information which he could reasonably
have obtained, or took any other step which a reasonable person would have taken in the
circumstances.”
505 前掲注 363）参照。異なる点は、EU 指令では、
「物件の原産地に関する文書」、並びに、
「要求を行う加盟国の法の下で要求される持出の許可証」が追加されている点、及び、「占
有者が利用可能な期間の意見を聴取したかどうか」
（ニドロワ条約〔1995 年〕4 条 4 項）と
いう要素が加えられていない点である。
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文化財保護との間で後者に重心を移したことを意味する506。この背景には、アート市場が特
殊な市場でありその道徳化が必要である、という認識が EU において広まったことがあると
される507。実際にも、同指令 Recital 17 では、
「市場に関与するすべての者が文化財を含む取
引の際に正当な注意を払うことを確実にすることが望ましい･･････文化財の不正取引を抑
制し撲滅するという EU の目的を達成するために、この指令は、補償を受けるためには、占
有者が文化財を取得する際に正当な注意を払ったことを証明しなければならないことを規
定すべきである」として、市場参加者の意識改革の重要性が強調されている。
最後に、出訴期間制限が従来の 1 年から 3 年へと延長された（EU 指令（2014/60/EU）8 条
1 項第 1 文）
。既に述べたように、この点については加盟国の間で意見の一致があった508。
なお、30 年の長期の出訴期間制限はそのまま残された（EU 指令（2014/60/EU）8 条 1 項第
2 文）
。
3. 学説上の若干の議論 －小括として
以上のように、他の EU 加盟国から不法に持ち出された文化財の返還について定める EU
指令では、同指令に基づく文化財の返還請求訴訟の利用及び奏功を促進するべく、対象文化
財の拡大や出訴期間制限の延長に加えて、補償を受けるための正当な注意の内容の明確化
が図られている。
EU 指令（2014/60/EU）に関する学説上の議論は多くないものの、既に触れたように、同
13 条が返還後の文化財の所有権の問題は要求国の法により規律されるとしている点に関し
て、同法に従い占有者が時効取得等により文化財の有効な所有権を取得することが返還の
妨げとなる点が問題点として挙げられている509。すなわち、同 13 条にいう「法」を要求国
の国内実質法を意味するものとして解釈する場合、要求国の国内実質法上、問題となる文化
財の私法上の所有権について特別な保護規則が設けられていないときには、元の所有者で
はなく、現在の占有者が時効取得等を原因として問題となる文化財の有効な所有権を取得
することが可能となる。他方で、同 13 条にいう「法」を抵触法を含むものと解した場合に
も、問題となる文化財の所有権に関して、要求国の準拠法選択規則により占有者が当該文化
財を取得した地の法が準拠法として指定され、かつ、同法上善意取得等が認められるときに
は、上記のような状況が生じることとなる。
なお、同指令が国家による返還請求のみを対象としていることとの関係で、EU における
国際裁判管轄及び外国判決承認について定める「民事及び商事事件における裁判管轄及び
裁判の執行に関する 2012 年 12 月 12 日の欧州議会及び理事会の規則（EU）No. 1215/2012」

506
507
508
509

Cornu, supra note 464, p. 645.
Id. pp. 644-645.
前掲注 491）に対応する本文参照。
Roodt, supra note 26, p. 148.
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（いわゆる「ブラッセル I 改正規則」
）510の第 7 条（4）511では、EU 指令 2 条 2 項に該当す
る文化財の個人による返還請求について、EU 加盟国にドミサイルを有する占有者は、当該
文化財が所在する地の裁判所において訴えを受けることがある、と規定されている512。同規
定は、当初提案されていた一般的な動産財産所在地管轄に代わり導入された規定であり、原
則管轄である被告住所地（ブラッセル I 改正規則 4 条 1 項）以外の加盟国に盗取された文化
財が所在する場合に、後者の地で被告を訴えることを元の所有者に対して認めるものであ
る513。このように、同規定は、文化財保護の強化を図ることを意図するものではなく、むし
ろ財産所在地管轄の便宜を認めるものにすぎないと理解されている514。
第 3 節 小括
以上、第 2 章では、国境を越えた文化財の不正取引の撲滅を目指す国際的な枠組みとし
て、国際レベル（第 1 節）
、及び、地域レベル（第 2 節）における法的枠組みについて確認
した。各節の結論は、以下の通りである。
① 第 1 節では、ユネスコ条約（1970 年）
（一）
、ユニドロワ条約（1995 年）
（二）
、及び、
2011 年のユネスコ及びユニドロワのモデル条項（二）について、その内容及び問題点を確
認した。結論として、ユネスコ条約（1970 年）も、また、それを補完すべく作成されたユニ
ドロワ条約（1995 年）も、国際的な文化財の不正取引の防止にとって満足のいく枠組みを
提供しているとは言い難いことを指摘した。このような行き詰まりに照らせば、国際的な規
範形成の重心が非拘束的な規範（2011 年のモデル条項）に移りつつあることも理解できる。
② 第 2 節では、国境を越えた文化財の不正取引の問題について最も発展した枠組み作り
が行われてきた EU（欧州連合）の法的枠組みを取り上げ、「文化財の輸出に関する規則」
（二）
、及び、
「EC 構成国から不法に持ち出された文化財の返還について定める指令」
（三）
について、その内容や改正の経緯を中心に確認した。結論として、EU では、域内統一市場
の完成により導入された両派生法のいずれも近年改正されており、特に EU 指令について
は、文化財の返還請求訴訟の利用を促進する方向での枠組みの強化が図られていることを
510

Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December
2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial
matters (recast), OJ L 351/1.
511 Article 7 (4) “A person domiciled in a Member State may be sued in another Member State: as
regards a civil claim for the recovery, based on ownership, of a cultural object as defined in point 1 of
Article 1 of Directive 93/7/EEC initiated by the person claiming the right to recover such an object, in
the courts for the place where the cultural object is situated at the time when the court is seised.”
512 See, e.g., Ulrich Magnus & Peter Mankowski, European Commentaries on Private International
Law ECPIL, Commentary, Volume I Brussels Ibis Regulation (Otto Schmidt, 2016), pp. 344-350
[Mankowski]; Kurt Siehr, Das Forum rei sitae in der neuen EuGVO (Art. 7 Nr. 4 EuGVO n.F.) und
der internationale Kulturgüterschutz, in Festschtift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag (Mohr
Siebeck, 2014), pp. 837-850; Lorna E. Gillies, The Contribution of Jurisdiction as a Technique of
Demand Side Regulation in Calims for the Recovery of Cultural Objects, 11(2) Jouranl of Private
International Law 295 (2015).
513 Mankowski, id. pp. 344-345.
514 Siehr, supra note 512, p. 850. ただし、異なる提言として、Gillies, supra note 512.
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確認した。さらに、2014 年改正 EU 指令に関しては、Recital 17 において、古美術品・美術
品市場参加者の意識改革の重要性が強調されていた点が注目される。
第 I 部の議論の位置づけ（第 I 部小括）
（1）第 I 部では、各国の文化財不正流通規制（第 1 章）
、及び国境を越えた文化財の不正
取引に対応する国際的な枠組み（第 2 章）について概観した。ここでは、第 II 部の抵触法
上の議論に入る前に、第 I 部の小括として、第 I 部の文化財不正流通規制に関する国内法及
び国際的枠組みに関する議論から明らかとなった点を確認した上で、文化財や文化財の不
正取引に対する法的対応を巡る学説上の中心的な議論を挙げ、国境を越えた文化財の不正
取引を巡る議論の全体像を明確化する。
（2）まず、第 1 章及び第 2 章において述べた各国法及び国際的な枠組みの整理を通じて
明らかとなった対立軸について確認する。
① 文化財の発掘・譲渡・輸出に関する各国の規制を整理・概観した第 1 章では、一方で、
国家にとって重要な文化的価値を有する財が多く所在し、かかる財につき私法上の所有権
取得・移転の制限（発掘・譲渡・輸出に関する規制）を行う国々と、他方で、文化財の取引
や私的所有権の尊重という観点から、緩やかな文化財不正流通規制しか行わない国々とが
あることが明らかになった。このように、各国の文化財不正流通規制には、文化財の国家的
価値を尊重する保護主義的政策と私法上の取引を尊重するリベラルな政策とが存在するこ
とが分かる。また、文化財の不正取引に関する各国の法的対応は、単に多様であるばかりで
なく、国家にとって重要な文化的価値を有する財の保有／所在数（量）やその物質的・精神
的価値（質）に応じて、構造的に対立していることが見て取れる。
② 国境を越えた文化財の不正取引の問題に関する国際レベル・地域レベル（EU）での枠
組みについて述べた第 2 章では、とりわけユネスコ条約（1970 年）に批判的な見解の分析
を通じて、第 1 章で明確となった対立構造が文化財の不正取引の抑止を目指す国際的な規
範形成にも色濃く影響を及ぼしていることが明らかとなった。これは、産出国・輸出国（保
護主義）と市場国・輸入国（自由市場主義）との間の政治的ないしイデオロギー的な対立で
ある。Merryman によれば、この対立は、国家に文化財を過度に留め置こうとする保護主義
的な「文化財国家主義」と、文化財の流通こそが文化的発展を促進すると考えるコスモポリ
タン的な「文化財国際主義」との間の対立であるとされる。しかし、Prott が指摘するよう
に、Merryman がコスモポリタン的と評する文化財国際主義も、結局のところ自由市場主義
という一イデオロギーにすぎないといえる。
③ このような第 1 章及び第 2 章を通じて確認できた文化財の不正取引に対する法的対応
を巡る政治的ないしイデオロギー的な対立に対して注目されるのは、主要市場国によるユ
ネスコ条約（1970 年）の締結（2000 年代初頭～）や、輸出国・原産国（ギリシャ・イタリ
ア）のみならず輸入国・市場国（イギリスなど）も含む、EU における文化財保護政策の尊
重へと向けた法改正、といった動きである。さらに、国際平面では、ユネスコ・ユニドロワ
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のモデル条項（2011 年）のように、新たに発掘された物に国家所有権を付与する立法を広
く承認すべきであるという方向で議論が進展していた。これらの近時の動向からは、他国文
化財の保護に対する各国、特に輸入国・市場国の関心の高まりが見て取れる。この背景には、
例えば、文化財の不正取引の抑止と「テロとの闘い」の密接な関連性の認識の広まり、自国
の文化財市場関係者による不正取引スキャンダルの発覚（アメリカ、イギリス）
、国際社会
からのプレッシャー（日本）などが存在することが推察できよう。
（3）次に、第 I 部における議論の位置づけとして、文化財の不正取引に対する法的対応
を巡る学説上の議論について言及する。以下では、①文化財の不正取引の問題に関する主な
争点について述べた上で、②文化財の不正取引に対する法的対応を巡るアプローチの対立
を確認する。
ここで最初に確認すべき点は、ユネスコ条約（1970 年）を批判する Merryman のような立
場であっても、
「考古学上、先史学上、史上、文学上、美術上又は科学上、国家又は人類全
体にとって重要な意義を有する有体物」につき、その統一性（integrity）を保ちつつ後世へ
と継承するためにそれを保全（preservation）すること、そして、公的なアクセス（access）
を確保することが重要である、ということを認めている点である515。このような文化財の統
一性・保全・継承に関する重要性については見解が一致しているにもかかわらず、各国及び
学説は、政治的ないしイデオロギー的に対立してきたのである。学説上、この対立の根源は、
公的な価値を有する「文化（culture）」と、私有財産制により私的な価値が保障される「財
産（property）」という、基本的に相反する側面が文化財という財自体に併存している点に
ある、と指摘されている516。
① 文化財の不正取引の問題に関する主な争点としては、
「文化財」という概念の定義を巡
る議論、及び、国家による文化財保護と私的所有権の保障との関係ないしバランスを巡る議
論が挙げられる。
第 1 に、
「文化財ないし文化遺産」の定義に関してである。学説上、文化財を法的に定義
することは、最も困難な課題の一つであるといわれており517、現在に至るまで、何が文化財
515

See John H. Merryman, Thinking about the Elgin Marbles, 83 Michigan Law Review 1881 (1985),
pp. 1916-1921; id., supra note 312, p. 853. 同様に、文化財に対する公的アクセスを「グローバ
ルな利益」として、統一性や保全の必要性を「文化財自身の利益」として整理する見解とし
て、Jayme, supra note 376 がある。
516
See, e.g., Francesca Fiorentini, The Trade of Cultural Property: Legal Pluralism in an age of Global
Institutions, in Jorge A. Sánchez Cordero (ed.), La Convención de la UNESCO 1970: Sus Nuevos
Desafíos [The 1970 UNESCO Convention: New Challenges] (Universidad Nacional Autónoma de
México, 2013), p. 103, p. 124; Naomi Mezey, The Paradoxes of Cultural Property, 107 Colmbia Law
Review 2004 (2007); Betina Kuzmarov, The Coherence of the Concept of Cultural Property: A Critical
Examination, 20 International Jouranl of Cutlrual Property 233 (2013). 同様に、文化財取引に関
しては、文化財への公共のアクセスといったグローバルな利益、保護主義的な国家利益、所
有権保障に関する私人の利益、保全・保存に関する美術品自身の利益、及び、自由市場・貿
易に関わるアート市場の利益という、5 つの異なる利益が抵触しているとする見解として、
Jayme, supra note 376 がある。
517 Prott, supra note 25, p. 224.
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を構成するのかという点につき、国際的に承認された定義は存在しないとされる518。第 1 章
で紹介した各国国内法の間でも、文化財の定義や範囲は国毎に様々であり、年代や価格とい
った何らかの客観的な基準により共通項をくくり出すことすら困難であったといえる。確
かに、ユネスコ条約（1970 年）は、
「考古学上、先史学上、史上、文学上、美術上又は科学
上、国家又は人類全体にとって重要な意義を有する」（同条約 1 条）という一般的な定義付
けを行った上で、一定の分類分けを行うことに成功した。しかしながら、それ以上の詳細な
定義づけには成功しておらず、実際上、何を文化財とするかは基本的に各国法に委ねられて
いるという状態にある519。
学説上も、文化財の定義を試みる見解520は存在するものの、一般に、法的な定義を行うこ
とは困難であることが認識されている。例えば、Prott 及び O’Keefe は、占有者の権利保護
という基本的政策が背後にある「財（property）
」という用語ではなく、知的及び精神的な偉
業の証左としての「遺産（heritage）
」という用語を用いるべきであると主張する一方で521、
国際レベルで文化財ないし文化遺産の明確な定義に関する合意に至るには、様々な諸社会
における文化の多様性に関するよりよい知見と受容が必要である、と述べる522。このように、
文化財を国際的に統一的な形で定義することは、
「文化」自体の固有性や多様性故にほとん
ど不可能なことであると認識されているといえよう。
第 2 に、国家による文化財保護と私的所有権の保障との関係についてである。第 2 章第 1
節一において述べたように、Merryman は、ユネスコ条約（1970 年）が「不正輸出（illicit
export）
」や「不正取引（illicit trade）
」の定義を、輸出国・原産国の文化財不正流通規制に完
全に委ねている点を批判する。この批判の背景には、私人による正統な所有権の行使である
にもかかわらず、その輸出行為が輸出国・原産国の輸出規制違反にあたる場合に、他国がそ
のようにしてなされた輸出を一律に不正輸出として処理することが私的所有権の保護の観
点から妥当か否か、という問題提起があったといえる。この点は、学説上、文化財不正流通
規制による文化財の譲渡・輸出制限の範囲が拡大する中で、国家による規制利益と憲法上の
権利又は人権である私人の所有権の保障とのバランスを如何にとるべきか、という形で議
論されてきた523。
実際にも、文化財保護と私的所有権の保障との関係に関して、欧州人権裁判所524が以下の

518

See Wantuch-Thole, supra note 26, p. 17.
Id. pp. 17-18.
520 See, e.g., Janet Blake, On Defining the Cultural Heritage, 49 International & Comparative Law
Quartely 61 (2000).
521 Prott, supra note 326, p. 226-228; Lyndel V. Prott & Patrick J. O’Keefe, ‘Cultural Heritage’ or
‘Cultural Property’?, 1 International Journal of Cultural Property 307 (1992).
522 Prott, supra note 326, p. 228.
523 See, e.g., Marie-Sophie de Clippele & Lucie Lambrecht, Art Law & Balances. Increased Protection
of Cultural Heritage Law vs. Private Ownership: Towards Clash or Balance? 22 International Journal
of Cultural Property 259 (2015), p. 260.
524 See <http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>.
519
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ような判断を下している（Beyeler v. Italy 事件525）。
〔事実〕スイス人の著名な収集家 X（申立人）は、1977 年、イタリア Y（被告国）により
同国に先買権が発生する文化財として指定されていたフィンセント・ファン・ゴッホ
（Vincent van Gogh）の絵画（以下、
「本件絵画」という）について、代理人 A（訴外）を通
じて B（訴外）より購入した526。同年、B は当該売買について Y に申告したものの（その中
で X の名は記されておらず、売買の相手方は「A」と記載されていた）、Y は先買権を行使
しなかった527。1983 年に至って A は、Y に対し、1977 年に X の代理で本件絵画を購入した
ことを申告した上で、X と共に、ヴェニスの美術館 C（訴外）が本件絵画の購入を希望して
いることを通知した528。Y は、1986 年、本件絵画の真の所有者が誰であるのか判明しない
ことを理由に、本件絵画をローマの美術館 D（訴外）において一時的に保管すべきことを命
じた529。その後、1988 年に至って Y は、1983 年の売買に際に提出された書類において、1977
年の売買における真の所有者に関する情報が欠けていたこと等の不備を理由に、当該絵画
に関する 1977 年の売買契約を無効とした（1977 年の売買時の本件絵画の価格530が X に支
払われた）531。
X は、Y による 1988 年における先買権の行使行為が欧州人権条約第 1 議定書第 1 条（財
産の保護）532等の違反を構成するものであり、無効であると主張した533。
〔判旨〕欧州人権裁判所（大法廷）は、結論として X の主張を容れ、Y による同議定書
同条違反を認定した534。まず、裁判所は、Y による先買権の行為が X の所有の平和的な享

Beyeler v. Italy, 5 Jan. 2000, Judgement no. 33202/96. 同事件に関する学説上の議論として、
Ece Velioglu, Alessandro Chechi & Marc-André Renold, Case Portrait of a Young Peasant – Beyeler
v. Italy, Platform ArThemis, Art-Law Centre, University of Geneva, available at <http://unige.ch/artadr>; Wantuch-Thole, supra note 26, pp. 93-96.
526 Beyeler v. Italy, 5 Jan. 2000, Judgement no. 33202/96, id. paras. 8-11.
527 Id. paras. 12-13.
528 Id. para. 17.
529 Id. para. 22.
530 当該価格（6000 万イタリア・リラ〔約 37 万アメリカ・ドル〕
）は、1988 年に X が本件
絵画の売却を Y に対して申し出た際の価格（1100 万アメリカ・ドル）や、X が 1988 年に C
に本件絵画を売却した際の価格（850 万アメリカ・ドル）と比べて、はるかに低額である。
See id. paras. 29-30.
531 Id. para. 36.
532 条文は以下の通りである（田中則夫ほか編『ベーシック条約集 2015』
（東信堂、2015 年）
264-265 頁を引用した）
。
同 1 条「すべての自然人又は法人は、その財産を平和的に享有する権利を有する。何人
も、公益のために、かつ、法律及び国際法の一般原則で定める条件に従う場合を除くほか、
その財産を奪われない。ただし、前の規定は、国が一般的利益に基づいて財産の使用を規制
するため、又は税その他の拠出若しくは罰金の支払いを確保するために必要とみなす法律
を実施する権利を決して妨げるものではない。」
533 Beyeler v. Italy, supra note 525, para. 78.
534 Id. para. 122. 欧州人権裁判所は、本件絵画の X への返還を命じてはいないものの、Y に
よる X への賠償金の支払いを命じている（計 130 万ユーロ）
。Beyeler v. Italy, 28 May 2002,
525

Judgment (just satisfaction) No. 33202/96.
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有の権利に対する干渉に当たることを確認した上で535、当該行為が欧州人権条約第 1 議定
書第 1 条第 1 文と適合的であるというためには、当該干渉は、
「共同体の一般利益の要請と
個人の基本権保護との間での『公正な均衡（fair balance; juste équilibre）
』をなすものでなけ
ればならない」536とする。そこで、裁判所は、この点に関して本件について検討し537、以下
のような結論を下している。すなわち、Y は、同国法に従い、1983 年末からいつでも先買
権を行使できる状態にあったにも拘わらず、その行使が 1988 年まで遅れた理由を十分に説
明できていないことから、1983 年の時点で知られていた申告書類の不備に基づき、その 5
年後である 1988 年に 1977 年の売買契約を無効とした Y 行為は正当化されない538。従って、
Y による 1988 年の先買権の行使は公正な均衡を欠き、同議定書同条違反を構成する、と判
断した539。
〔コメント〕欧州人権裁判所 Beyeler v. Italy 事件大法廷判決では、文化財に関する国家の
先買権行使が十分な理由なく遅れてなされた点が問題とされている。このように、同判決は、
先買権自体の有効性を否定するものではないものの540、国家による文化財不正流通規制が
常に個人の所有権保障という人権保障と緊張関係にあることを改めて確認させる判決であ
るといえよう。実際にも、ヨーロッパの国内裁判例の中には、由来国への文化財の返還を否
定する際に、所有権保障に関する欧州人権条約第 1 議定書第 1 条参照する裁判例が下され
ているという541。
② 次に、文化財の不正取引に対する法的対応を巡るアプローチの対立について整理する。
国境を越えた文化財の不正取引に対する法的アプローチは、第 1 章及び第 2 章で概観した
対立図式に対応する形で、以下のように対立してきた542。すなわち、一方で、古美術品・美
術品のコレクターやディーラーこそが文化財の真の略奪者であるとして、文化財の移動・移
転を制限する「国家保護主義アプローチ」がある543。これに対して、国境を越えた文化財の
不正取引の撲滅にとって保護主義アプローチは逆効果であり、むしろ健全なる市場こそ文
化財の闇市場を駆逐すると考える「自由市場主義アプローチ」がある544。前者は、輸出国・
原産国や、考古学学者、先住民といった利害関係者から支持を集める一方で、後者は、輸入
国・市場国や、美術館・博物館、ディーラー、オークション・ハウス、個人収集家といった
利害関係者から主に支持を集める545。
これに対して、近時は、いずれのアプローチとも異なるアプローチが提唱されており、注
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545

Beyeler v. Italy, supra note 525, para. 107.
Ibid.
Id. paras. 114-119.
Id. para. 120.
Id. para. 122.
Id. para. 117. See also, Ece Velioglu et al, supra note 525; Wantuch-Thole, supra note 26, p. 96.
例えば、ベルギーについて、de Clippele et al, surpa note 523, p. 275.
以下のアプローチの整理について、Wantuch-Thole, supra note 26, pp. 4-7.
Ibid.
Ibid.
See, e.g., Prott, supra note 326, p. 228.
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目される。すなわち、国境を越えた文化財の不正取引を抑制するには、市場における需要減
少を引き起こすことが鍵であると考えた上で、需要サイド（demand side）の規制を重視する
アプローチであり、
「需要減少アプローチ」546と呼ばれるものである。この主張の前提とな
る背景は、以下の通りである。すなわち、昨今の古美術品・美術品を巡るスキャンダルを通
じて、名だたる美術商やオークション・ハウスの関係者、博物館・美術館のキュレーターで
あっても、外国から不正流出した文化財の闇取引に何らかの形で関与していることが明ら
かになっている547。また、古美術品・美術品の中でも、とりわけ考古学的ないし歴史的な発
掘物のように未登録の物に関しては、合法的な市場と非合法的な市場と境界が曖昧になっ
ている（＝グレーな市場である）といわれる548。この問題の背景には、他の市場における取
以下では、Wantuch-Thole に従い、
「需要減少アプローチ」という。Wantuch-Thole, supra
note 26, p. 6. なお、後述する Mackenzie の見解（see infra note 562）も参照。同様の立場を支
持するものとして、以下に挙げる文献がある。See, e.g., Morag M. Kersel, From the Ground to
the Buyer: A Market Analysis of the Trade in Illegal Antiquities, in Neil Brodie et al (eds.),
Archaeology, Cultural Heritage, and The Antiquity Trade (University Press of Florida, 2006), p. 188;
Kenneth Polk, The Trade in Antiquities: Is it Time for Additional Approaches to Reducing Destruction
and Theft, in Lyndel V. Prott et al (eds.), Realising Cultural Heritage Law: Festschrift for Patrick
O’Keefe (Institute of Art and Law, 2013), p. 111; Roodt, supra note 26, pp. 21-25. なお、ユニドロ
ワ条約（1995 年）における補償に関する「正当な注意」という概念についての議論におい
て、この需要サイドの規制という考えが採られていたことは既に触れた通りである（第 2 章
第 1 節二参照）
。
547 See e.g., Prott, supra note 326, p. 237-239. 同論文では、著名な古美術品・美術品市場関係
者が文化財の不正取引に関与した、以下のような代表的な事件が紹介されている。Id. pp.
237-238. 例えば、①イギリスの第 7 代ノーサンプトン伯爵（7th Marquess of Northampton）
は、1982 年頃、イギリスの二大オークション・ハウスの一つである Sotheby’s の会長も務め
た故 Peter Wilson から、後期ローマ帝国時代の銀製の器（通称、
「Sevso Treasures」）を購入し
たが、後に、添付されていた輸出許可証がねつ造されたものであることが判明した事件（詳
しくは Neil Brodie, Thinking Some More about the Sevso Treasure, 12 Jornal of Art Crime 3 (2014)
参照）
、②ニューヨークの美術商である Robert Haber により購入されその顧客に売却された
金製の平皿（Gold Phiale）について、アメリカへの持ち込みの際に提出された税関書類では
原産地がスイスと記されていたものの、実際はイタリア・シチリア島において盗掘された後
に不法に輸出されたものであったことが判明した事件（なお、当該平皿は米国当局により没
収され、最終的には、イタリアへと返還された。United States v. An Antique Platter of Gold, 991
F. Supp. 222 (S.D.N.Y. 1997); aff’d, 184 F.3d 131 (2nd Cir. 1999). 後掲注 780）
、及び、それに対
応する本文も参照。同事件について、詳しくは、Carla J. Shapreau, Second Circuit Holds in
Customs Forms Warrant Forfeiture of Ancient Gold Phiale – Holtly Contested Foreign Patrimony
Issue Not Reached by the Court: United States v. An Antiquity Platter of Gold, 9 International Journal
of Cultural Property 49 (2000) 参照）
、③米国国務省・教育文化事業局（Bureau of Educational
and Cultural Affairs）内でユネスコ条約（1970 年）の締結に関する諮問等を行ってきた「文
化財諮問委員会
（Cultural Property Advisory Committee）
」のメンバーでもあった美術商 Michael
Ward が経営するギャラリーに、ギリシャ・アイドニア（Aidonia）の財宝が展示されており、
当該財宝についてギリシャが返還請求を行った事件（Hellenic Republic v. Michael Ward, Inc.
et al, No. 93-cv-03493 (S.D.N.Y. Jan. 5, 1994). なお、最終的には任意で返還されたという。See
Stamatoudi, supra note 307, p. 246）である。その他、名だたる美術商自身が刑事訴追される
事件（後掲注 776）
、及び、それに対応する本文参照）も挙げられている。
548 See, e.g., Blythe A. Bowman, Transnational Crimes against Culture: Looting at Archaeological
546
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引とは異なり、アート市場での取引の際には、物の「出自ないし原産地（provenance）」、す
なわち、以前の所有の歴史や発掘された場所や時に関する記録549が問われないことが通常
であるという特殊性があることが指摘されている550。
このような古美術品・美術品市場の特殊性という指摘に関して重要となる研究として、市
場の関係者への聞き取り調査等を通じ、古美術品市場の秘匿性やそこでの取引のメカニズ
ムを明らかにした Mackenzie による犯罪社会学研究が挙げられる551。同研究は、主に、博物
館・美術館や、オークション・ハウスの代表者、美術商、収集家、考古学者、法律家等に対
するインタビュー調査を通じて552、原産地について調査しないことや原産地を問わないこ
とが古美術品市場（the antiquites market）553において慣行となっていることを明らかとした
554。同研究において行われたインタビューでは、このように市場参加者が原産地を問わない

理由として、競争の維持や売主の権利保護、原産地が不明であることが必ずしも不正取引文
化財であることを意味しないこと、合法的な発見物であると考えられること、等が挙げられ
ている555。この調査結果を受け、Mackenzie は、確かに「取引は『信用』に基づき行われて
いるものの、信頼できる原産地証明のように客観的で検証可能な信頼の基礎が存在しない
場合であっても、結局のところ、盗品の問題に構うことなく、手に入る物は何でも購入する、
という率直な判断に至るのである」と述べ556、古美術品取引市場が限りなくグレーな性質を
有することを指摘する。結論として、Mackenzie は、古美術品に関する以前の所有の歴史や

Sites and the "Grey" Market in Antiquities, 24 Journal of Contemporary Criminal Justice 225 (2008);
Roodt, supra note 26, pp. 21-22; Simon R. Mackenzie & Donna Yates, What is Grey about the “Grey
Market” in Antiquities?, in Jens Beckert & Matías Dewey (eds.), The Architecture of Illegal Markets:
Towards an Economic Sociology of Illegality in the Economy (Ocford University Press, 2017), p. 71.
549 See, e.g. Wantuch-Thole, supra note 26, p. 19, footnote 73.
550 Prott, supra note 326, pp. 238-240.
551 Simon R. Mackenzie, Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities (Institute
of Art & Law, 2005). なお、犯罪学の観点からの研究としては、Mackenzieの研究に先立つも
のとして、Christine Alder & Kenneth Polk, Stopping This Awful Business: the Illicit Traffic in
Antiquities Examined as a Criminal Market, 7 Art, Antiquity and Law 35 (2002)がある。See also,
Blythe B. Proulx, Organized Criminal Involvment in the Illicit Antiquities Trade, 14(1) Tredns in
Organized Crime 1 (2011), pp. 5-6.
552 同研究における中心的なサンプルは、7 つの都市（メルボルン、ニューヨーク、ロンド
ン、ジュネーヴ、バンコク、チェンマイ、香港）で活動する計 29 名のインタビューである
とされる。Id. p. 255.
553 Mackenzie によれば、市場取引される古美術品は、以下の 3 つに分類されるという。す
なわち、①考古学者といった発掘許可を有する者によって発掘されたもの（→合法的な市
場）
、②発掘許可を有しない者により発掘され、長期間に亘り市場に存在しているか、又は
将来市場に置かれる可能性のある私的収集品に加えられている「不正に取得された古美術
品（looted antiquites）
」
（→グレーな市場）、③新たに発掘された不正に取得された古美術品
（→非合法的な市場）
、である。Id. pp. 4-5.
554 Id. pp. 32-47.
555 Id. pp. 47-60.
556 Id. p. 61. なお、インタビュー・データの重要な部分を占めるものではないものの、原産
地について十分な調査を行うと答えた市場関係者も存在したことにつき、id. p. 229 参照。
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発掘された場所や時に関する記録を保存しつつ、合法的な古美術品市場を維持するために
は557、罰則による抑止力に頼るのみでは不十分であり558、古美術品の価値や不正に取得され
た古美術品の問題に関する輸出国・原産国の市民や市場関係者に対する教育が必要である
とする559。そして、上述した罰則と教育という 2 つのメカニズムを通じて、非合法的に取得
された古美術品を購入する動機を減少させること560、すなわち、非合法的に取得された古美
術品に関する市場の需要を減少させることが重要であることを強調する 561。このように、
Mackenzie は、需要サイドの規制を重視する上述の「需要減少アプローチ」の重要性を指摘
するのである562。
（4）以上のように、国境を越えた文化財の不正取引の問題に対しては、国家保護主義ア
プローチをとる国々と自由市場主義アプローチをとる国々とが対立してきた。この政治的
ないしイデオロギー的な対立は、文化財に関する各国の不正流通規制の多様性や国際的な
法的枠組みの形成過程・交渉過程において顕著に現われていたといえる。ただし、このよう
な根深い対立に対して、近時は、文化財の不正取引に関するスキャンダルや社会学的研究を
通じて古美術品・美術品市場の特殊性が明らかになる中で、
（グレーである）市場側の需要
を減少させることが鍵であると考える新たなアプローチ（需要減少アプローチ）が登場して
いることを指摘した。このような古美術品・美術品市場の特殊性は、ユニドロワ条約（1995
年）の制定過程や EU 指令の 2014 年改正の際にも意識されていたものであったといえる。
この政治的ないしイデオロギー的な対立を抵触法上どのように評価するかという点は、国
境を越えた文化財の不正取引の問題に対する抵触法的対応を考える上で重要となる563。

第 II 部

抵触法

第 I 部では、文化財の不正流通規制に関する国内法及び国際法上の枠組みを概観した。そ
こでの分析からは、文化財に対する国家保護主義と自由市場主義との対立が明らかとなっ
た。前者のアプローチを採る国々では、文化財の発掘・譲渡・輸出について厳しい規制が行
われる一方、後者のアプローチを採る国々では、より緩やかな規制が行われるかほとんど規
制が行われていなかった。国際的な枠組みも、この政治的ないしイデオロギー的な対立の影
響から、必ずしも奏功しているとは言い難い状況にあることが分かった。
このように国際的な枠組みが十分に機能しない場合、外交ルートや民間ルートを通じた
交渉の可能性を別にすれば、国際民事訴訟において外国文化財の返還訴訟が行われること
557

Id. p. 228.
Id. pp. 234.
559 Id. pp. 234-237.
560 Id. pp. 249-250.
561 Id. p. 253. そのためには、市場取引の対象となる古美術品の合法性を証明する登録制度
の充実が前提となるとしている。Id. pp. 237-243.
562 Id. pp. 248-249. そこでは、以下の文献が引用されている。Michael Sutton, Handling Stolen
Goods & Theft: A Markt Reduction Approach, Home Office Research Study 103 (Home Office, 1998).
563 この点については、第 4 章において検討する。
558
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が考えられる。また、私人間の契約を巡る争い等返還請求以外の場面でも、外国の文化財不
正流通規制法上の効力が問題となることが考えられる。それでは、このような場合、外国の
文化財不正流通規制法上保護される文化財に対する権利や利益は、伝統的な抵触法理論・規
則上どのように処理されるのか。また、国境を越えた文化財の不正取引の抑制が国際社会に
とってますます喫緊の課題となる中で、その防止のための国際的な枠組みが十分に機能し
ていないという状況において、かかる伝統的な抵触法理論・規則に従った処理が妥当である
といえるのであろうか。
以下では、第 4 章において国境を越えた文化財の不正取引に関する抵触法的対応を検討
する前提として、第 3 章において、文化財の返還請求が問題となる場合と返還請求以外が問
題となる場合のそれぞれにつき、諸外国の裁判例、立法、及び、学説上の議論を分析するこ
とで、問題状況を明確にすると共に抵触法上の処理に関する近時の動向を確認する。
第 3 章 各国の裁判例・立法・学説
本章では、
国境を越えて取引された文化財に対する返還請求が問題となる場合（第 1 節）
、
及び、返還請求以外の請求が問題となる場合（第 2 節）における諸外国の裁判例及び関連す
る立法・学説上の議論を概観し、どのような形で外国の文化財不正流通規制が処理ないし議
論されているのかという点について確認する。
第 1 節 返還請求が問題となる場合
本節では、O 国から他国へと流出した文化財につき、当該文化財の所在地である法廷地国
F 国の裁判所において、本来の所有者によりその返還請求が求められる場合に、各国裁判例、
立法、及び、学説上、どのような議論がなされているのかについて確認する。返還請求が問
題となる場面としては、①本来の所有者である私人が私法上の所有権を主張して返還請求
を行う場合と、②O 国自らが、自国の文化財不正流通規制上国家に付与される権利ないし利
益に基づく返還請求を行う場合とがある。
以下では、まず、①②双方の場合に関わる法的問題として、物権変動に関する準拠法の選
択・適用の問題を取り上げる（一）
。次に、②の場合に特有の問題として、外国国家による
当該国の文化財不正流通規制に基づく返還請求が許容され得る否か、という問題を取り上
げる（二）
。
一

返還請求一般に関する問題

盗取ないし不法に輸出されたと主張される文化財の返還請求が問題となる場合には、以
下の点が問題となる。詳しくは後述するが、伝統的な準拠法選択規則によれば、動産又は不
動産の物権に関する問題については、その目的物の所在地法（lex rei sitae）が適用される（所
在地法主義）
。また、物権変動に関する諸問題については、英米法系諸国、大陸法系諸国の
如何を問わず、
「原因となる事実の完成当時の物の所在地法」を適用するというのが一般的
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である564。我が国裁判例上も、ドイツで新規登録されたもののイタリアで盗難された後に複
数の国における譲渡を経て、我が国において被告により取得された自動車について、元の所
有者と保険契約を締結した保険会社である原告がその引渡し等を求めた事件において、裁
判所は、動産の物権変動についてはその原因事実の完成時における目的物の現実の所在地
法を適用されると判断し、結論として原告の請求を退けたものがある565。
物権に関する上述の所在地法主義は、盗取や不法輸出によって O 国から不正に流出した
文化財との関係でも妥当するものと考えられてきた。すなわち、多くの国の裁判例は、盗取
や不法輸出によって O 国から不正に流出した文化財についても、その物権準拠法である原
因事実の完成時における物の所在地法上、当該文化財に関する有効な所有権の譲渡（即時取
得、時効取得等）が認められるときは、当該文化財に関する正当な所有権が第三者に移転す
ることを認めてきたのである。この裁判実務を問題視する一部の学説は、文化財の物権準拠
法、とりわけ盗品ないし不法に輸出された文化財の物権準拠法については、原因事実の完成
時における物の所在地法を適用する通常の準拠法選択規則に服させるのではなく、特別な
準拠法選択規則を設けるべきである、と主張してきた。
以下では、まず、大陸法系諸国及び英米法系大陸法系における裁判例を紹介し、O 国から
不正に流出した文化財に関する物権準拠法の選択・適用に関する問題状況を明確にする（1.）
。
次に、各国実質法上、盗品や遺失物の第三者による所有権取得に関してどのような法制度が
採られているのか、という点について確認した上で、各国の抵触法規則による立法論的対
応・学説上の議論について言及する（2.）
。
1. 裁判例
A. 大陸法系諸国
大陸法系諸国の裁判例においては、伝統的な準拠法選択規則（所在地法主義）に従って原
因事実の完成当時の所在地法が適用された上で、同法上、善意取得の要件が充される場合に
は元の所有者はその所有権を喪失したとして、返還請求が棄却されてきた。このような判断
を行った代表的な裁判例として、ここでは、2 つの裁判例を取り上げる。

本節一 2.A.（特に、後掲注 647）に対応する本文及びそれに続く箇所）参照。
最三小判平成 14 年 10 月 29 日民集 56 巻 8 号 1964 頁。同事件において、最高裁第三小
法廷は、まず、我が国の準拠法選択規則である法例 10 条 2 項〔通則法 13 条 2 項〕の解釈と
して、
「目的物が有体物であるときは、同項にいう所在地法とは･･････その物理的な所在地
の法をいうものと解するのが相当である」とした上で、
「即時取得における所有権取得の原
因事実の完成時は、買主が本件自動車の占有を開始した時点である」と判示し、運行の用に
供し得る状態になったときにおいてはその物理的な所在地法が、運行の用に供しうる状態
になっていたときにおいてはその利用の本拠地の法が適用される、とした。結論として、被
告へと至る取得者について、準拠法である日本法上の即時取得の成立を認め、原告の請求を
認めた原判決を破棄している。なお、後半の判旨については、学説上、日本法が準拠法とな
ることを前提とした判示であるのではないかという疑問が呈されている（横溝大〔判批〕法
協 120 巻 7 号（2003 年）1463 頁、1472 頁参照）。
564
565
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【裁判例 1】フランスの duc de Frias c. baron Pichon 事件判決566
〔事実〕スペイン・ブルゴス大聖堂の修道院長は、同大聖堂が有していた聖体容器（チボ
リウム）をコレクターA（訴外）に売却した。A は、同聖体容器をフランスに持ち出し、Y
（被告）に譲渡した。その後、同聖体容器を同教会に寄付した者の後継人である X（原告）
は、Ｙに対する同聖体容器の返還請求訴訟をフランス裁判所に提起した。スペイン法上、教
会に帰属する動産文化財は譲渡が禁止されており、善意取得も認められないという事情が
あった。
〔判旨〕裁判所は、譲渡禁止を定めるスペイン法がフランスにおける当該聖体容器の譲渡
について効力を有することはないとした上で、動産の占有の問題に関して、
「フランス民法
典 2279 条〔現民法典 2276 条〕により課される規則を命じている社会的秩序の利益は、フラ
ンス法のみが適用されることを要求する」567として、同聖体容器の Y による取得当時の所
在地法であるフランス法を適用した。結論として Y による善意取得を認めた（請求棄却）
。
【裁判例 2】イタリアの Ministero Francese dei beni culturali v. Ministero per I beni culturali e
ambientali e De Contessini Livio 事件判決568
〔事実・判旨〕フランス・リオンの公共建物から盗取されたタペストリーであり、フラン
スの文化財不正流通規制法上は、譲渡不可能能（inaliénable）である物について、その購入
者であるイタリア人 Y（被告）に対しフランス政府 X（原告）により返還請求がなされた。
だが、裁判所は、原因事実の完成当時の所在地法としてイタリア法を適用し、Y による善意
取得を認めた（請求棄却）
。
B. 英米法系諸国
上述した大陸法系諸国における裁判例と同様、英米法系諸国であるイギリスの裁判例上
も、物権変動につき所在地法主義が採られている（B-1.）
。これに対して、準拠法選択の柔軟
化を志向するいわゆる抵触法革命569を経たアメリカにおいては、所在地法主義に依拠する
ことなく準拠法を選択・適用する裁判例も見受けられる（B-2.）
。
B-1. イギリス
イギリスにおける重要な裁判例として 2 つの裁判例を挙げる。
【裁判例 3】Winkworth v. Christie’s, Manson & Woods Ltd570事件判決
〔事実・判旨〕本件では、イギリスにおいてイギリス人所有者 X（原告）から盗難され、
イタリアにおいて売却された後に、イギリスのオークションに出品された根付について、X
566

17 avril 1885, 13 Clunet 593 (1886).
Id. p. 595.
568 Tribunale di Rome 27 June 1987, 71 Rivista di diritto internazionale 920 (1988); Corte di
Cassazione 24 November 1995, n. 12166, 33 Rivista di diritto internazionale privato e processuale
427 (1997).
569 後掲注 591）
、及び、対応する本文並びにそれに続く箇所参照。
570 [1980] 2 WLR 937.
567
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がオークション会社 Y（被告）に対して自らの所有権に基づき返還請求を行った。だが、裁
判所は、当該根付の売却を Y に依頼した A（訴外）が売買契約を締結した当時の所在地法
としてイタリア法を適用するとした上で、同法上被告 Y による善意取得が成立すると判断
した（請求棄却）
。
〔コメント〕Winkworth 事件判決は、イギリス国内実質法によれば盗品の善意取得は認め
られず、提訴時効の制限にもかからないにも拘わらず、準拠法選択規則を介して盗品の善意
取得を認めるイタリア法を適用することにより、結論として善意取得の成立を認めたもの
である。このことから、同判決は、善意取得に関する法制度と、所在地法主義に基づく準拠
法選択規則とが組み合わされた場合の問題点を例証する裁判例として、学説上しばしば批
判的に言及される571。
【裁判例 4】The Islamic Republic of Iran v. Denyse Berend 事件判決572
〔事実〕フランスに居住するフランス人 Y（被告）は、1974 年にニューヨークのオーク
ションにおいて、イラン南西部にあるアケメネス朝ペルシャの首都遺跡の石灰岩残像物（以
下、
「本件文化財」という）を購入し、代理人を通じて、フランスにおいてその引渡しを受
けた。その後、本件文化財はフランスにある Y の手元にあったが、Y は、本件文化財を売
却するに当たり、2005 年にロンドンのオークションに出品した。これを知ったイラン共和
国政府 X（原告）は、オークションへの出品の差止命令を得た上で、本件文化財はイラン法
573上、同国の国有財産に含まれるとして、Y

に対する本件文化財の返還請求訴訟をイギリス

裁判所に提起した。X は、Y が本件文化財の引渡しを受けた当時の所在地法であるフランス
法が属するフランスの裁判所は、同国が加盟するユネスコ条約（1970 年）574等の国際的な
文化財保護政策に鑑み、イラン法を適用ないし考慮すると考えられるから、イラン法への広
義の反致575が成立するとして、イギリス裁判所はイラン法を適用すべきであることを主張
571

Alejandro M. Garro, The Recovery of Stolen Art Objects From Bona Fide Purchasers, in Pierre
Lalive (ed.), International Sales of Works of Art, Geneva Workshop 11-13 April 1985, p. 503, pp. 509511; Prott, supra note 25, p. 257, 261, pp. 263-264, p. 268; UNIDROIT 1986 Study LXX-Doc. 1 pp.
19-20, available at < http://www.unidroit.org/english/documents/1986/study70/s-70-01-e.pdf>; 河
野・前掲注 21）30 頁。
572 [2007] EWHC 132 (QB). For case note, see Adrian Briggs, The Law which determines Title to
Movable Cultural Property, 69 British Yearbook of International Law 628 (2007), pp. 628-630; Derek
Fincham, Rejecting Renvoi for Movable Cultural Property: The Islamic Republic of Iran v. Denyse
Berend, 14 International Journal of Cultural Property 111 (2007). 同事件の邦語での紹介として、
樋爪・前掲注 21）225-226 頁がある。
573 判決文には、具体的な法規の名称は登場しないものの、本件文化財は 1930 年代の発掘作
業において発見されたことや、関連するイランの法規は 20 世紀前半におけるものであるこ
とが記載されている。Id. para 2. なお、争点として、本件文化財は「それがイランから輸出
される直前に（immediately before）原告の財産となった」ことが挙げられている。Id. para 5.
574 第 3 章第 1 節一参照。
575 「反致（renvoi）
」とは、法廷地の準拠法選択規則によって指定された準拠法の所属国の
準拠法選択規則が、法廷地法又は第三国法を準拠法として指定している場合に、準拠法所属
国の観点を尊重して、法廷地法又は第三国法を適用することをいう。参照、中西ほか・前掲
注 1）81 頁。
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した576。
〔判旨〕裁判所（Eady 判事）は、以下のように判示し、X の主張を退けた。まず、Eady
判事は、両当事者も認めるように、本件と同種の事案においてフランス裁判所が所在地法主
義に対する例外を支持した公表判例が存在しないことを確認する577。その上で、準拠法の特
定に関しては、第 1 に、イギリス抵触法の問題として、動産について反致が適用されるべき
か否か578、第 2 に、仮に本件がフランス裁判所において争われた場合、同裁判所がイラン法
を適用するか否か579、という点が問題となるとした。Eady 判事は、以下のように述べ、第
1 の問題に否定で答えた上で、念のため判断した第 2 の問題についても否定的に答えている
580。すなわち、Eady

判事は、第 1 の問題について、如何なる事情の下で反致を認めるか否

かは政策の問題であるとした上で581、動産について反致を認めた先例が存在しないことを
挙げつつ、所在地法主義を採る動産の所有権の準拠法選択に関して反致を認める政策的な
理由はないとした582。なお、この際、Eady 判事は、
「国宝や国家遺跡を扱う際に、一般的に
由来国法（the law of the state of origin）を適用することが望ましいとする多数の理由を考え
ることができるものの、それは、政府が適切だと判断した際に決定し実施する事項である」
583と述べ、外国文化財の保護といった問題は基本的には政府に委ねられる問題であるとい

う姿勢を示している。準拠法の特定に関するこのような判断の結果、本件文化財の所有権に
関する準拠法であるフランスの国内実質法上584、Y による善意取得及び時効取得が成立す
るとして585、X 敗訴の判決が下された。
〔コメント〕Berend 事件判決は、上述した Winkwoth 事件判決と同様、目的物に関する所
有権譲渡当時におけるその所在地法を適用したものであるが、X によって物権に関する反
致の主張がなされた点に特徴がある。学説上、同判決については、動産について反致が適用
されるべきか否かという問題に関し、かかる事案で反致を認めたイギリスの先例が存在し
ないことは、直ちに、本件において反致を否定する理由にはならないという指摘がある586。
そして、仮に準拠法所属国であるフランスの抵触法上イラン法が適用されることが証明さ

なお、X は、本件文化財は上記首都遺跡と一体化した「不動産」であることから、その
所在地であるイランの法が準拠法となるという主張も行っていたが、2006 年 9 月の Irwin 判
事による命令により、イギリス法上もフランス法上も本件文化財は動産である旨の修正を
受け、この点の主張を取り下げている。Berend, supra note 572, para 4, 7.
577 Berend, id. para 9.
578 Id. paras 19-33.
579 Id. paras 34-56.
580 Id. para. 56. 第 2 の問題に対する Eady 判事の結論は以下の通りである。すなわち、フラ
ンス裁判所は、
（a）本件請求を「公法」に基づく請求として性質決定した上で、
（b）例外を
認めることを否定し、
（c）裁判管轄を認めない可能性がある。Ibid.
581 Id. para. 20.
582 Id. paras. 23-24, 31.
583 Id. para 30.
584 Id. para 31.
585 Id. paras 32-33.
586 Briggs, supra note 572, p. 629.
576
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れれば、問題は、イギリス抵触法上の所在地法主義規則に最も忠実に効果を付与するのがフ
ランス国内実質法の参照か、あるいはフランス抵触法の参照か、という問いであったとされ
る587。このように、同判決については、動産の準拠法に関する反致の是非に関する判決の理
由付けや、踏み込んだ政策判断が行われなかった点588に、若干の批判がある。
学説上は、国際民事訴訟である本件において裁判所が反致を用いてイラン法の適用を認
めることは、イギリス裁判所での産出国による返還請求を劇的に促進させ、イギリスにおい
て行われる大量の古美術品取引に重大な影響を与えるため、かかる判断を裁判所が行うこ
とには躊躇があったことが推測されている589。このように、Berend 事件判決は、反致という
抵触法上の法技術を用いて所在地法主義と由来国法の適用との間で一定の調整を行う可能
性を示すと同時に590、裁判所がそのための政策判断を行うことの困難を証明した判断であ
るといえよう。
B-2. アメリカ
次に、アメリカ裁判例として重要なものを 3 つ挙げる。従来、アメリカの裁判例上も、上
述した他国裁判例と同様、所在地法主義に基づく準拠法選択が行われてきた。これに対して、
1950 年代から始まるアメリカ抵触法革命591を受け作成された「抵触法第 2 リステイトメン
ト（Restatement of Conflict of Laws [Second]）
」
（1971 年）592により、事案毎に最も密接に関連
する法を探求することを求める593柔軟な準拠法選択ルール594が導入されたことを契機とし
て、関連する実質法上の利益を衡量することで準拠法を決定するという利益分析（interest
Ibid. また、Briggs は、不法行為の準拠法について反致を認めたオーストラリアの裁判例
Neilson v. Overseas Projects Corp of Victoria [2005] HCA 54, (2005) 233 CLR 331. を挙げる。Id.
p. 630.
588 See also, Fincham, supra note 572, p. 115.
589 Id. pp. 117-118.
590 樋爪・前掲注 21）226 頁参照。
591 抵触法革命とは、一般に、硬直的で機械的な準拠法選択を行う伝統的な抵触法理論を批
判した上で、具体的事案における関係する各国実質法上の目的ないし政策を考慮し、適用す
べき法を決定すべきである、という考えに基づくアメリカ国内での一連の議論を指す（溜池
良夫
『国際私法講義
［第 3 版］
（有斐閣、
』
2005 年）
54 頁以下参照）。See also, Symon C. Symeonides,
American Private International Law (Kulwer Law International, 2008), pp. 92-131.
592 抵触法第 2 リステイトメントとは、アメリカ法律協会（American Law Institute）がアメリ
カ国内の抵触法判例を整理し条文の形で再叙した文書のことを指す。法的拘束力はないも
のの、高い権威を有し、各州の裁判所においてしばしば参照される（中西ほか・前掲注 1）
37 頁等参照）
。
593 See Symeonides, supra note 591, p.p. 104-105.
594 同リステイトメント第 6 章では、一般原則として、準拠法の決定に当たって裁判所が考
慮すべき 6 つの要素（(a)～(f)）が例示列挙される。
“(a) the needs of the interstate and international systems, (b) the relevant policies of the forum, (c) the
relevant policies of other interested states and the relative interests of those states in the determination
of the particular issue, (d) the protection of justified expectations, (e) the basic policies underlying the
particular field of law, (f) certainty, predictability and uniformity of result, and (g) ease in the
determination and application of the law to be applied.”
587
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anaylsis）アプローチを採用する裁判例が登場している595。
【裁判例 5】Kunstsammlungen zu Weimar v. Elicofon 事件判決596
〔事実〕アメリカ人である Y（被告）は、1946 年にニューヨークにおいて、米国の退役
軍人 A からドイツ画家アルブレヒト・デューラー（Albrecht Dürer）の絵画（以下、
「本件絵
画」という）を購入した597。本件絵画は、1927 年以降、テューリンゲン州（Land Thüringen）
が所有しており、1943 年まで同州の州都ワイマールにあるワイマール美術館に展示されて
いた598。第二次世界大戦の勃発後、ワイマールへの砲撃を恐れた同美術館の館長により、同
美術館からシュヴァルツブルク城（Schloss Schwarzburg）の倉庫に保全のために移されてい
たが、連合国軍による占領下の 1945 年に紛失していた599。1966 年に Y が本件絵画を所有し
ている事実600を知ったドイツ連邦共和国（旧東ドイツ建国後は、ワイマール美術館）X（原
告）は、テューリンゲン州の法的継承者として有する自らの即時占有（immediate possesion）
権に基づき、Y に対して本件絵画の動産占有回復訴訟（replevin action）601を提起した。
〔判旨〕請求認容。
ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所は、以下のように述べ、本件絵画の所有権の問題
に関する準拠法としてニューヨーク州法を適用した上で、同州法上善意取得は認められな
いと判断した。まず、ニューヨーク州の法選択規則によれば、所有権移転の有効性に関して
は、問題となる財産がその所有権の移転当時所在していた地の法、つまり、本件絵画が X に
売却された地であるニューヨーク州法が適用される602。さらに、仮に本件事案について「重
要な関連性（significant relationship）
」の分析を当てはめたとしても、ドイツ法ではなくニュ
ーヨーク州法の適用が導かれる603。というのも、Y が本件絵画を購入しかつ保持するニュー
ヨークの方が、盗難発生地であるドイツよりも本件事案に密接な関連性を有していること、
そして、
「ニューヨーク州の政策は、自州民である所有者を保護することではなく、取引の
清廉さ（integrity）を保ちつつ自州が盗難品のマーケットプレイスになることを防ぐための
595

See Laurie Frey, Bakalar v. Vavra and the Art of Conflicts Analysis in New York: Framing a Choice
of Law Approach for Moveable Property, 112 Columbia Law Review 1055 (2012), p. 1058.
596 536 F. Supp. 829 (E.D.N.Y. 1981), aff’d 678 F. 2d 1150 (2d Cir. 1982). See also, Garro, supra note
571, pp. 505-509.
597 Elicofon, id. p. 830.
598 Id. p. 831.
599 Ibid. 判決文では、1945 年 6 月 19 日から 12 日の間に上記城から盗取されたことに疑い
はない、という事実認定がなされている。Id. p. 839, 845.
600 Id. p. 830.
601 動産回復（replevin）とは、動産が不当に盗まれ又は不法に留め置かれている場合に、そ
の所有者又はその占有を主張する者による、当該動産の回復を可能とする訴訟のことをい
う。原告側は、動産回復という救済を得るために、当該動産に対する権原ないし占有権、当
該動産が不法に留め置かれている事実、及び、被告が不当にその占有を行っている事実を証
明する必要があるとされる。Barbara T. Hoffman, International Art Transactions and the Resolution
of Art and Cultural Property Disputes: A United States Perspective, in Barbara T. Hoffman (ed.), Art
and Cultural Heritage: Law, Policy and Practice (Cambridge, 2006), pp. 159-177, p. 169.
602 Elicofon, supra note 596, pp. 845-846.
603 Id. p. 846.
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手段として、所有者一般を保護することである」604ことから、ニューヨーク州法が本件事案
に適用利益を有するといえるからである。
〔コメント〕Elicofon 事件判決は、善意取得の問題を判断する準拠法の決定に際して、所
在地法主義に従う一方で利益分析について言及する点で、判例の転換点を成すといわれる
裁判例である605。同判決では、伝統的な所在地法主義に従い本件絵画の所有権移転当時の所
在地法であるニューヨーク州法が準拠法として選択されたが、その際、いわゆる利益分析ア
プローチに従い、事案と関係する法秩序との関連性や関連する実質法上の利益ないし政策
についても検討されている点が注目される。このことから、学説上、同判決は、伝統的な抵
触法規則と抵触法第 2 リステイトメントによる現代的なアプローチとの混合アプローチで
あると評価されている606。
これに対して、近時、所在地法主義を放棄した上で、利益分析に基づく柔軟な準拠法選択
を行うべきであると正面から判断した判決がある。次に紹介するBakalar事件控訴審判決で
ある。
【裁判例6】Bakalar v. Vavra and Fischer事件控訴審判決607
〔事実〕美術品の収集家であるマサチューセッツ州民X（原告）は、1963年にニューヨー
クのギャラリーAから、オーストリアの画家エゴン・シーレ（Egon Schiele）の絵画（以下、
「本件絵画」という）を購入した。Aは、本件絵画を1956年9月にスイスのギャラリーBから
購入しており、そのBは、同年2月と5月に故ユダヤ人Cの義妹Dから本件絵画を購入していた
608。Xが2005年に当該絵画をニューヨークのオークションに出品しようとした際、本件絵画

がナチスの略奪品であるとの疑いが生じたため、Xは、本件絵画がCからナチスにより略奪
されたと主張するCの相続人Y1及びY2（被告）に対して、自らが本件絵画の正当な所有者で
あることの確認を求め本件訴えを提起した。Yらは、反訴として、Cの相続人として当該絵
画の所有権を有することを主張した。
原審であるニューヨーク州南部地区連邦裁判所は、まず、1956年2月と5月に行われた取
引による所有権移転の問題につき、当時の本件絵画の所在地法であるスイス法が適用され
604

Id. p. 846.
See Frey, supra note 595, p. 1070. その他、Elicofon 事件判決【裁判例 5】（前掲注 596）に
対応する本文、及び、それに続く箇所参照）の枠組みに従った上で、利益分析アプローチに
おいても、所在地法は依然として重要な要素であるとして、所有権譲渡が行われたフランス
法（所在地法）を物権準拠法として適用したもの（The Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem
v. Christie’s, INC, 1999 US Dist. LEXIS 13257）がある。See also, Frey, supra note 595, pp. 10721073.
606 Monique Lee, A Choice of Law Dilemma: The Conflict and Reconciliation of Laws Governing
Cross-Border Transfers of Stolen Art, 7 Cardozo Public Law, Policy & Ethics Journal 719 (2009), pp.
745-756. See also, Frey, supra note 594, p. 1071.
607 550 F. Supp. 2d 548 (S.D.N.Y. May 30, 2008); Bakalar v. Vavra, 2008 WL 4067335 (S.D.N.Y.
Sept. 2, 2008), vacated and remanded, 619 F.3d 136 (2d Cir. 2010); on remand, 819 F. Supp. 2d 293
(S.D.N.Y. 2011), aff’d, No. 11-4042 (2d Cir. N.Y. 11 October 2012), reh’g denied, No. 114042 (2d Cir.
N.Y. 28 December 2012). For case note, see Frey, supra note 595.
608 619 F.3d 136 (2d Cir. 2010), p. 139.
605
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るとした上で609、スイス法が公序に反するとのYの主張についても、「法選択規則に従った
本件外国法の適用がナチスにより盗取された美術品の回復を妨げるとしても、元の所有者
の保護に関するニューヨークの利益が本件外国法の適用よりも重要と考えられることはな
い」610と述べ、その点に関するYの主張を退けた。その上で、同裁判所は、スイス法上、B
による本件絵画の善意取得が成立すると判断し611、Xが本件絵画の正当な所有者であるこ
とを認めた612。Yら上訴。
〔判旨〕原審判決破棄・差戻し613。
連邦第2巡回区控訴裁判所は、まず、伝統的な所在地法主義を放棄する旨判断した先例614
を引用しつつ、上述したElicofon事件判決【裁判例5】615においては部分的に依拠されていた
所在在地法主義は、
「もはやニューヨークにおける現在の法選択規則を正確に反映していな
い」616とする。その上で、物権準拠法の問題につき、
「ニューヨークの法選択規則は『利益
分析』の適用を要求し、それによれば、
『当該訴訟に最も大きな利益を有する法域の法が適
用される』
」617とする。そこで本件についてみると、本件事案はスイスとの関連性を欠く一
方で618、ニューヨーク州には自州が「盗難品のマーケットプレイスになることを防止するこ
と」
（上記Elicofon事件判決【裁判例5】619の判示を引用）に強い利益が存在することから620、
本件における準拠法はニューヨーク州法であると判断した621。
〔コメント〕このように、Bakalar 事件控訴審判決は、物権変動の準拠法選択規則として
所在地法主義がもはや原則的な準拠法選択規則ではないとした上で、利益分析アプローチ
を正面から採用すべきであると判示した。学説上、同判決に対しては、従来の裁判例とは異
なり同判決が物権変動当時の物の所在地法に十分に重きを置いていないことや、スイス法
の利益やニューヨーク州法の利益分析が不十分であることから、物権準拠法の準拠法に関

609

550 F. Supp. 2d 548 (S.D.N.Y. May 30, 2008), p. 550.
Id. p. 551.
611 Bakalar v. Vavra, 2008 WL 4067335 (S.D.N.Y. Sept. 2, 2008), p. 8.
612 Id. p. 9.
613 なお、差戻し後の連邦地方裁判所は、ニューヨーク州法上、X が当該絵画に対する正当
な所有権を有していることを認めつつも、Y らの反訴は消滅時効にかかるとして、結論とし
て X 勝訴の判決を下している（確定）
。819 F. Supp. 2d 293 (S.D.N.Y. 2011), aff’d, No. 11-4042
(2d Cir. N.Y. 11 October 2012), reh’g denied, No. 114042 (2d Cir. N.Y. 28 December 2012).
614 Karaha Bodas Co., LLC v. Perusahaan Pertambangan Dan Gas Bumi Negara, 313 F.3d 70, 85 n.
15 (2d Cir.2002), citing Istim, Inc. v. Chemical Bank, 78 N.Y.2d 342, 346–47, 575 N.Y.S.2d 796, 581
N.E.2d 1042 (1991).
615 前掲注 596）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
616 619 F.3d 136 (2d Cir. 2010), p. 143.
617 Id. p. 144.
618 Ibid. というのも、スイスのギャラリーB に置かれていた期間は約 5 ヶ月であったからで
ある。
619 前掲注 596）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
620 619 F.3d 136 (2d Cir. 2010), p. 144.
621 Id. p. 146.
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する不確実性を生じさせているとの批判がある622。
最後に、動産回復に関する問題を「物権」ではなく「不法行為」と性質決定することによ
り、所在地法の適用を否定した興味深い事案を取り上げる。
【裁判例 7】Autocephalous Greek-Orthodox Church of Cyprus and The Republic of Cyprus v.
Goldberg 事件判決623
〔事実〕1974 年のトルコ軍による北キプロスへ占領後、キプロスの教会（Panagia Kanakaria
教会）から、初期ビザンチンのモザイク画（以下、
「本件モザイク画」という）が何者かに
よって盗取された。トルコ人美術商 A から本件モザイク画を紹介されたアメリカ人美術商
Y（被告）は、1988 年にドイツ・ミュンヘンからスイス・ジュネーヴの自由港へと移された
本件モザイク画を購入し、アメリカ・インディアナ州に持ち帰った。その上で、Y は、本件
モザイク画をアメリカの美術館 B に売却しようとしたが、B のキュレーターである C が本
件モザイク画について、キプロス共和国政府に通知した。この通知を受けたキプロス教会 X1
及びキプロス共和国 X2（原告）は、1989 年、Y に対する本件モザイク画の動産占有回復訴
訟をインディアナ州南部地区連邦地方裁判所に提起した。なお、本件では、外国国家である
X2 による請求が受理され得るか否かという点についても争われた。この点については、本
章第 1 節二 1.B.において後述する。
〔判旨〕インディアナ州南部地区連邦地方裁判所は、以下のように判示して、インディア
ナ州法を適用し、結論として X の返還請求を認容した。まず、動産占有回復訴訟の請求原
因と類似する「横領（conversion）
」624は「不法行為（tort）
」と性質決定されることから、本
件請求は不法行為に基づく請求として性質決定されると判断した625。また、不法行為準拠法
に関するインディアナ州の法選択規則は、伝統的な不法行為地法の適用を義務付けるもの
ではなく、
「最も重要な関連性（most significant contacts）」を有する地の法の適用を認めるも
のであることを確認する626。その上で、本件においては、Y に対して本件モザイク画に関す
る所有権移転がなされた地、言い換えれば不法行為地であるスイスは、本件当事者らにとっ
てほとんど関連のない地であり、本件モザイク画が同国の市場に置かれたこともないこと
等から、本件事案との重要な関連性を欠くとする627。これに対して、インディアナ州は、Y
が同州の強い関連性を有することジュネーヴから移されて以来、本件絵画は引き続きイン

622

Frey, supra note 595, pp. 1074-1087.
771 F. Supp. 1374 (5 D Ind. 1989), aff’d, 917 F. 2d 278 (7th Cir.1990). For case note, see Quentin
Byrne-Sutton, The Goldberg Case: A Confirmation of the Difficulty in Acquiring Good Title to
Valuable Stolen Cultural Objects, 1 International Journal of Cultural Property 151 (1992); Horatia
Muir Watt, La revindication internationale des biens culturels: à propos de la décision américaine
Eglise Autocéphale, 81 Revue critique DIP 1 (1992).
624 他人の所有する動産に対して、その所有権原を排除するような形で又はその権原と両立
しないような方法で違法な支配を行うことをいう。参照、田中英夫編『英米法辞典』
（東京
大学出版会、1991 年）197 頁。
625 771 F. Supp. 1374 (5 D Ind. 1989), footnote 13.
626 Id. p. 1393.
627 Id. pp. 1393-1394.
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ディアナ州に所在していること等から、同州が本件事案に最も重要な関連性を有しており、
従ってインディアナ州法が準拠法として適用されると判断した628。
同裁判所は、念のための判断として、仮に本件の準拠法がスイス法だった場合に反致629を
認めたときの処理について検討し630、その場合でも本件の結論に変わりがないことを確認
する。同裁判所は、スイスの準拠法選択規則上、原則的には所在地法主義が妥当しているも
のの、
「移動する物（res in transit, goods in transit）
」に関する例外規則があり、当該物につい
ては所在地ではなく仕向地の法が適用されることとなるため、本件でも、仕向地法としてイ
ンディアナ州が適用されると考えられる631、とする。従って、仮に本件準拠法をスイス法と
した上で、反致を認め、当該準拠法所属国の抵触法（スイスの抵触法）を参照したとしても、
スイスの抵触法によりインディアナ州法が指定されるため、本件の結論に変わりはないと
するのである632。Y の上訴を受けた連邦第 7 巡回区控訴裁判所も、上記連邦地方裁判所の判
断を支持する判断を下した633。
〔コメント〕Goldberg 事件判決は、盗取された文化財の動産回復請求を不法行為と性質決
定することで不法行為に関する柔軟な準拠法の選択規則の適用を導いた。その結果、元の所
有者による返還請求が認容されている。学説上、本件では、被告 Y の正統な所有権原（title）
の存在が問題だったことや本件動産占有回復請求は横領といった不法行為に基づく損害賠
償請求から切り離されていたことから、本件裁判所が本件請求を不法行為として性質決定
した点には疑問が呈されている634。
C. 小括
以上、私人や外国国家等による返還請求一般が問題となる場合に生じる問題として、文化
財の物権に関する準拠法選択の問題を取り上げた上で、これに関する大陸法系諸国及び英
米法系諸国における裁判例を整理した。ここでは、大陸法系諸国のみならず、英米法系諸国
においても、裁判例上、基本的には伝統的な準拠法選択規則に従い原因事実の完成時におけ
る物の所在地法が適用されてきたことを確認した。そして、物権準拠法上の善意取得に関す
る要件が充たされれば、当該文化財の所有権が第三者に有効に移転するという処理が行わ
れている。ただし、アメリカにおいては、抵触法革命の影響や動産占有回復というコモン・
ロー上の法制度の理解から、関連する法秩序の政策利益分析や物権とは異なる性質決定を
行うことにより、柔軟な準拠法選択を行う裁判例も見受けられた。

628
629
630
631
632
633
634

Id. p. 1394.
前掲注 575）参照。
771 F. Supp. 1374 (5 D Ind. 1989), p. 1395.
Ibid.
Ibid.
917 F. 2d 278 (7th Cir.1990).
Byrne-Sutton, supra note 623, p.158.
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2. 抵触法規則・学説
ここでは、文化財の物権準拠法に関する抵触法学説上の議論及び立法例について紹介す
る（B.）
。ただし、B において紹介する議論の出発点として、以下の 2 点について確認する
ことが必要となる（A.）
。すなわち、第 1 に、盗品・遺失物である動産が第三者に譲渡され
た場合の各国実質法上の処理方法（A-1.）
、第 2 に、抵触法上、一般に広く支持されている
物権準拠法に関する所在地法主義の根拠、立法例、及び学説上の議論（A-2.）、の 2 点であ
る。
A. 前提
A-1. 実質法：盗品・遺失物が第三者に譲渡された場合の処理
伝統的に、盗品・遺失物である動産が第三者に譲渡された場合の処理方法については、ゲ
ルマン法とローマ法の伝統を受け継ぐ形で 2 つの異なる考えが存在してきたとされる635。
① 大陸法系諸国の多くが影響を受けるゲルマン法においては、「Hand wahre Hand（手は
手を守れ）」という原則により表わされる、以下のような処理がなされていた。すなわち、
「動産の所有者は、自己の意思に基づかずに占有の失われた物（占有離脱物）については、
その所持者に対して返還が請求できるが、自己の意思に基づき委ねた物（占有委託物）につ
いては、その所持者に対しては返還を請求できずに、委ねた相手方に人的な請求を行うしか
ない」636、というものである。実質法上、このような法制度を採用する国として、代表的に
は、フランス民法典（1804 年）が挙げられる。同民法典によれば、遺失物・盗品について
は、その現在の占有者に対して、遺失又は盗難の日から 3 年間回復請求が可能であるが（フ
ランス民法典 2276 条 2 項〔旧 2279 条 2 項〕）
、当該物を現在の占有者が市場を経由して取
得した場合には、代価の弁償が必要であるとされるとされる（同 2277 条 1 項〔旧 2280 条 1
項〕
）637。スイス民法典（1907 年）も、フランス民法典と同様の処理を定めるが、回復請求
可能期間を 5 年としている（スイス民法典 934 条）638。我が国の民法も、フランス民法典と
同様の規律を採用しているといえるが、回復請求可能期間が 2 年（民法 193 条）とされてい
る点に違いがある。
なお、フランス民法典と同様、動産の善意による所有権取得という法律構成がとられてい
るドイツ民法典においては、原則として盗品や遺失物の善意取得は認められていない（ドイ

以下の記述につき、杉浦林太郎「善意取得に関するヨーロッパ各国法制度の比較」明治
大学法学研究論集 37 号（2012 年）277 頁、同「英米法権における善意取得制度」明治大学
法学研究論集 37 号（2013 年）159 頁参照。
636 同上（2012 年）278 頁。
637 条文は、以下のサイトから入手可能（なお、条文番号に変更があるのは、2008 年 6 月 17
日の法律第 561 号による改正を受けたためである）
。
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721>.
638 条文は、以下のサイトから入手可能
（フランス語）
。<https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/19070042/index.html>.
635
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ツ民法典〔1896 年〕935 条 1 項）639。ただし、これは、公の競売手続を通じて譲渡された盗
品・遺失物については適用されない（同 2 項）。イタリアでは、上述したフランス民法典上
の規定の影響を受けた旧民法典（1865 年）が改正される際、取引の安全といった動的安全
の確保のために善意取得者の保護を厚くする規則が設けられた。すなわち、イタリア民法
（1942 年）によれば、占有離脱物か占有委託物かを問わず、その物の所有者ではない者か
ら動産の譲渡を受けた者は、その引渡し時点で善意であり、かつ、所有権の移転に適する正
権原に基づいて取得した場合、その物が盗品や遺失物であっても、所有権を取得するのであ
る（イタリア民法典 1153 条）640。
② これに対して、英米法系諸国の多くが影響を受けているとされるローマ法においては、
「nemo plus iuris transferre potest quam ipse habuit; nemo dat quod non habet（何人も、自身が有
する以上の権利を他人に移転することはできない）
」という準則により、第三者による善意
取得は原則として認められなかった。英米法系諸国の法制度の多くがこの考え方を原則と
して採用しているとされるが641、善意の有償取得者に対する保護のように一定の場合に例
外が設けられることがある642。注目されるべき点は、返還請求の訴えについて訴訟法上の期
間制限を設けられることが多い点である643。例えば、イギリス法上、真の所有者は自らの物
が盗まれた日から 6 年以内に、その物についての返還請求を行わねばならない（出訴制限法
［Limitation Act］
〔1980 年〕Sections 2, 3）644。アメリカ法上も、同様の訴訟期間制限が存在
するが、その期間は 3 年とされており、その起算日は真の所有者が取得者を特定することが
可能となった日とされている645。
以上、大陸法系諸国と英米法系諸国における盗品・遺失物が第三者に譲渡された場合の処
理方法に関する基本的な法律構成は、それぞれゲルマン法とローマ法という異なる考えに
由来することを確認した。後述するように、各国実質法上の物権法制度がこのように様々で
条文は、以下のサイトから入手可能。
<https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/>.
640 条文は、以下のサイトから入手可能。
<http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/07/del-possesso>.
641 例えば、
「イングランド物品売買法」
（1979 年）21 条 1 項は、以下のように規定する（条
文は、以下のサイトから入手可能。<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/54 >.）
。
Article 21 (1) “Subject to this Act, where goods are sold by a person who is not their owner, and
who does not sell them under the authority or with the consent of the owner, the buyer acquires no
better title to the goods than the seller had, unless the owner of the goods is by his conduct precluded
from denying the seller’s authority to sell.”
642 杉浦（2013 年）
・前掲注 635）160 頁以下参照。
643 野村好弘
「文化財の越境移動と善意取得―文化財の国際保護に関する UNIDROIT 草案の
検討―」明治学院大学法律科学研究所年報 11 号（1995 年）39 頁、41-42 頁参照。
644 条文は、以下のサイトから入手可能。<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/58>.
645 このように訴訟期間制限の起算点を真の所有者が取得者を特定することが可能となっ
た日とするルールは、上述した Goldberg 事件判決【裁判例 7】
（前掲注 623）に対応する本
文、及び、それに続く箇所参照）において示されたものであり、一般に「Discovery Rule」と
呼ばれる。See, e.g., Steven F. Grover, The Need for Civil-Law Nations to Adopt Discovery Rules
in Art Replevin Actions: A Comparative Study, 70 Texas Law Review 1431 (1992).
639
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あることが、文化財の取引譲渡に関する特別な物権準拠法選択規則を設けるべき根拠の一
つとして挙げられている646。
A-2. 抵触法：物権準拠法に関する所在地法主義
次に、抵触法上の物権準拠法に関する所在地法主義を巡る議論について確認する。所在地
法主義は、物権についてその物の所在地の法を適用するという考えであるが、その根拠は、
一般に以下の点にあるとされる。すなわち、物権は目的物に対する排他的支配権であるため、
その規律は当該目的物の所在地の公益（経済・取引・公信用等）と密接に関連していること
647、また、物権関係については目的物の所在地において登記・登録制度といった公示制度が

整備されているため、所在地法によるのが取引の安全や第三者の利益保護に資すること、等
である648。
歴史的にみても、物と所在地法との密接な関連性を根拠に物権については目的物の所在
地法によるとする考えは、中世のいわゆる法規分類説649以降、不動産の物権に関する限り常
に支配的であったとされる650。ただし、その所在地が常に変動しうる動産についても所在地
法主義が当然にあてはまるといえるかという点については、予てより議論がある。実際にも、
19 世紀初頭に至るまで支配的であった法規分類説は、動産については人の住所地法による
としていた（いわゆる動産・不動産異則主義）651。しかし、19 世紀末頃からは、ドイツの
Wächter652や Savigny653といった学者によって不動産と同様に動産についても所在地法によ
るべきことが主張されるようになり654、現在では、裁判例、学説、及び各国立法を通じ、世
界的にも動産と不動産を共に所在地法に服させる立場が支持されている（いわゆる同則主
本節一 2.B.参照。
江川英文『国際私法 改訂』
（有斐閣、1970 年）193 頁、山田・前掲注 28）292 頁等。
648 西谷祐子「物権準拠法をめぐる課題と展望」民商法雑誌 136 巻 2 号（2007 年）202 頁、
206 頁、櫻田嘉章＝道垣内正人編『注釈国際私法（1）』
（有斐閣、2011 年）365 頁［竹下啓介
執筆］参照。
649 「法規分類説（又は、条理理論）
」とは、各国法（当初は中世イタリア各都市の条例）を、
人に関する「人法」
、物に関する「物法」とに分類し、前者は他の国（都市）でも適用され
るとする一方、後者はその領域内でのみ適用されるとする、中世から 19 世紀半ばまでヨー
ロッパで採られていた法適用理論を指す（中西ほか・前掲注 1）18-19 頁等参照）
。
650 岡本善八「国際私法における物権準拠法」同志社法学 40 巻 6 号（1989 年）699 頁、699700 頁、西谷・前掲注 648）204 頁、竹下・前掲注 648）366 頁等。
651 西谷・同上。我が国の明治 23 年法例（旧法例）草案 8 条 1 項も、この考え方に従うもの
であった。西谷・同上、及び、209 頁注（7）に挙げられる文献参照。
652 Carl Georg von Wächter, Ueber die Collision der Privatrechtsgesetze verschiedener Staaten, in
AcP (1841), p. 230.
653 Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd. 8, Berlin 1849, pp. 169170.
654 西谷・前掲注 648）204-205 頁。異則主義の問題点としては、動産について人の住所地法
によるとすると、その変動や不明確性から、準拠法が不安定・不明確となることや、同一の
目的物につき複数の当事者が権利を主張する場合、どの法を適用するべきかを判断するこ
とができないこと、といった点が挙げられる（同上）。
646
647
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義）655。
従って、現在では、一般に、同則主義に従う所在地法主義が世界的にも受け入れられてい
る。とはいえ、一定の場合には所在地法主義に対する例外を認めるべきであるという考えも
存在する656。例えば、移動中ないし運送中の動産や船舶・航空機等のいわゆる走行性動産と
いったように、その現実の所在地を確定することが困難であるか又は現実の所在地との実
質的な関連性を欠くような動産につき、現実の所在地法とは異なる法を適用するという議
論や実際の立法例がある657。また、物権準拠法一般や準拠法一般に関する法選択の柔軟化と
いう観点から、最密接関係地法の適用に関する例外条項を設ける立法例もある658。
以上、動産準拠法に関する所在地法主義は、主に所在地における取引秩序の維持という観
点から一般に支持されてきたこと、また、移動可能性が高い一部の動産につき、現実の所在
地を確定することが困難であるか又は現実の所在地との実質的な関連性を欠くことから、
現実の所在地法の適用に対する例外を設ける法制度があることを確認した。以下詳しく述
べるように、原因事実完成時における物の所在地法を適用するという考えは、盗取ないし不
法に輸出された文化財との関係では、当該文化財の所有権を第三者に合法的に移転させる
余地を認めるものである点で、文化財保護の観点から問題があるとされてきた659。そのため、
所在地法主義に代わる特別な準拠法選択規則が模索されてきたのである。
B. 抵触法上の議論
以上の前提的な事項の確認を踏まえた上で、以下では、文化財に関する特別な準拠法選択
規則である「由来国法（lex originis）
」主義に基づく規則を巡る抵触法学説上の議論を中心に
確認する。由来国法主義とは、所在地法主義に代わる文化財の物権準拠法に関する法選択の
方法として提唱されてきたものであり、問題となる文化財の由来国（country of origin）の法
を適用するという考えを指す。以下では、まず、由来国法主義が提言されるまでの議論の流
れ、及び、由来国法主義の内容及び根拠を確認し（B-1.）
、次に、由来国法主義に対する批判
を整理する（B-2.）
。最後に、実質法的観点を含めることにより由来国法主義の問題点の克
服を試みる立法例及び学説上の規則を紹介する（B-3．）
。
西谷・同上 204-206 頁。我が国の準拠法選択規則である「法の適用に関する通則法」も
同則主義を採用する（同 13 条）
。
656 なお、一定の範囲で当事者による法選択を認めるという考えもあるが、このような限定
的な当事者自治の導入は当事者の予見可能性の確保を目的とすることから、学説上も立法
例上も、取得時効や破産時の取戻権等第三者保護が問題となるときには、その効力は否定さ
れるとされる（西谷・同上 215 頁）
。
657 西谷・同上 207 頁、212 頁参照。
658 動産に関する回避条項としては、ドイツ民法施行法 46 条が挙げられる。また、一般的な
例外条項として、代表的には、スイス国際私法 15 条が挙げられる。西谷・同上 207 頁。な
お、一般例外条項に関しては、拙稿「国際的な身分関係の継続に向けた抵触法的対応―フラ
ンス学説の『状況の承認の方法』の検討を中心に（2）
」法政論集 263 号（2015 年）437 頁、
447-452 頁参照。
659 詳しくは、次に挙げる B. 抵触上の議論参照。
655
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B-1. 由来国法主義の概要
（1）ユネスコ条約（1970 年）660の成立に前後して平時における文化財保護が議論される
ようになると、学説上は、盗取又は不法に輸出された文化財の準拠法選択に関して、目的物
の所在地法によるとする伝統的準拠法選択規則は不適切であり、特別な抵触法上の規則が
必要であるという主張がなされるようになった661。例えば、ユニドロワ条約（1995 年）662
の予備的研究を行った Reichelt は、1985 年の報告書において、紛失・盗難文化財の物権準拠
法として、事案に最も密接な関連を有する地の法を探求すべきことを提案している 663 。
Reichelt は、Winkworth 事件【裁判例 3】664を例として挙げつつ、同判決において批判される
べきなのは所在地という連結点自体ではなく、盗難文化財と当該所在地との密接な関連性
の欠如である、と述べる665。その上で、例外条項と呼ばれる当時のスイス国際私法草案 14
条（現同国際私法〔1987 年〕15 条666）を引き合いに出しつつ、紛失ないし盗難された文化
財と準拠法が属する地との実質的な関連性を考慮する余地が認められるべきであるとする
667。

このように、1980 年代に行われた Reichelt の研究では、紛失・盗難文化財につき、所在地
法主義に基づく準拠法選択の柔軟化が提案されているものの、由来国を連結点として採用
するという考えは、未だ正面から採用されるには至っていない。
（2）由来国を連結点として採用するという考えは、管見の限り、Jayme によって最初に
提案された668。Jayme は、後述する国際法学会バーゼル決議（1991 年）が採択された時期と
同時期に、ハイデルベルク大学において行われた国際会議において以下のような報告を行
っている669。まず、善意取得に関する各国国内法上の規則は様々であり、動産文化財に関し

第 3 章第 1 節一参照。
当時の EEC に関する議論ではあるが、Jean Chatelain, Means of Combatting the Theft of and
Illegal Traffic in Works of Art in the Nine Countries of the EEC (Commission of the European
Communities, doc.XII/757/76-E, 1976) 参照。
662 第 3 章第 1 節二参照。
663 Gerte Reichelt, La protection internationale des biens culturels, Ruvue de droit uniforme (1985, I),
p. 42, p. 146.
664 前掲注 570）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
665 Id. p. 126.
666 スイス国際私法 15 条 1 項「この法律により指定された法は、事案がこの法とわずかな
関連のみを有し、他の法とはるかに密接な関連を有することが、事情全体から明らかである
ときは、例外的に適用されない。」
667 Reichelt, supra note 663, p. 126.
668 See Christian Armbrüster, Private Law as an Instrument for the Protection of Cultural Property
TDM 5 (2013), available at <www.transnational-dispute-management.com>, p. 3.
669 Erik Jayme, Internationaler Kulturgüterschutz: Lex originis oder lex rei sitae – Tagung in
Heidelberg, IPRax 347 (1990); Erik Jayme, Neue Anknüpfungspunkte für den Kulturgüterschutz, in
Rudolf Dolzer, Erik Jayme & Reinhard Mußgnug (heraus.), Rechtsfragen des internationalen
Kulturgüterschutzes (1994), p. 35.
660
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ては、現実の所在地がしばしば偶然的で巧みに操作されるものであることから670、文化財保
護に関する公法的規制の影響に鑑み、抵触法上も文化財に固有の準拠法選択規則を定立す
ることが重要である671。そこで Jayme は、文化財に関する私法的法律関係をその時々の所
在地法に服させるのではなく、当該文化財の「母国法（Heimatrecht）」ないし「由来国法（lex
originis）
」に服させるという特別な準拠法選択規則を提唱するのである672。Jayme によれば、
「故郷の法」ないし「由来国法」は、以下の基準に従い特定される673。すなわち、
（a）儀式・
崇拝の対象物（Kultgegenstände）についてはそれ自らが定める場所の法（lex cultus）674、
（b）
ある国の傑出した芸術家の作品についてはその者の本国法675、
（c）文化財が通常所在し展覧
会の後にはそこに戻ってくる地（本拠〔Sitz〕）の法676、
（d）考古学的発掘物については発掘
地の法677、という形である678。
この由来国法を適用するという考えは、国際法学会（Institut de droit international）バーゼ
ル会合（1991 年）において採択された「文化遺産保護の観点から見た国際美術品取引に関
する決議（Résolution sur la vente internationale d'objets d'art sous l'angle de la protection du
patrimoine culturel）
」679において、以下のように形式化された。すなわち、
「由来国の文化遺
産に属する美術品の所有権の移転は、当該国の法により規律される」
（同 2 条）680という形
である。ここでいう美術品とは、
「登録、分類、又は関連を有する国際的に認められた公示
の方法により、ある国の文化遺産に帰属すると特定されたもの」
（同決議 1 条 1 項（a）
）681
を指すとされている。よって、ユネスコ条約（1970 年）682と同様、不法に発掘された考古学
的遺物といった文化財は同決議の対象から除外される683。また、由来国とは、
「文化的観点
からみて、問題となる財産が最も密接に関連する国」（同決議 1 条 1 項（b）
）684を意味する
とされる。だが、具体的にどのような基準に従い由来国を決定するのか、という最も争いの

670

Jayme 1990, id. p. 347; Jayme 1994, id. pp. 35-36.
Jayme 1994, id. p. 42.
672 Jayme 1990, supra note 669, p. 347; Jayme 1994, ibid.
673 Jayme 1990, ibid; Jayme 1994, id. pp. 43-49.
674 Jayme 1990, ibid; Jayme 1994, id. pp. 43-45.
675 Jayme 1994, id. pp. 45-47.
676 Id. p. 48.
677 Id. p. 49.
678 Ibid.
679 条文については、Institut de droit international (ed.), Annuaire de l’Institut de droit international,
Vol. 64, Part II (1991), pp. 402-407 参照。
680 Article 2 “The transfer of ownership of works of art belonging to the cultural heritage of the
country of origin shall be governed by the law of that country.”
681 Article1 (1) “(a) a ‘work of art’ is a work which is identified as belonging to the cultural heritage
of a country by registration, classification, or by any relevant internationally accepted method of
publicity.”
682 第 3 章第 1 節一参照。
683 See Wantuch-Thole, supra note 26, p. 247.
684 Article1 (1) “(b) ‘country of origin’ of a work of art means the country with which the property
concerned is most closely linked from the cultural point of view.” Supra note 679, p. 405.
671
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ある点について、Jayme の提案とは異なり、同決議は何ら言及していない685。なお、ここで
いう由来国法には、民法や商法といった私法のみならず、文化財不正流通規制といった公的
規制も含まれることが前提とされている（同決議 3 条参照）686。
同バーゼル決議の Official Rapporteur である Ferrer-Correia が作成した最終報告書では、同
決議が由来国法主義を採用した理由につき、以下のように述べられている687。すなわち、原
因事実完成時における目的物の所在地法によるとする準拠法選択規則に従うと、善意取得
の可否といった実質法的結論が準拠法となる各国物権法毎に異なってくるため、実質法的
結論に不確実性が生じる688。そこで、この準拠法選択規則を回避する必要があるとした上で
689、所在地法主義に基づく準拠法選択規則に代わる規則として、問題となる文化財が帰属す

る元の所在地国（由来国）の法を適用するという規則が提案されるのである690。同最終報告
書によると、ここで提唱される由来国法主義は、所在地法主義という伝統的な準拠法選択規
則に対して根本的な変更を迫るものではなく、
（元の）所在地法への連結を時間的に固定し、
それを不変更なものとするにすぎない、とされる691。
このように、同決議の最終報告書では、各国物権法上の善意取得に関する規律の多様性故
に、文化財の物権変動に関する実質法的結果が不安定となる点が問題視されている。同最終
報告書では、この問題を克服するために、同決議は、「原因事実完成時における」物の所在
地法ではなく、
「元の」所在地法への連結を時間的に固定した、と説明されるのである。な
お、同決議自体は何らの法的拘束力を有するものではないものの、盗取ないし不法に輸出さ
れた文化財の由来国法によりその所有権移転・譲渡の有効性について判断するという考え
は、第 3 章において概観した EU 指令692やユニドロワ条約（1995 年）693に引き継がれてい
るといえる。
（3）以上、学説においては、ユネスコ条約（1970 年）の成立後、文化財に関する特別な
なお、同決議の最終報告書（Antonio Ferrer-Correia, Rapport défnitif, Annuaire de l’Institut
de droit international, Vol. 64, Part I (1991), p. 140）では、ある文化財とその由来国であると主
張する国家との文化的関連性がどのような場合に肯定されるか、という点に関して、以下の
6 つの類型化が行われている。すなわち、1）かつては、当該国に所在する歴史的かつ芸術
的重要性を有する不動産等の一部を成す要素であった物件、2）当該国において古代の宗教
信仰であり現在も行われているものの観点から高度な重要性を有する物件、3）当該国の第
一級のアーティストにより創造された美術品、4）考古学的発掘作業の際に、当該国の領域
内の地中から発掘された物件、5）外国人アーティストにより創造された美術品であるもの
の、かなりの時間、当該国の公的・私的収蔵品に組み込まれてきた物件、6）売買などを通
じて当該国（由来国）により合法的に取得された物件、である。Id. pp. 153-154.
686 Article 3 “The provisions of the law of the country of origin governing the export of works of art
shall apply.”
687 Ferrer-Correia, supra note 685, pp. 174-176, 186.
688 Id. p. 174.
689 Ibid.
690 Id. pp. 174-175.
691 Id. p. 186.
692 第 3 章第 2 節一参照。
693 第 3 章第 1 節二参照。
685
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準拠法選択の方法が本格的に議論されるようになり、1990 年頃には、国家と文化財との文
化的関連性に着目する由来国法主義という考えが主張されるに至ったことを確認した。注
目すべきは、由来国法主義に基づく準拠法選択規則においては、私法的法規のみならず、文
化財不正流通規制といった外国の公法・強行的適用法規694にあたる規定も適用される（送致
範囲に含まれる）ことが前提とされている点である695。この背景には、盗取ないし不法に輸
出された文化財の返還請求を奏功させるには、外国の文化財不正流通規制に効力を認める
必要があるという政策的考慮があることに加えて、外国の公法・強行的適用法規の効力を自
国で認めることにつき、好意的な態度を示す世界的な議論動向696があったといえよう。
B-2. 由来国法主義に対する評価・批判
（1）以上紹介した由来国法主義は、文化遺産・文化財法に関する学者や一部の抵触法学
者を中心に好意的に受け止められてきたといえる697。例えば、我が国の河野教授は、1993 年
の論文の中で、以下のように述べている。すなわち、盗取ないし不法に輸出された文化財に
関する善意取得の問題に関して、
「一般の動産と同様に所有権保護と取引安全の調和という
スタンスでのぞんでよいのかどうかという点自体が問題である」698とした上で、犯罪的行為
と結びつきやすい文化財取引において取引の安全を図ることは、むしろかかる犯罪的行為
を助長することになるとして699、立法論として、由来国法主義を採用した上記バーゼル決議

一般に、
「強行的適用法規」とは、その遵守が当該国の政治的・経済的・社会的政策の実
現のために不可欠となる強行法規のことをいう（櫻田嘉章＝道垣内正人編『注釈国際私法
（1）
』
（有斐閣、2011 年）26 頁、34 頁以下［横溝大執筆］
、中西ほか・前掲注 1）131 頁以
下、等参照）
。本稿では、
「準拠法いかんに拘らず適用される」
（横溝・同上 35 頁）法規とし
て、
「公法・強行的適用法規」という用語を用いることとする（なお、横溝・同上の用法と
は、若干異なることを付記する）
。
695 例えば、河野俊行教授は、
「強調したいのは由来国法の規制法上の文化財保護を奪ってま
で善意取得を認めることにつながる所在地法主義が打倒であるか、という点である」と述べ、
由来国法には当該国の輸出規制関連法規も含まれる点を確認している（河野・前掲注 21）
717 頁）
。
696 例えば、Reichelt は、かかるリベラルな動向の具体例として、国際法学会のヴィースバー
デン会合（1975 年）での「外国公法の適用に関する決議（Resolution on the Application of Foreign
Public Law）
」の他、強行的適用法規の特別連結に関するローマ条約（1980 年）の 7 条（た
だし契約に関する規則である。条文については、後掲注 898）参照）や、外国の強行的適用
法規の考慮を認めるスイス国際私法（1987 年）19 条（条文については、後掲注 883）参照）
といった国内立法例を挙げる。Gerte Reichelt, La protection internationale des biens culturels
(deuxiéme étude), Ruvue de droit uniforme (1988), p. 52, p. 112-122.
697 由来国法主義に関する学説上の議論の紹介として、例えば、Wantuch-Thole, supra note 26,
pp. 245-252 参照。また、近時、由来国法主義について正面から論じるものとして、Derek
Fincham, How Adopting the Lex Originis Rule Can Impede the Flow of Illicit Cultural Property, 32
Columbia Journal of Law & The Arts 111 (2008) がある。
698 河野・前掲注 21）716 頁。
699 同上。
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の立場を支持するのである700。
（2）しかしながら、学説上、由来国法主義に対しては、以下のような批判がなされてき
た。それは、以下の 5 点に要約される。第 1 に、最も批判が集中する点として、
「由来国」
という連結点の特定方法が不明確である点が挙げられる701。この点、既に述べた Jayme の
見解は、由来国に関する 4 つの判断基準を挙げることで、その特定方法の明確化を図ろうと
するものであるといえるものの702、由来国主義を主張する論者の中でも由来国の定義につ
いて一致はないといえよう703。
第 2 に、準拠法に対する当事者の予見可能性という観点からの批判がある。例えば、Siehr
は、由来国法主義に従い「盗難の発生した地」の法を準拠法として適用する場合704、盗難発
生地は、単なる偶然の場所でしかない上に、文化財の善意取得者がその地での盗難を知ると
いうことは困難であるから、このような準拠法選択規則は、準拠法に対する相手方当事者の
予見可能性の担保という観点から問題があるとする705。
第 3 に、文化財保護という観点からの批判がある。すなわち、他国の法と比べて、準拠法
である由来国法が常により実効的な文化財保護を提供するとは限らないため、同主義に基
づく準拠法選択規則は、文化財の返還請求の成功ひいては文化財保護という目的にとって
なおも不十分である、といわれるのである706。
第 4 に、善意取得者の保護という観点からの批判がある。由来国法主義によれば、由来国
の文化財不正流通規制も含めて同国法が適用されることとなるが、それにより善意取得者
の保護を欠くことになる恐れがある点が問題視されるのである707。この点につき、本節一 B3.において後述するベルギー国際私法 90 条及び 92 条は、善意取得者に対して「物が返還請
求の当時所在する地の国家の法」上の保護を主張することを認めることで、一定の対応を行
うものといえる708。
第 5 に、ユネスコ条約（1970 年）に対する批判に関する箇所（第 2 章第 1 節一 4.B.）で
紹介したように、Merryman による根本的批判がある709。すなわち、Merryman は、ある文化

同上 717 頁。
See, e.g., Andrzej Jakubowski, Return of Illictly Trafficked Cultural Objects Pursuants to Private
International Law: Current Developments, EUI Working Papers, AEL 2009/9, p. 143, available at
<http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/12053/AEL_2009_09.pdf?sequence=1>,
p.
141;
Wantuch-Thole, supra note 26, p. 260.
702
前掲注 669）に対応する本文参照。
703 この点に関連して、問題となる文化財が自らの文化遺産に含まれることを主張する国家
が、場合によっては複数存在することを指摘するものとして、Prott, supra note 25, p. 280.
704 See, e.g., Heinz-Peter Mansel, DeWeerth v. Baldinger - Kollisionsrechtliches zum Erwerb
gestohlener Kunstwerke, IPRax (1988), p. 268, pp. 270-271.
705 Siehr, supra note 3, p. 75.
706 Chechi, supra note 9, pp. 98.
707 Id. pp. 97-98. バーゼル決議に関するこの点の批判として、Jakubowski, supra note 701, p.
141.
708 後掲注 711）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
709 前掲注 312）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
700
701
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財が不法に輸出されたか否かの判断を由来国の文化財不正流通規制に委ねるという考えは、
文化財不正流通規制という公法規制の無制限な執行を認めることにより、合法的な文化財
取引市場の発展の利益に反する、と批判するのである。
（3）このように、学説上、由来国主義は、文化財保護という観点から一定の積極的な評
価がなされる一方で、
「由来国」の特定が困難であることや善意取得者の保護に欠けるとい
った点に問題があると指摘されてきた。このような問題点から、仮に同主義の採用を認める
べきであるとしても、それに基づく準拠法選択規則の適用は、非常に重要な一部の文化財に
限定されるべきである710、とする見解も示されている。次の B-3.において述べるように、上
述の問題点に鑑み、学説上も立法上も、原則として由来地法主義を採用しつつ、一定の例外
を設ける形で、由来国法主義の問題点を克服しようとする準拠法選択規則の定立が模索さ
れてきた。
B-3. 由来国法主義の問題点を克服する試み
（1）由来国法主義を原則として採用した上で、一定の例外を設けることで由来国法主義
の問題点を克服する試みとして、代表的には、ベルギー国際私法（2004 年）上の文化遺産
に関する準拠法選択規則、及び、アメリカの Symeonides により提唱される準拠法選択規則
を挙げることができる。これらの立法例及び学説上の規則は、実質法的価値の考慮を準拠法
選択規則に含めることにより、文化財保護という目的の担保や善意取得者の保護に関する
由来国法主義の問題点を克服する試みであると評価できる。
（2）まず、文化遺産について特別な準拠法選択規則を設けた立法例として、ベルギーの
「国際私法に関する法律」
（2004 年 7 月 16 日法律）が挙げられる711。同 90 条では、外国国
家が当該国の文化財の返還請求を行った場合における準拠法について、以下のように定め
られている712。
第 90 条「国家がその文化遺産（patrimoine culturel）に含める物がその輸出当時の同国法
に照らして不法な方法によって同国家の領域を離れたとき、同国家によるその返還請求は、
その当時施行されていた同国法、又は、同国家の選択により、物が返還請求当時所在する領
域国の法によって規律される。

710

Siehr, supra note 157, p. 1090.
同 90 条と同様の規則として、アルバニア国際私法 40 条、ブルガリア国際私法 70 条、モ
ンテネグロ国際私法 33 条、ルーマニア国際私法 2615 条、セルビア国際私法草案 121 条が
ある。See Symeon C. Symeonides, Private International Law: Idealism, Pragmatism, Eclecticism.
General Cours on Private International Law, 384 Recueil des cours 9 (2016), p. 242, footnote 987.
712 条文は、以下のサイトにて入手可能（フランス語）
。
<http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2004071631&table_
name=loi>. 同法の邦訳及び解説として、笠原俊宏「ベルギー国際私法（2004 年）の邦訳と
解説（上）
（下）
」戸籍時報 593 号 20 頁、594 号 57 頁（2006 年）がある。同上（上）42 -43
頁を参照した。
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前項の規定に関らず、その物を文化遺産に含める国家の法が善意の占有者に対し何らの
保護も付与しないときは、その者は、物が返還請求の当時所在する地の国家の法がその者に
付与する保護を主張することができる。
」
同 90 条の適用に当たっては、以下の 2 点に注意する必要がある。第 1 に、同規則の適用
対象となる「文化遺産」は、返還請求国の文化遺産として同国により公式に認められた（リ
スト化された）物でなければならないとされている713。第 2 に、問題となる文化遺産の輸出
は、その輸出当時において返還請求国法上不法であることが要件とされており、同国法の遡
及効は認められない714。従って、未だ返還請求国のリストに掲載されていない盗掘された文
化遺産は、同規則の対象には含まれないと解されている715。
また、同 92 条では、盗難された物の返還請求における物権準拠法について定められてい
る716。同条は、同 90 条とほぼ同様の規定であるが、返還請求国法の代わりに「盗難された
地の法」を選択肢として認めるという点に、同 90 条との差異がある717。国家又は私人は、
自らの所有権に基づく返還請求を行う場合には、同 92 条に基づく請求を行うこととなるた
め、返還を請求する国家が自国における未発掘文化財の所有権を国家に付与する立法718を
定めている場合には、盗掘により当該文化財の所有権が国家に発生することから、同 92 条
に基づき、盗難を原因とする返還請求が可能となる。
以上紹介したベルギー国際私法 90 条及び 92 条の規則の特徴は、以下の 4 点にあるとい
える。すなわち、第 1 に、由来国法という連結点をそのまま用いるのでなく、「返還請求国
の法」ないし「盗難された地の法」を適用するとする点である。第 2 に、ここで適用される
法には、私法的法規のみならず、文化財不正流通規制も含まれる点である。第 3 に、原告に
とってより有利な法の適用を認めるために、返還請求を行う国家又は私人に対し、返還請求
国法ないし盗難された地の法の他、問題となる文化遺産が返還請求当時所在する地の法を
選択することを認める点である。第 4 に、善意取得者の保護という観点から、返還請求国法
713

Jakubowski, supra note 701, p. 143. See also, Johan Erauw, Reforming the Lex Situs Principle:
Recent Developments in Belgium, Paper presented during the Conference LOCATION, LOCATION,
LOCATION. The Role of the lex situs principle in modern claims for the return of cultural objects
(Institute of Art and Law, 2007).
714 Jakubowski, Ibid.
715 Wantuch-Thole, supra note 26, p. 251.
716 同 92 条と同様の規則として、ルーマニア国際私法 2615 条がある。See Symeonides, supra
note 711, p. 242, footnote 988.
717 条文は、以下の通りである（邦訳に当たり、笠原・前掲注 712）42 -43 頁を参照した）
。
同 92 条「盗難された物の返還請求は、本来の所有者の選択により、物がその紛失の当時
所在した地の国家の法、又は、物がその返還請求の当時所在する地の国家の法によって規律
される。
前項の規定に関わらず、物がその紛失の当時所在した地の国家の法が善意の占有者に対
し何らの保護も付与しないときは、その者は、物が返還請求の当時所在する地の国家の法が
その者に付与する保護を主張することができる。
」
718 第 1 章第 1 節一参照。
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や盗難された地の法によれば善意取得者に対する保護が付与されない場合、問題となる文
化遺産の占有者に対し、当該遺産が返還請求当時所在する地の法の適用を求めることを認
める点である。これらの規則は、盗取ないし不法に輸出された文化財の返還請求の成功に貢
献するものとして、学説上、肯定的に評価するものがある719。
（3）次に、学説上の議論として、アメリカの抵触法学者である Symeonides720が提唱する
規則を紹介する。Symeonides は、以下紹介する規則を「実質法的色彩を帯びた準拠法選択規
則（une règle de conflit à coloration materielle）
」721として位置付ける722。同規則の内容は、以
下の通りである。
「1．条約、国際ないし二国間の合意、又は、制定法による別段の定めがない限り、重大
な文化的価値を有する有体物（a corporeal thing）
〔以下、
「物」とする〕に関する当事者の権
利は、以下の規定に従って決定される。
2．物が他国に移転した時点において所在した国の法によれば、物の所有者とみなされる
者は、以下に規定される場合を除き、従前の国（由来国）（the former state〔state of origin〕
）
の法による保護を受ける権利を有する（shall）
。
3. 以下の場合を除き、所有者の権利が由来国以外の国家のより保護的でない法に服すこ
とはできない（may not）。
（a）
（i）他国が、由来国よりも、当該事案に実質的により密接な関連性を有すること、
並びに、
（ii）当該国へのその移転後に、善意で物を扱った当事者を保護するために、当該国
の法の適用が必要であること、
及び、
（b）注意深い所有者（a diligent owner）であれば、所有権を保護するために実効的な法的
手段をとらせたであろう事実を、所有者が知った、又は、知るべき時に至るまで。
」723

719

See, e.g., Jakubowski, supra note 701, p. 144; Wantuch-Thole, supra note 26, p. 252.
Symon C. Symeonides, A Choice-of-Law Rule for Conflicts Involving Stolen Cultural Property,
38 Vanderbilt Journal of Transnational Law 1177 (2005).
721 Id. p. 1197.
722 その他、Wantuch-Thole が、Symeonides が提唱する準拠法選択規則に基本的に依拠しつ
つ、以下のような規則を提唱している。すなわち、文化財の返還請求については、盗掘・盗
取の場合には、発掘地国又は持ち出された国の法、不法輸出の場合には、最も強い文化的な
いし歴史的関連性を有する国の法、それぞれの適用が推定されるが、当該国法が善意取得者
の保護を何ら規定しておらず、かつ、問題となる文化財の現在の占有者がその取得に際して、
本規則により要求される相当の注意（due diligence）を払ったと証明した場合には、推定が
覆り、原因事実の完成時における物の所在地法が適用される、という規則である。WantuchThole, supra note 26, p. 269. なお、ここでの「文化財」の定義にあたっては、ユネスコ条約
（1970 年）やユニドロワ条約（1995 年）、EU 指令が参照されている。Id. pp. 252-253, p. 269.
723 Id. p. 1183.
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Symeonides が提案する準拠法選択規則は、由来国法が文化財について十分な規制を有し
ていないことや善意取得者の保護に欠くこと等、由来国法に対する批判として挙げられる
問題を克服すべく、準拠法選択規則に実質法的観点を含めるものである。同規則の特徴は、
以下の 3 点にあるといえる。すなわち、第 1 に、政策に中立的な法選択を行う伝統的な準拠
法選択の方法とは異なり、文化財不正取引の撲滅という実質法的価値実現のために法選択
を行うという、実質法的アプローチを採用する点である。第 2 に、
「善意」や「相当な注意」
に関する実質法的判断基準を含むという意味で、
実質規則の性格を有する点である。
第 3 に、
準拠法選択の対象を私法に限定してきた伝統的規則とは異なり、同規則により適用が推定
される法には、純粋な私法とは異なる文化財不正流通規制も含まれる点である。
C. 小括
以上、盗品・遺失物である動産が第三者に譲渡された場合の各国実質法上の処理、及び、
抵触法上の所在地法主義の根拠等を巡る議論について確認した上で（A.）
、文化財の物権準
拠法に関する学説上の議論及び立法例について紹介した（B.）
。ここでは、盗取ないし不法
に輸出された文化財の物権に関して伝統的な準拠法選択規則（所在地法主義）に従うことの
不都合が認識された上で、当該規則に代る準拠法選択規則として、1990 年頃から、由来国
法主義に基づく準拠法選択規則に関する議論が活発化したことを指摘した。由来国法主義
の根拠としては、各国物権法が異なることで準拠法の適用結果に不確実性が生じることや、
文化財保護という政策的観点から文化的関連性を有する由来国の法を適用すべきであると
いうことが挙げられる。近時は、第三取得者の保護に欠けるといった由来国主義の欠点を克
服しようとする抵触法立法例が制定されており、また、学説上も同様の規則が提唱されてい
ることを確認した。
二

外国国家等による返還請求に固有の問題

次に、その機関を含む外国国家 O（以下、
「外国国家等」という）が同国から流出した文
化財の返還を F 国裁判所において求める場合には、本節一で述べた善意取得等の問題に加
えて、以下の問題が生じる。すなわち、第 2 章で整理したような文化財不正流通規制を根拠
としつつ、外国国家等が法廷地国裁判所において返還請求を行うことが許容されるか否か、
という問題である724。この問題は、外国国家等による公法的ないし主権的請求の可否の問題
として、従来、特に外国国家等による当該国の租税債権の回収に関する事案を中心に議論さ
れてきたものである725。
以下では、まず、大陸法系諸国及び英米法系大陸法系における裁判例上、外国国家等によ
この問題について、一般には、中野俊一郎「外国国家による主権的請求と国際裁判管轄
権」神戸法学年報 10 号（1994 年）121 頁、145-146 頁参照。
725 石黒一憲『現代国際私法［上］
』
（東京大学出版会、1986 年）471 頁以下、横溝大「国際
倒産と租税」柏木昇編著『国際経済法講座 II―取引・財産・手続』（法律文化社、2012 年）
248 頁、等参照。
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る外国公法に基づく文化財の返還請求の許容性を巡る問題がどのように処理されているの
かという点について確認する（1.）
。次に、学説上、外国国家等による外国公法に基づく請求
一般の許容性、及び、文化財の返還請求の許容性の問題がどのように議論されているのかと
いう点について整理・概観する（2.）。
1. 裁判例
A. 大陸法系諸国
大陸法系諸国においては、問題となる文化財に対する原告である外国国家等の原始的な
所有権の有無を判断するに当たり、当該外国の文化財不正流通規制を適用する裁判例が存
在する。そこでは、根拠となる外国の文化財不正流通規制が外国公法にあたるという点につ
いては十分に議論されることなく、外国国家等による返還請求が許容されている。
【裁判例 8】イタリアの Casa della cultura ecuadorina c. Danusso 事件判決726
〔事実〕イタリア人 Y（被告）は、エクアドル由来の考古学的価値を有する文化財（以下、
「本件文化財」という）を、エクアドル人 A からエクアドルにおいて購入した上で、エク
アドルの文化財不正流通規制に反してイタリアに輸入した。本件文化財は、エクアドルの文
化財不正流通規制上、国有財産に属するものではないものの、エクアドル政府当局の許可な
く譲渡等を行うことが禁止される物に該当した727。エクアドル政府 X（原告）は、Y に対し
て、同国の文化財不正流通規制により付与される即時占有権に基づく返還請求訴訟をイタ
リア裁判所に提起した。
〔判旨〕裁判所は、まず、物権変動の問題について原因事実の完成時における物の所在地
法を適用するという伝統的な準拠法選択規則に従い、本件文化財に関する売買契約締結当
時の所在地法であるエクアドル法を選択した。次に、エクアドルの文化財不正流通規制は、
本件文化財に対する有効な権原の形成に関する限りにおいて適用されるとした上で、エク
アドル法によれば本件文化財の譲渡は禁止されるため、Y は当該文化財の権原を有効に取
得していないと判断した。最後に、当該文化財の譲渡を禁止するエクアドル法上の条項が国
内的及び国際的公序に反することもないとして、結論として X の請求を認容した728。
〔コメント〕Danusso 事件判決では、文化財不正流通規制が所有権といった私法的な権利
と同視できる法的状況を生じさせるのであれば、その政策的ないし公法的性質は問題とな
らないと判断された729。この考えは、イタリア学説上、一般に認められているものであると
される730。ただし、エクアドルの文化財不正流通規制によれば、エクアドル政府は当該文化
726

Tribunale di Torino, 25 marzo 1982, 18 Rivista di diritto internazionale privato e processuale, p.
625 (1982). なお、同事件の概要及び判旨については、Riccardo Luzzatto, Trade in Art and
Conflict of Laws: The Position in Italy, in Pierre Lalive (ed.), International Sales of Works of Art,
Geneva Workshop 11-13 April 1985, p. 409 参照した。
727 前掲注 121）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
728 以上の判旨につき、Luzzatto, supra note 726, p. 417 参照。
729 Id. p. 420.
730 Id. p. 420. そこに挙げられた文献も参照。
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財に対する所有権を有さず、それを利用する権利を有するのみであるにも拘わらず、イタリ
ア裁判所が当該文化財の所有者を明らかにしていない点については、一部の学説上批判が
ある731。
【裁判例 9】ドイツ・ベルリン高等裁判所 2006 年 10 月 16 日判決732
本判決は、問題となった文化財につき原告であるエジプト政府が有効に権原を有してい
るか否かを判断する際に、エジプトの文化財保護法を適用したものである。
〔事実〕本件では、エジプト政府 X（原告）が、ドイツ人古美術商 Y（被告）に対して、
エジプトの王女に帰属する石棺等（以下、
「本件石棺等」という）の輸出を禁止するために、
ドイツ民法に基づく差止措置をベルリン裁判所に求めた。その際、X は、エジプトに所在す
る考古学的文化財の所有権を国家に付与する法律第 117 号（1983 年）733、及び、関税法に
関する法律 66 号（1963 年）734を根拠に、本件請求を行った。
〔判旨〕裁判所は、まず、国家所有権の有無という先決問題を判断するために、法律第 117
号を適用した。だが、いつ、どこで本件石棺等が発掘されたのかという点に関する事実の証
拠が不十分であるとして、本件石棺等に対する X の所有権は認められないと判断した735。
次に、刑事罰を規定する輸出規制違反に基づく訴えについて法律第 66 号を適用したが、同
法は、不法に輸出された考古学的文化財について自動没収を規定していないことから、同法
に基づく本件石棺等に対するエジプトの権原は認められないと判断した736。結論として、X
の本件訴えは退けられた。
〔コメント〕ベルリン高等裁判所 2006 年判決では、結論として原告であるエジプト政府
の請求は退けられたものの、ドイツ民法に基づく私法上の請求に関する先決問題である本
件石棺等の権原の形成について判断するにあたり、エジプトの文化財不正流通規制が適用
された737。本件では、発掘文化財に関する規制である法律 117 号のみならず、関税法（輸出
規制法）である法律 66 号についても、先決的問題であるエジプトの所有権の有無を判断す
るために適用されているといえ、これらの法が公法的性質を有していることや刑事罰則規
定を有していることは、特に問題とされなかった738。
B. 英米法系諸国
これに対して、英米法系諸国においては、外国国家等による返還請求が公法的請求にあた
731

Siehr, supra note 3, p. 83.
Kammergericht Berlin, 16 Oktober 2006, 10 U 286/05, NJW (2007), 705.
733 第 2 章第 2 節一参照。
734 Law No. 66 of 1963 on Customs Law. 同法の英語訳は、以下のサイトから入手可能。
<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13542>.
735 NJW (2007), pp. 706-707.
736 Ibid.
737 Wantuch-Thole, supra note 26, pp. 339-340.
738 学説上、刑法的法規を含む法律 66 号の適用を明確に否定しなかった判旨は、刑法的法規
を含む同法が適用される余地があることを示唆する、と述べる見解として、Weller, infra note
756, p. 284.
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るか否かという点について、正面から検討する裁判例が存在する。
B-1. イギリス
まず、イギリスにおいては、不法に輸出された文化財を自動的に没収する規定739に基づく
外国国家等による請求を退けた裁判例（Ortiz 事件控訴院判決【裁判例 10】
）が、外国国家等
による文化財不正流通規制に基づく返還請求を認めないと判断した重要な先例として参照
されてきた。これに対して 2007 年に、このような態度を部分的に修正する判決（Barakat 事
件控訴院判決【裁判例 11】
）が下されており、注目される。
イギリスにおいては、これら 2 つの裁判例に先行する次のような裁判例として、所有権的
請求か否かにより外国国家による文化財の返還請求を区別した上で、前者の性質を有する
請求については、これを許容することを認めた次のような先例が存在する。
【裁判例10】Attorney-General of New Zealand v. Ortiz事件控訴院判決740
同控訴院判決は、外国国家が同国の文化財不正流通規制に反して不法に輸出された文化
財の返還を求めた事案においてその請求を認めなかった重要な先例である。
〔事実〕ニューヨークの古美術商Y3（被告）は、1972年にニュージーランドにおいて発掘
されたマオリ族の木彫り（以下、
「本件木彫り」という）を購入し、ニューヨークにおいて
Y1（被告）に売却した。1978年、Y1は、オークション・ハウスY2により、ロンドンで開催さ
れたオークションに本件木彫りを出品した。ところで、ニュージーランドの文化財保護法上、
本件木彫りは、歴史的文化財（historic article）に該当するため、その書面による許可なき輸
出は禁止されており741、これに反して不法に輸出された場合には、
「女王陛下により没収さ
れる（shall be forfeited to Her Majesty）」742、と規定されていた。そこで、ニュージーランド
政府X（原告）は、不法輸出された歴史的文化財に関する没収を定めるニュージーランドの
文化財保護法に基づき、本件木彫りが女王陛下の財産となることの確認を求めるとともに、
Y1及び Y2に対して、本件木彫りのオークションへの出品の差止め及びその返還を、Y3に対
しては、横領（conversion）に基づく損害賠償を求め、イギリス裁判所に提訴した。
原審である第一審裁判所（Staughton判事）は、ニュージーランドの文化財保護法のイギリ
スにおける執行を認め、Xの請求を認容した743。Staughton判事は、問題となったニュージー
ランドの文化財保護法が不法輸出に伴う自動的没収を定めたものであることを認めた上で

第 1 章第 3 節一 2.A.参照。
[1982] 3 W.L.R. 570; [1982] 3 All E.R. 432, aff’d, House of Lords, [1984] A.C. 1; [1983] 2 W.L.R.
809. For this case, see Dicey, Morris & Collins, The Conflict of Laws (Sweet & Maxwell, 15th ed.,
2012), Vol. I, para 5-034; Susan N. Nott, Title to Illegally Exported Items of Historic or Artistic Worth,
33 ICLQ 203 (1984). また、拙稿「コミティ（礼譲）の現代的展開（2・完）
」名古屋大学法政
論集 271 号（2017 年）65 頁、85-87 頁も参照。
741 Section 5 (1) of the New Zealand Historic Articles Act 1962.
742 Section 12 of the Act.
743 [1982] Q.B. 349.
739
740
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、本件請求が刑事又は租税（penal or revenue）の性質を有するか否かという点について判

744

断し、これを否定した。すなわち、同法は確かに刑事罰について定めるものの、その目的は
ニュージーランドの文化財を保存することにあることから、本件請求は刑事の性質を有す
るものではないと判断した745。Y上訴。
〔判旨〕原判決破棄。
イギリス控訴院は、以下のように判断し、Xの請求を認容した第一審裁判所の判断を覆し
た。まず、問題となったニュージーランドの文化財保護法上の規定は、不法輸出に伴う自動
的没収を定めたものではないという解釈に基づき、Xは本件木彫りを現実に押収（seizure）
していないため、それに対する所有権を取得していないとした746。また、仮に当該規定が自
動的没収を定めた法規だとしても、かかる刑法的規定をイギリス裁判所において執行する
ことは外国国家による公権力行使に当たるため、そのイギリスにおける執行は国際公法に
照らして認められないとした747。
〔コメント〕Ortiz 事件控訴院判決は、イギリス抵触法上、外国国家による当該国家の租
税法、刑事法その他公法の執行は認められないという広く認められたルール748に従った裁
判例として位置付けられている749。学説上は、一方で、本件ニュージーランドの文化財不正
流通規制上の没収に関する法規は、不法に輸出された歴史的文化財を没収する点で刑事法
的性質を有するとして、かかる法規に基づく請求は主権的請求であるため認められないと
する見解がある750。他方で、文化財の不正流出の防止へと向けた国際協力の観点から、例外
的に外国国家による請求を認めるべきか否かを検討すべきであるとする見解も示されてい
る751。
744

Id. p. 362.
Id. p. 366.
746 [1982] 3 W.L.R. 570, p. 591.
747 Id. p. 594. なお、上告審であるイギリス貴族院は Ortiz 事件控訴院判決【裁判例 10】
（前
掲注 740）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照）の結論を支持したものの（House
of Lords, [1984] A.C. 1; [1983] 2 W.L.R. 809.）、その支持は、上述したニュージーランドの規
定が不法輸出に伴う自動的没収を定めたものではないという点についてのみ及ぶため、同
法規が刑法や公法にあたるとする同控訴院の判断は傍論であると解されている。See Dicey,
Morris & Collins, supra note 740, para. 5-034.
748 Id. paras. 5R-019. 詳しくは、第 3 章第 1 節二 2.において後述する。
749 Id. paras. 5-020-34. なお、同判決の結論については様々な議論を呼び、結果として、コモ
ンウェルス内での文化遺産保護のための枠組み作りが行われることとなった。Davies et al,
supra note 175, p. 324. コモンウェルス内での文化遺産保護のための枠組み作りについて、詳
しくは、
Patrick J. O'Keefe, Protection of the Material Cultural Heritage: The Commonwealth Scheme,
44 International Journal of Cultural Property 147 (1995); Wantuch-Thole, supra note 26, pp. 219221 参照。
750 Frank Vischer, Der ausländische Staat als Kläger, IPRax 209 (1991), p. 213. See also, Dicey,
Morris & Collins, supra note 740, para. 5-027. これらの見解につき、中野・前掲注 724）146 頁
も参照。
751 Georges van Hecke, Nochmals: Der ausländische Staat als Kläger, IPRax 205 (1992), p. 206. こ
の見解につき、中野・同上も参照。
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他にも、本件で問題となったニュージーランドの文化財不正流通規制上の規定の解釈に
関して、Ortiz 事件控訴院判決による認定とは異なり、同規定は自動的没収を定める規定で
あると主張する見解がある752。この見解は、自らの解釈が正しいとすれば、なぜニュージー
ランドにおいて国内法上同国に付与された権原が外国で認められるべきでないのか疑問で
あるとする753。この点は、現在のニュージーランドの文化財不正流通規制やオーストリアの
文化財不正流通規制のように754、不法な輸出に伴う自動的没収を定める規定の適用・解釈が
正面から争われた場合には重要な論点となる。
これに対して、近時、発掘物に関する外国の文化財不正流通規制755の効力を認めたことで、
世界的にも注目を集めた判決が次に挙げる Barakat 事件控訴院判決である。
【裁判例 11】Government of the Islamic Republic of Iran v. The Barakat Galleries Ltd 控訴院判
決756
〔事実〕本件では、イラン・イスラム共和国政府 X（原告）が、ロンドンのギャラリーY
（被告）に対して、南東イラン地域から盗掘された後に不法に輸出されたとされる紀元前
3000 年から 2000 年頃の複数の遺物（以下、「本件遺物」という）につき、その返還を求め
てイギリス裁判所に訴えを提起した。その際、X は、イランの文化財保護法757上、自らが本
件遺物に対して正当な所有権ないし即時占有権を有することを主張した。これに対して、Y
は、抗弁として、本件遺物が南東イランから由来するものであることについて争うと共に、
自らが本件遺物を取得した地であると主張するフランス、ドイツ、あるいは、スイスの法に
従い、本件遺物について自らが正当な権原を取得したと主張した。
原審である第一審裁判所（Gray 判事）は、先決的問題として、以下の 2 点について判断
し、結論として X の請求を退けた758。すなわち、①イラン法とりわけ古器及び歴史的遺物
を得る目的でなされた密掘や盗掘を禁止する法（1979 年法）上、イランが本件遺物の所有
権を有しているか否か、②それが肯定された場合、かかる効果をイギリス裁判所が承認・執
行すべきか否か、である759。Gray 判事は、①の問題につき、鑑定意見等を基に詳細に検討
Prott & O’Keefe, supra note 163, p. 606, pp. 624-626.
Id. p. 606.
754 第 1 章第 3 節一 1.A.参照。
755 第 1 章第 1 節一参照。
756 [2007] EWCA Civ 1374; [2008] 1 All ER 1177; [2009] QB 22. See Patty Gerstenblith, Schultz
and Barakat: Universal Recognition of National Ownership of Antiquities, 14 Art, Antiquity and Law
21 (2009); Matthias Weller, Iran v. Barakat: Some Observations of the Application of Foreign Public
Law by Domestic Courts from a Comparative Perspective, 12 Art, Antiquity and Law 279 (2007);
Briggs, supra note 589, pp. 630-633. また、拙稿・前掲注740）87-89頁も参照。
757 以下の法律及び条文が挙げられる。すなわち、
「国際的規則によれば 100 年以上前に形成
ないし生産された古器及び歴史的遺物を得る目的でなされた密掘や盗掘（ clandestine
diggings and illegal excavations）に関する 1979 年法」
、
「1930 年国家遺産保護法」、「
『国会遺
産保護』についての 1930 年 11 月 3 日行政規則」
、及び、
「イラン民法 26 条」である。[2007]
EWHC 705 (QB), para. 6.
758 [2007] EWHC 705 (QB).
759 Id. para. 4.
752
753

117

し、イランが本件遺物の所有権を有しているとはいえないと判断した上で760、念のためとし
て②の問題についても次のように判断している。すなわち、イギリス裁判所が外国の刑事法、
租税法、及びその他の公法に基づく請求について国際裁判管轄を行使することはない、とい
う原則に従った上で、関連するイラン法は刑事法及び公法であるから、イギリス裁判所にお
いてこれを執行することはできないと判断したのである761。X 上訴。
〔判旨〕原判決破棄。
イギリス控訴院は、まず、イランの関連する法規の詳細な検討を行った上で上記①の問題
を肯定した762。次に、上記②の問題についてもそれを肯定する根拠として、以下の 3 点を挙
げた。第 1 に、未発見かつ無主物である古代遺物の所有権を国家に付与するというイランの
関連する法規の規定自体は遡及効を有さず、当該古代遺物を既に所有する者からその所有
権を奪うものではないことから、刑法法規に該当するものではない763。第 2 に、本件で問題
となるイランの関連する法規は輸出規制ではないことに加え764、X は私人である所有者か
らの強制的取得に基づく請求を求めるのではなく、本件請求は、同国の立法により付与され
る同国の国家遺産を成す古代遺物に対する権原（title）に基づく請求、すなわち「財産的請
求（a patrimonial claim）」の一種であり、公法の執行や主権的権利の主張ではない765。従っ
て、本件は、Ortiz 控訴院判決【裁判例 10】のように外国国家による押収や現実の占有如何
が問題となる事案ではない766。第 3 に、仮にイランの関連する法規が公法という性質を有す
るとしても、その執行を妨げる公序は存在せず、むしろ本件請求が却下されることが公序に
反する767。
〔コメント〕Barakat 事件控訴院判決は、国家所有権の包括的な付与立法768により国家に
付与される所有権に基づく請求を、私人による請求と変わりがない財産的請求として認め
た点にその最大の特徴がある。学説上、同判決が古代遺物に国家所有権を付与する外国法の
効力を認めたことは、世界の古代遺物遺産の保護へと向けた国際的な枠組みにおける新た
な発展として、非常に重要であると評価されている769。
これに対して、Briggs は、本件請求は確かに所有者による請求であると評価できるものの、
当該所有権は、依然として国家に特有の性質を有することを強調する770。この点に関連して、
Briggs は、本件における裁判所が、本件の問題を「未発見かつ無主物」の文化財に対して国
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763
764
765
766
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768
769
770

Id. paras. 15-76.
Id. paras. 77-100.
[2007] EWCA Civ 1374, paras. 12-94.
Id. paras. 104-111, para. 111.
Id. paras 112-130.
Id. para. 149.
Id. para. 149, paras. 146-148.
Id. paras. 151-163.
第 1 章第 1 節一参照。
Gerstenblith, supra note 756, p. 43.
Briggs, supra note 572, p. 633.
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家所有権を付与する立法に基づく請求の可否、と限定していた点が重要であるとする771。こ
のように述べた上で、Briggs は、本判決と Ortiz 控訴院判決【裁判例 10】により示された準
則を整合的に理解しようとすれば、以下のような準則が導かれるとする772。すなわち、問題
となる財産が当該国家領域内に所在する間に外国国家がそれを占有したこと、という Ortiz
控訴院判決【裁判例 10】が示した要件は、
「未発見かつ無主物」の文化財に関しては要求さ
れず、従って、国家による権原取得が私的に所有されていた財産の没収・国有化・収用によ
るものであった場合にのみ要求されるということである773。
最後に、学説上、Ortiz 控訴院判決【裁判例 10】とは異なり、X 国家による現実の占有な
いし押収行為がないにもかかわらず、Barakat 控訴院判決がイラン法の効力を認めた背景に
は、地中や海中から直接に密掘されるために国家による押収等を経た保護が困難であると
いう、発掘文化財の特殊性への配慮があることも指摘されている774。
B-2. アメリカ
（1）最後に、アメリカにおける裁判例を取り上げる。アメリカ法の特徴的な点は、同国
では、刑事法規である「連邦盗品法（The National Stolen Property Act）
」
（1948 年）
（以下、
「NSPA」という）775に基づく刑事訴訟において、外国の文化財不正流通規制の効力が考慮
されてきた点である。すなわち、アメリカにおいては、NSPA 上の「stolen（盗まれた）
」と
いう要件の判断に際して外国の文化財に関する所有権法が参照されることで、そのような
外国文化財を取り扱った者を罰するとともに、税関当局が当該文化財を押収し元の所在地
国に返還するという実務が行なわれてきたのである776。NSPA に基づく刑事裁判実務を通じ
771

Ibid.
Ibid.
773 Ibid.
774 Gerstenblith, supra note 756, pp. 45-46.
775 18 USC §2314 (1999), available at <https://eca.state.gov/files/bureau/18-2314.pdf>. 関連条文
は、以下の通りである。
Section 2314 “Whoever transports, transmits, or transfers in interstate or foreign commerce any
goods, wares, merchandise, securities or money, of the value of $5,000 or more, knowing the same to
have been stolen, converted or taken by fraud…shall be fined under this title or imprisoned not more
than ten years or both.”
Section 2315 “Whoever receives, possesses, conceals, stores, barters, sells, or disposes of any
goods, wares, or merchandise, securities, or money of the value of $5,000 or more, or pledges or
accepts as security for a loan any goods, wares, or merchandise, or securities, of the value of $500 or
more, which have crossed a State or United States boundary after being stolen, unlawfully converted,
or taken, knowing the same to have been stolen, unlawfully converted, or taken…shall be fined under
this title or imprisoned not more than ten years, or both.”
776 United States v. Hollinshead, 495 F.2d 1154 (9th Cir. 1974); United States v. McClain, 545 F.2d
988 (5th Cir. 1977), rehearing denied, 551 F.2d 52 (5th Cir. 1977); United States v. McClain, 593 F.2d
658 (5th Cir. 1979), cert. denied, 444 U.S. 918 (1979); United States v. Schultz, 333 F. 3d. 393 (2d Cir.
N.Y. 2003), cert. denied, 2004 U.S. LEXIS 70 [2004]. See, e.g., Kelly E. Yasaitis, National Ownership
Laws as Cultural Property Protection Policy: The Emerging Trend in United States v. Schultz, 12
International Journal of Cultural Property 95 (2005); Barbara T. Hoffman, International Art
Transactions and the Resolution of Art and Cultural Property Disputes: A United States Perspective,
772
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て、外国の文化財不正流通規制が考慮されるためには、以下の要件が必要となることが確立
されてきた777。すなわち、
（a）外国の文化財不正流通規制が問題となる文化財の所有権を国
家に付与することを明確に定めていること（罪刑法定主義の観点からの明確性の要求）、
（b）
かかる所有権が不法輸出に際してのみでなく国内的にも執行されていること（単なる輸出
規制ではなく、所有権法であること）、
（c）問題となる文化財の所有権を主張する国家の現
在の領域内においてそれが所在し又は発見されたこと（地理的適用範囲）
、
（d）問題となる
文化財が同法の施行当時に同国に所在したこと（遡及効の禁止）778、である。アメリカでは、
以上挙げた 4 つの要件が、これから紹介する国際民事訴訟における返還請求事件（特に Peru
v. Johnson 事件判決【裁判例 12】779）においても、また、近時は、税関法に基づく民事収用
訴訟（civil forfeiture action）780においても、頻繁に援用されている781。
（2）以上の前提を踏まえて、以下では、民事の動産占有回復訴訟の裁判例を紹介する。
【裁判例 7】Autocephalous Greek-Orthodox Church of Cyprus and The Republic of Cyprus v.
Goldberg782事件判決
なお、同事件については、既に第 3 章第 1 節一 1.B.において取り上げているため、詳しい
事実関係については、省略する。同事件では、キプロス教会 X1 及びキプロス共和国 X2（原
告）が同国の教会から盗取されたモザイク画の返還を求めた。
〔判旨〕裁判所は結論として X らの請求を認容したものの、キプロス教会との共同原告
であるキプロス共和国 X2 の請求が私法的請求か公法的請求か否かについては、正面から検
討されなかった。この点については、X2 の当事者適格（standing）の問題として、脚注に以
下のような言及がある。すなわち、「原告であるキプロス共和国は、同国及びその国民が、

in Barbara T. Hoffman (ed.), Art and Cultural Heritage: Law, Policy and Practice (Cambridge
University Press, 2006) p. 159; Patty Gerstenblith, For Better and For Worse: Evolving United States
Policy on Cultural Property Litigation and Restitution, 22 International Journal of Cultural Property
357 (2015).
777 Gerstenblith, id. pp. 362-363.
778 Ibid.
779 前掲注 785）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
780 「収用訴訟（forfeiture action）
」は、本来の所有者のために合衆国政府自らが提起する対
物訴訟（in rem action）である。収用訴訟は刑事手続の一部として提起されることもあるが、
外国文化財に関しては、民事収用訴訟が用いられることが一般的であるとされる（裁判例と
して、United States v. Pre-Colombian Artifacts and the Republic of Guatemala, 845 F. Supp. 544
(N.D. Ill. 1993); United States v. An Antique Platter of Gold, 991 F. Supp. 222 (S.D.N.Y. 1997), aff’d,
184 F.3d 131 (2nd Cir. 1999); United States v. A 10th Century Cambodian Sandstone Sculpture,
Currently Located at Sotheby’s in New York, New York, Stipulation and Order of Settlement, 12 Civ.
2600 (GBD), December 12, 2013 等がある）。民事収用の法的根拠は、①アメリカの文化財条
約実施法（The Convention on Cultural Property Implementation Act, 19 US Code 2601-2613, entered
into force in 1983）違反、②輸入文化財の原産地に関する虚偽の税関書類の提出、③税関法上
の「法に反して（contrary to law）」に該当すること、が挙げられる。以上の記述につき、
Gerstenblith, supra note 776, pp. 359-361 参照。
781 Gerstenblith, supra note 756, p. 26.
782 前掲注 623）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
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『
［本件モザイク画］につき、そして、それらをキプロスの文化的・宗教的並びに美術的遺
産の非常に貴重な表現として保護・保存することにつき、承認されかつ法的に審理されるべ
き（cognizable）利益を有している』
」783。このように述べて、同裁判所はキプロス共和国の
訴訟適格を認めたのである。
〔コメント〕Goldberg 事件判決では、外国国家による請求がどのような法的根拠に基づく
ものなのかという点について審査されることなく、外国国家による返還請求が認められて
いる。この点に関して、学説上は、本件ではキプロス教会 X1 の私法上の所有権に基づく返
還請求が問題の中心であったことから、同裁判所はキプロス共和国 X2 による返還請求の許
容可能性について検討する必要はないと判断したものであると解されている784。
これに対して、次に挙げる Peru v. Jonhson 事件判決は、文化遺産保護の観点からペルー政
府が返還請求を行うこと自体は認められたものの、問題となった法規が単なる輸出規制で
あったこと等を理由として請求返還が棄却されている。
【裁判例 12】Government of Peru v. Johnson 事件判決785
〔事実〕本件は、ペルーにおいて盗掘され又はペルーから不法に輸出されたとされる先コ
ロンブス期の金・陶磁器・織物（以下、
「本件文化財」という）につき、ペルー政府 X（原
告）が、それらを善意で購入したコレクターY（被告）に対して、自国の文化財に関する国
有財産化法786に基づき返還を求めたものである。
〔判旨〕請求棄却。
カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所は、まず、
「同国にある歴史的遺跡から発掘さ
れた非常に多くの貴重で素晴らしい先コロンブス期の人工遺物が、海外へと密輸入され博
物館や他のアート・コレクターへと売却されていることは、明らかである。このような行為
はペルーの文化遺産の主要部分を破壊するものであり、X は、その遺産のさらなる略奪を防
ぐという決意において、合衆国の裁判所による援助を受ける権利を有する」787と述べ、X が
本件訴えを提起する権利を有することを認める。しかしながら、本件文化財が盗取された場
所やその時期に関する証明が不十分であること788、及び、本件で援用されたペルーの文化財
不正流通規制は国内的に執行されておらず、従って所有権付与法ではなく単なる輸出規制
であること（ここでは、NSPA 訴訟における先例789が引用される）790を理由に、ペルーの本
件請求を棄却した。
〔コメント〕Peru v. Johnson 事件判決では、外国国家が同国の所有権付与に関する法では

783

771 F. Supp. 1374 (5 D Ind. 1989), p. 1377.
Byrne-Sutton, supra note 634, pp. 155-156.
785 720 F. Supp. 810 (C.D.Cal. 1989), aff’d sub nom., Government of Peru v. Wendt, 933 F.2d. 1013
(9th Cir. 1991).
786 Law No. 6634 of June 13, 1929.
787 720 F. Supp. 810 (C.D.Cal. 1989), pp. 811-812.
788 Id. pp. 811-814.
789 See supra note 776.
790 720 F. Supp. 810 (C.D.Cal. 1989), pp. 814-815.
784
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なく単なる輸出規制法に基づき返還請求を行う場合には、当該請求は認められないと判断
されている。既に述べたように、外国国家による返還請求を「盗取（stolen）
」という原因に
基づくものか、それとも「不法輸出（illegal export）
」という原因に基づくものかにより区別
するという考えは、刑事訴訟である NSPA に基づく裁判例の影響を受けるもの791。
C. 小括
以上、外国国家等による当該国の文化財不正流通規制に基づく返還請求の許容性に関す
る各国裁判例を整理しつつ紹介した。ここでは、以下の 3 つの点を確認することができた。
① 第 1 に、大陸法系諸国の裁判例（イタリアの Danusso 事件判決【裁判例 8】792、ベル
リン高等裁判所 2006 年判決【裁判例 9】793）においては、私法上の請求における先決問題
として国家所有権の有無を判断する際に、原告国家の文化財不正流通規制を適用するとい
う処理が行われている点である。
② 第 2 に、イギリス裁判例上は、不法輸出に伴う自動的没収を定めた文化財不正流通規
制に基づく請求は認められないとする裁判例（Ortiz 事件控訴院判決【裁判例 10】794）が長
らく先例を形成してきたが、近時、発掘物に国家所有権を付与する立法に基づく請求は、そ
れが国家所有権に基づく請求であっても、財産的請求であることに変わりはないため許容
されると判断した裁判例（Barakat 事件控訴院判決【裁判例 11】795）が下されている点であ
る。
③ 第 3 に、アメリカの Peru v. Johnson 事件判決【裁判例 12】796では、国内的に執行され
ていない単なる輸出規制に基づく請求は認められない、と判示されている点である。
2. 学説
以下では、上述した各国裁判例の整理を踏まえた上で、外国国家等による返還請求の許容
性の問題について、各国の抵触法立法及び学説上どのような対応や議論がなされてきたの
かという点について確認する（B.）
。その前提として、外国国家等による外国公法に基づく
請求の許容性の問題一般に関する学説上の議論を確認する（A.）。
A. 公法的請求一般の許容性
（1）一般に、租税債権の回収や輸出管理規制違反に基づく請求といった外国国家等によ
る外国公法に基づく請求については、各国裁判例上も、また、学説上も、条約や立法による

791
792
793
794
795
796

前掲注 775）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
前掲注 726）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
前掲注 732）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
前掲注 740）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
前掲注 756）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
前掲注 785）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
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国家的同意がない限り許容されないと考えられてきた797798。学説上は、このように外国国家
等による外国公法に基づく請求が許容されないとする根拠を国際法と国内法のいずれに求
めるか、さらに、国内法に求める場合には、国内法上のどのような原理・原則にその根拠を
求めるか、という点を巡って対立してきた799。
学説の対立軸として重要となるのは、条約や立法による国家的同意がない場合にも、裁判
所は外国国家等による外国公法に基づく請求を認めることができると考えるか否か、とい
う点である。学説は、これを否定する立場と肯定する立場とに分かれる。
（2）一方で、外国国家等による外国公法に基づく請求は、条約や立法による国家的同意
がない限り許容されないと考える立場がある。
① この立場の代表的論者としては、外国国家等による外国公法に基づく請求が認められ
ないとする根拠を、執行管轄権の属地的制約800や、主権独立といった国際法上の原理・原則

このような判断を行う裁判例として、例えば、インド政府による同国の所得税法に基づ
く所得税の支払請求を退けたイギリスの Government of India v. Taylor, [1955] A.C. 491 や、グ
アテマラによる同国の輸出管理規制に基づく未払いの関税同等分の支払請求等を退けたフ
ランスの破毀院 1990 年 5 月 2 日判決（Cour de cassation (1re ch. civ.), 2 mai 1990, Revue critique
DIP 1991, p. 378）等がある。その他の裁判例も含む、外国国家等による外国公法に基づく請
求の許容性が問題となった各国裁判例の邦語での紹介及び分析として、中野・前掲注 724）
140-154 頁参照。
798 なお、外国国家等による外国公法に基づく請求の許容性の問題に関しては、国際法学会
が 1977 年のオスロ会合において「外国当局ないし外国公共団体によるその公法に基づく請
求に関する決議（Résolution sur les demandes fondées par une autorité étrangère ou par un organisme
public étranger sur des dispositions de son droit public）
」を採択している（条文については、Institut
de droit international (ed.), Annuaire de l’Institut de droit international, Vol. 57, Part II (1977), p. 329
参照）
。同決議では、一方で原則としてかかる請求は認められないとしつつ、他方で法廷地
国の目から見てそれを許容することが正当化される場合には認めてよいとする、以下の準
則が提唱された。
同 I 条「
（a）外国当局ないし外国公共団体がその公法上の法規に基づき法的手続において
なす請求は、法廷地国の目から見てその対象が統治権の行使に関わる限りにおいて、原則と
して認められない。
（b）前項の規定に拘わらず、当該請求は、法廷地国の目から見て、当該外国当局ないし
外国公共団体との関係における平等取扱いに対する被告の権利、請求の対象、国家間協力の
要請、又は関係する国家の利益の収束がこれを正当化する場合には、認められると考えられ
るべきである。
」Ibid.
同 II 条「前条に掲げる場合の他、外国当局ないし外国公共団体がその公法上の法規に基
づき法的手続においてなす請求は、特に法廷地国の目から見て私法的請求に基因する、また
はそれに伴うものとみなされる請求である場合、認められると考えられるべきである。
」Id.
p. 330.
799 諸外国の議論も含む、これらの問題に関する議論の整理及び分析として、中野・前掲注
724）122 頁以下、横溝・前掲注 725）253 頁以下、等参照。
800 なお、国際法上、執行管轄権に関しては、慣習法や条約により許容されていない限り自
国領域外での行使が認められない、とする点で一致があるといえる（例えば、浅田正彦編著
『国際法［第 3 版］
』
（東信堂、2016 年）125-126 頁［水島朋則執筆］
、小寺彰＝岩沢雄司＝
森田章夫編『講義国際法［第 2 版］
』
（有斐閣、2013 年）164 頁［中川淳司執筆］
、等参照）
。
797
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に求める F. A. Mann が挙げられる801。また、同じく Dicey/Morris/Collins も、
「英国裁判所は、
直接的であれ間接的であれ、外国国家の刑事、歳入、又はその他の公法を執行するための訴
訟を受理する管轄権を有しない」802という準則を挙げた上で、以下のように述べる。すなわ
ち、外国公法に基づく「請求の執行は、当該租税を課した主権的権力の拡張であり、
『ある
国による他国領域内での主権的権威の主張は、外国主権による財産的請求（patrimonial claim）
を除き、
（条約又は協定［が存在する場合］を別にして）主権独立のあらゆる概念に反する』
」804とするのである。

803

② 上述した見解とはやや異なり、外国国家等による外国公法に基づく請求を退けなけれ
ばならないとする国際法上の準則は存在しないとしつつも805、国内憲法上の権限配分の観
点から、外国主権による公法的請求の許容性の問題は裁判所ではなく立法に委ねられるべ
きである（従って、裁判所がかかる請求を認めるためには国家的同意が必要となる）とする
見解がある806。また、結論として同様の立場を採る横溝大教授は、以下のように述べる807。
すなわち、
「問題は、各国内法上、裁判所が外国国家等による外国租税法に基づく直接請求
を請求を受け容れることにつき、何らかの方法で国家的同意を与えているか否か」808であり、
この点、我が国おいて個々の裁判所にこのような国家的同意を与える権限はなく、また、私
法的法律関係に関する紛争を対象とする民事訴訟法は、
「私法的法律関係に含まれない請求
801

F. A. Mann, Foreign Revenue Laws and the English Conflict of Laws, 3 International &
Comparative Law Quartery 465 (1954); id., Conflict of Laws and Public Laws, 132 Recueil des cours
107 (1971); id., The International Enforcement of Public Rights, 19 New York University Journal of
International Law and Politics 604 (1987).
802 Dicey, Morris & Collins, supra note 740, pp. 107-108.
803 ここでは、Government of India v. Taylor（前掲注 797）参照）の判旨が引用されている。
804 Dicey, Morris & Collins, supra note 740, p. 109.
805 例えば、横溝大教授は、外国国家による訴えの提起行為が法廷地国の主権侵害を構成す
ると考える Mann の見解に対して、
「訴えの提起段階では、法廷地国において未だにいかな
る外国租税法の執行も行われていないのであり、当該行為自体を外国国家の域外的な執行
管轄権の行使とみなすことは出来ない」と述べる。横溝・前掲注 725）260 頁。See also, infta
note 816, p. 53. [Puttfarken]
806 Michel Bauer, Le droit public étranger devant le juge du for (recherches sur un effet du principe
de séparation des pouvoirs en droit international privé) (A.N.R.T. Université de Lille, III, 1977), pp.
483-484. この見解は、国内憲法上の権力分立を根拠として、立法府による国内立法がない限
り、司法府である裁判所は公法的請求を認めることはできないとするものである。横溝・前
掲注 725）254-255 頁参照。
807 同教授は、Bauer がいうような「権力分立から説明することも或いは可能であろう」とす
る（同上 261 頁・注（57）
）
。ただし、「法廷地裁判所を通じた外国公法についての裁判につ
いても、法廷地国の制度的な同意が必要となるのは、執行の場合と同様なのではないだろう
か」
（同上 261 頁・注（56）
）という同教授による記述が示唆するように、本文に述べた結論
を導くに当たり、横溝教授が依拠する根拠は、
（執行管轄権の域外的行使に関わる）国際法
上の制約にあるものと推察される。言い換えれば、同教授は、法廷地国裁判所における外国
国家等による外国公法に基づく請求に関わる「裁判」と、外国国家等による法廷地国での「執
行」とを連続的なものとして捉えた上で、後者について国際法上必要となる国家的同意は前
者についても要求されるべきである、と考えるのである。
808 横溝・前掲注 725）261 頁。
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についてまで審理することを裁判所に認めたものではない」809。
このように、外国国家等による外国公法に基づく請求は認められないとする見解は、①執
行管轄権の域外的執行に関する国際法上の制約や、②国内憲法上裁判所に付与される権限
という制度的な観点から、裁判所はそれが属する法秩序において必要とされる国家的同意
がない限りかかる請求を受け容れることはできない、と主張するのである。
（3）他方で、国際法上、外国国家等による外国公法に基づく請求を拒絶する義務や受理
する義務が法廷地国裁判所に課されているとみることは困難であるとした上で810、法廷地
国裁判所は、国家的同意がない場合であっても、外国国家等による外国公法に基づく請求を
例外的に認めることができると考える立場がある。
① まず、外国国家等による外国公法に基づく請求が許容されない根拠を法廷地国の国家
利益の欠如に求める見解がある811。この見解によれば、外国国家と自国の利益が収束するよ
うな請求については、条約や立法による国家的同意を必要とするまでもなく、法廷地国裁判
所により受理することが許されるとされる812。我が国学説上も、中野俊一郎教授が同様の観
点から、以下のように述べている813。すなわち、「国家間の協力が要請されるような場合に
は、外国の主権的請求についても、例外的に内国で審理を許す必要が生じうる」814。従って、
「裁判権を発動して事案の解決に協力するにつき内国がどれほどの利益をもつかを、問題
類型毎に衡量してゆくことが必要となるであろう」815、とするのである。
② 次に、一部の学説上は、例えば外国国家が他国裁判所での民事訴訟において歳入に関
する請求を行う場合、当該請求の執行は主権的特権に基づく請求という性質を失うとした
上で、その処理は、相互主義や共通の利益といった考慮に基づく法廷地国裁判所の判断に委
ねられるとする見解が主張されている816。この主張の背景には、国際的な移民や資産移動と
いったグローバル化の下で、歳入事項に関する国家間共助の必要性が高まっているという
認識がある817。
このように、外国国家等による外国公法に基づく請求が例外的に許容される余地を認め
る見解は、当該請求を裁判所が受理することを妨げる制度的な制約は存在しないと解した

同上。
中野・前掲注 724）134-135 頁、横溝・前掲注 725）260-261 頁、及び、そこに挙げられる
見解参照。
811 Bernard Audit, note, 80 Revue critique DIP 378 (1991), p. 383; Bertrand Ancel & Yves Lequette,
Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé (Dalloz, 5e éd., 2006), p.
691, 698-699.
812 Audit, ibid: Ancel & Lequette, ibid.
813 中野・前掲注 724）137-138 頁。
814 同上 138 頁。
815 同上。
816 Jürgen Basedow, Jan von Hein, Dorothee Janzen & Hans-Jürgen Puttfarken, Foreign Revenue
Claims in European Courts, Yearbook of Private International Law, Vol. VI (2004), pp. 64-70.
[Basedow]
817 Id. [Basedow] p. 65.
809
810
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上で、例えば国家間協力の必要性といった観点から、例外的に認めるべき場合が存在すると
主張するのである。
（4）以上のように、学説上、外国国家等による外国公法に基づく請求の許容性の問題を
巡っては、次のように見解が対立している。すなわち、一方で、執行管轄権の域外的行使に
関わる国際法上の制約や国内憲法上の権力分立の原則から、法廷地国裁判所が外国国家等
による外国公法に基づく請求を認めるには、条約や立法による国家的同意が必要となると
する立場があり、他方で、そのような国家的同意を必要とすることなく、国家利益の有無に
関する法廷地国裁判所による政策的判断の問題として、法廷地国裁判所が外国国家等によ
る外国公法に基づく請求を例外的に許容する可能性を認める立場がある。
B. 文化財不正流通規制に基づく請求の許容性
次に、外国国家による当該国の文化財不正流通規制に基づく返還請求の可否に関する学
説上の議論を取り上げる。従来は、外国文化財不正流通規制に基づく請求全般につき、それ
は外国公法に基づく請求であるとして許容されないと解されてきたといえる818。また、Ortiz
事件控訴院判決【裁判例 10】819の立場と同様、学説上も、問題となる外国の文化財不正流
通規制が刑事罰目的を含む場合には、かかる文化財不正流通規制法に基づく返還請求は認
められないとする見解が主張されてきた820。
これに対して、近時は、外国国家等による外国公法に基づく請求が認められないことを前
提としつつも、
「財産的（patrimonial）請求」については認められるとする点で、一定のコン
センサスが形成されつつある（B-1.）。さらに進んで、一部の学説上は、外国の純然たる輸出

例えば、Mann は、イタリアが同国から不法に輸出されたメディチ家に関する古文書コ
レクションのオークションへの出品差止めをイギリス裁判所に求めた実際の事件（King of
Italy v. Marquis Cosimo de’ Medici Tornaquinci and Christie, Manson & Woods, [1918] 34 T.L.R.
623.）を挙げつつ、次のように述べる。すなわち、
「外国国家はイングランドにおいて自らに
固有の特権的権力（its peculiar powers of prerogative）に基づくような権利を執行することは
できない」とした上で、具体例として、
「仮に美術品が特別な許可なしではイタリアから輸
出できないとしても、イタリア国家がイギリス裁判所に赴き、同国から不正に輸出された美
術品の返還を求めることはできない」とする。F. A. Mann, Prerogative Rights of Foreign States
and Conflict of Laws, in Grotius Society (ed.), Problems of Public and Private International Law/The
Grotius Society, Vol. 40 (British Institute of International & Comparative Law, 1954), p. 25, p. 34. な
お、このように述べる際、Mann は、国家自らの財産に関する動産返還請求のように、国家
がその性質上個人にも同様に帰属しうる権利に基づく請求を行う場合、かかる請求は特権
的請求にはあたらないとする。Ibid. 「その性質上個人にも同様に帰属しうる権利」として
念頭に置かれるのは、恐らく一般的な私法上の所有権のことであると解されるが、Mann が
両者の区別をどのように考えているのかは、必ずしも明らかでない。
819 第 3 章第 1 節二 1.参照。
820 例えば、Vischer は、イギリスの Ortiz 事件【裁判例 10】
（前掲注 740）に対応する本文、
及び、それに続く箇所参照）において問題となったニュージーランドの文化財保護法は、領
域的に限定される刑事法的性質を有するものであることから、同法に基づく返還請求は主
権的請求であり認められないとする。 Vischer, supra note 750, p. 209.
818
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規制に基づく請求を含む、外国国家による返還請求一般について許容性を認めるべきであ
るという見解も主張されている（B-2.）
。以下、これらの議論について詳述する。
B-1. 「財産的請求」については許容されるとする立場
（1）近時の学説は、その理由付けや許容される範囲には論者毎に違いがあるものの、請
求の基礎となる権利が財産的性質すなわち私法上の所有権的な性質を帯びる限りにおいて、
外国国家等による返還請求は許容されるとする点で、概ね見解の一致があるといえる。例え
ば、Merrymann821は、Peru v. Jonson 事件判決【裁判例 12】822の立場と同様、国内的に執行さ
れていない単なる文化財輸出規制に基づく請求と、文化財の権原（title）を国家に付与する
法に基づく請求とを区別した上で、前者の請求は認められないとする823。というのも、外国
国家等による外国公法に基づく請求一般の許容性を否定する Merryman は、一国の裁判所が
他国の輸出規制という公法を執行することはないと考えるからである824。
また、Barakat 事件【裁判例 11】825においてドイツ法の観点から鑑定意見を書いた Weller
は、以下のような区別を主張する826。すなわち、外国国家の刑事法や歳入法に基づく金銭支
払請求は、公法に基づく請求（claim based on public law）であるため許容されない一方827、
所有権に基づく請求（claim based on property）は、元の所有権の有無という先決問題に関し
て公法（文化財の所有権を国家に付与する立法）の効力が問題となるにすぎないため、私法
に基づく請求（claim based on private law）として許容される828、とするのである。この区分
の根拠につき、Weller は、ドイツ法の立場829として以下のように述べる。すなわち、仮に問
題となる文化財の元の所有権の所在という先決問題につき文化財の所有権を国家に付与す
る公法的規範が影響を及ぼすとしても、かかる公法的規範は物権準拠法である私法の適用
においてその効果が考慮されるにすぎず、外国国家による返還請求が私法に基づく請求で
あることに変わりはないのである830。Weller は、実際にこのよう処理を行う裁判例として、
エジプトがドイツ民法に基づく文化財の輸出差止措置を求めたドベルリン裁判所 2006 年判

821

John H. Merrymann, Limits on State Recovery of Stolen Objetcs, 1 International Journal of
Cultural Property 169 (1992).
822 前掲注 785）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
823 See also, Bator, supra note 41; Merryman, supra note 312.
824 Merryman, supra note 821, p. 170. See also, John H. Merryman, The Retention of Cultural
Property, 21 University of California Davis Law Review 477 (1988), pp. 482-489.
825 前掲注 756）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
826 Weller, supra note 756.
827 Id. p. 282, 294.
828 Id. p. 282, 292, 294.
829 なお、国有化・収用措置の内国での効果の問題に関してこのような立場がとられている
ことにつき、横溝大「外国国有化・収用措置の我が国における効果」法協 113 巻 2 号（1996
年）224 頁、271 頁以下参照。
830 Weller, supra ntoe 756, p. 292.
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決【裁判例 9】831を挙げる832。
このように、Weller によれば、外国国家自身が制定した法の利益を法廷地裁判所において
自ら追求するという事実自体が上記のような請求の私法的性質を変更させることはないと
された上で、当該国家は、私的所有者の権限において行動している、言い換えれば「業務管
理的行為（iure gestionis）
」を行っているにすぎない、とされるのである833。なお、Weller は、
仮に法廷地の法制度上、公的所有権と私的所有権とが明確に区別されており、かつ、外国国
家が請求の基礎とする所有権が法廷地の法制度上「公的所有権」と性質決定される場合、か
かる権利に基づく返還請求は公法に基づく請求であるため認められないとしている834。
（2）これらの見解は、刑事・歳入・輸出管理に関する法に基づく請求は、国家の特権的
権利に基づく請求として認められないとする一般的な前提を維持しつつも、文化財不正流
通規制に基づく返還請求が所有権に基づく私法上の財産的請求と性質決定されるならば、
かかる請求については許容されるとするものである。これに対して、近時は、さらに進んで、
輸出規制違反に基づく請求も含む、文化財不正流通規制に基づく請求一般について許容さ
れるべきであるとする見解が主張されているので、以下紹介する。
B-2. 返還請求全般について許容すべきとする立場
（1）伝統的な抵触法学上も、外国国家による文化財の返還請求を例外的に認めるべきで
あるとする見解は存在した835。例えば、van Hecks は、文化財の国外流出に関して各国が個
別に対応することには限界があるため世界的な対応が求められていることに鑑み、国際協
力の必要性から外国国家による文化財の返還請求を例外的に認めるべきか否かが審査され
るべきであるとする836。また、Ancel/Lequette も、外国国家と法廷地国との利益が収束する
場合には、公法的請求が認められるとした上で、その例外的な場合として盗取ないし不法に
輸出された外国文化財の返還請求が外国国家によりなされる場合を挙げる837。
これに対して、近時は、ユネスコ条約（1970 年）の趣旨・目的を踏まえつつ、外国国家に
よる文化財の返還請求一般について許容すべきであると主張する見解がある。ここでは、そ
のような見解として、文化財の不正取引の撲滅へと向けた国家協力の原則を強調する
Vigneron の見解と、コモン・ロー上の議論として領域主権原理や所有権概念の再構成を行う
Gordley の見解を取り上げる。
（2）第 1 に、Vigneron は、イギリスを始めとする各国の裁判例上許容されてきた財産的
前掲注 732）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
Weller, supra ntoe 756, pp. 283-284.
833 Id. p. 292.
834 Id. pp. 292-293.
835 本節二 2.A.参照。また、中野・前掲注 724）145-146 頁、横溝・前掲注 725）256 頁も参
照。
836 van Hecks, supra note 751, p. 206. 中野・同上 146 頁も参照。
837 Ancel & Lequette, supra note 811, p. 698. そこでは、Guido Carducci, supra note 479 が引用
される。
831
832
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権利に基づく請求だけでなく、非財産的利益（文化財に関する輸出規制違反）に基づく請求
についても許容されるべきである、と主張する838。この見解は、文化財に関する輸出規制違
反に基づく外国国家による請求に関して、「真の問題は、国際法がかかる請求を法廷地国の
主権侵害を構成するものとみなすか否かである」839、とする。その上で、Vigneron は、現在、
国際法（ユネスコ条約〔1970 年〕
、ユニドロワ条約〔1995 年〕など）840や、EU 法841、国家
法、民間団体による規範842において、文化財の不正取引の撲滅へと向けた国際協力の原則が
形成・発展していることを指摘する843。このことから、外国の文化財輸出規制に反して不法
に輸出された文化財を取り戻す機会を同国に与えることにより、国際的な文化財の不正取
引を防止に貢献するために、各国は、文化財法に関する輸出規制違反に基づく請求について
も許容すべきである、と Vigneron は主張するのである844。
このように、Vigneron の見解は、外国国家による公法的請求一般の可否の問題を国際法上
の問題であると解した上で845、国際法・EU 法・国家法・民間団体による規範の中に見出さ
れる文化財の不正取引の撲滅へと向けた国際協力の原則を根拠に、文化財法に関する輸出
規制違反に基づく請求も含む、外国国家による文化財の返還請求一般について認められる
べきであることを主張する。
（3）第 2 に、Gordley は、①ある国家の輸出規制法が他国において執行されることはな
く、また、②私人と同じように財産を所有し又はそれを占有（possess）し使用する権利を有
していることを証明しない限り、国家は当該財産を取り戻すことはできないというコモン・
ロー上の 2 つの命題は悪しき法（bad law）であり、裁判所はかかる命題を退けるべきであ
ると主張する846。

838

Sophie Vigneron, Protecting Cultural Objects: Enforcing the Illicit Export of Foreign Cultural
Objects, in Valentina Vadi & Hildegard E.G.S. Schneider (eds.), Art Cultural Heritage and the Market:
Ethical and Legal Issues (Springer, 2014), pp. 117-139, p. 136.
839 Id. p. 125.
840 第 3 章第 1 節参照。その他にも、
「コモンウェルス内における文化遺産保護のためのス
キーム」
（1993 年）が挙げられる（同スキームについて、前掲注 749）に挙げられる文献参
照）
。
841 第 3 章第 2 節参照。
842 国際法学会ヴィースバーデン大会の「外国公法の適用に関する決議」
（1975 年）や、国
際博物館会議（International Council of Museums, ICOM）による倫理規程（Code of Ethics for
Museums）が挙げられる。なお、
「国際博物館会議（ICOM）」とは、各国の博物館・美術館
等から構成される民間団体であり（see <http://icom.museum/>）、ICOM が作成する倫理規程
は、最も重要な自主規制であるといえる（同倫理規程は、以下のサイトから入手可能。
<http://icom.museum/the-vision/code-of-ethics//L/4/>.
843 Vigneron, supra note 838, pp. 125-132
844 Id. p. 136.
845 Id. pp. 120-125. 具体的には、Vigneron は、自国裁判所において執行可能な外国公法か否
かの判断基準を、主権的（iure imprerii）か業務管理的（iure gestionis）か否かという点に求
めた上で、前者の性質を有する外国国家による行為は法廷地の主権と衝突すると考えられ
てきた、と述べる。Id. p. 121.
846 James Gordley, The Enforcement of Foreign Law: Reclaiming One Nation’s Cultural Heritage in
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第 1 の命題に関して、Gordley は、これを支持するコモン・ロー上の権威的先例は存在し
ないとした上で847、Joseph Story による領域主権の原理（the principle of territorial sovereignty）
についての理解848として、以下の命題を導き出す。すなわち、
「アメリカやイギリスの裁判
所が外国輸出規制に反して取得された権原を承認することができるか否かという問題」849
に関する判断は、
「文化的重要性を有する財産に関する輸出規制法については、単に外国輸
出規制法の違反があったか否かではなく、かかる違反が法廷地［国］の基準に従い唾棄すべ
きもの（odious）であり、国際的な政策（international policy）に反するか否かによる」850。
このように文化的重要性を有する財産に関する輸出規制法に関して特別な対応が求められ
る根拠としては、文化遺産の貧困化の防止を目指すユネスコ条約（1970 年）が挙げられて
おり、同条約の締約国が法廷地国である場合、第 1 の命題は破棄されることとなるとされる
851。

第 2 の命題に関しても、Gordley は、文化遺産の貧困化の防止という観点から、アメリカ
やイギリスの裁判所が採ってきた「所有権」概念に関する理解の問題点を指摘した上で852、
不法に輸出された文化財の外国国家による返還請求を可能にする所有権の性質について再
考すべきであるとする。Gordley によれば、ローマ法上は、様々な種類の所有やその制限が
認められており853、「所有者がその意思に従い自らが有する財産の処分権を有すること」と
いう意味で所有権概念を理解する 19 世紀の意思理論の理解には、必然性がないという854。
文化財に関しては、例えばグアテマラ法のように、ある文化財について私人による所有を許
可する一方で、当該文化財に対する国家の特権的関与を認める法制度が存在する855。実際上、
Another Nation’s Courts, in James Gordley (ed.), Enforcing International Cultural Heritage Law
(Oxford University Press, 2013), p. 110.
847 Id. pp. 110-113.
848 そこでは、奴隷貿易に従事していたフランス船のアメリカ海軍による拿捕事件において、
Story 判事が、奴隷貿易への従事は自然法並びに国際法及びフランス法に違反するとして、
同船舶をフランスに返還すべきであると判断した United States v. La Jeune Eugenie, 26 F. Cas.
832 (1822) が引用される。
849 Gordley, supra note 846, p. 117.
850 Ibid.
851 Id. p. 117, 124.
ユネスコ条約 2 条第 1 項「締約国は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権譲渡が当該文
化財の原産国の文化的遺産を貧困化させる主要な原因の一であること並びに国際協力がそ
れらの不法な行為による危険から各国の文化財を保護するための最も効果的な手段の一で
あることを認める。
」
852 Id. pp. 119-121, p. 124. 本文中で挙げる点の他、Gordley は以下の問題を挙げる。すなわ
ち、アメリカ裁判例は、問題となる文化財の所有権を外国国家に付与する法であれば（それ
が仮に実質的には輸出規制法であっても）執行可能であると判断してきたが、このようなア
プローチは、輸出規制法の執行一般を拒否する態度と一貫していない上に、外国の如何なる
輸出規制法であっても文化財の国有化を定める限りにおいてその効力を無制限に認めるこ
とにつながる。Id. p. 120.
853 Id. p. 121.
854 Ibid.
855 Id. p. 123. というのも、多くの国家の関心は、自国文化財の自国領域内からの流出を防止
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同法に基づく返還請求を認めたイタリアの Danusso 事件判決【裁判例 8】856も存在する857。
以上から、Gordley は、ある文化財を「占有し使用する権利（a right of possession and use）」
と、その使用の仕方について「後見する権利（a right of guardianship）」とを区別し、後者の
権利に基づく外国国家による返還請求も前者と同様に許容されるべきである、と主張する
のである858。
Gordley の見解は、以下のように要約できる。まず、外国輸出規制は、例えばユネスコ条
約（1970 年）に照らし、その法違反が同国のみならず法廷地国においても非難される場合
には、法廷地においても執行され得る859。次に、外国国家に対して問題となる文化財の使用
方法について後見する権利が付与されている場合、当該国家は当該文化財について「所有権」
を有しているといえるため、かかる返還請求は許容される860。このように、この見解は、領
域主権の原理は一定の場合には外国の輸出規制法の執行を認めていること、及び、返還請求
を可能にする「所有権」を絶対的・排他的な権利として理解する理由は必ずしもないことと
いう前提の下、文化遺産の貧困化を防ぐというユネスコ条約（1970 年）の趣旨・目的を根
拠に、一般的に外国国家による文化財の返還請求を認めるべきことを主張するのである。
C. 小括
以上、外国国家等による外国公法に基づく請求の許容性の問題一般に関する学説上の議
論（A.）
、及び、外国国家等による外国の文化財不正流通規制に基づく返還請求の許容性の
問題に関する学説上の議論（B.）について確認した。以下、小括としてここで確認した点に
ついて整理する。
① まず、外国国家等による外国公法に基づく請求の許容性一般の問題に関しては、学説
上、法廷地国裁判所が当該請求を受け容れるには、条約や立法による国家的同意が必要とな
るとする立場と、そのような国家的同意は必ずしも必要ではないとする立場とがある。後者
の立場によれば、法廷地国裁判所は、国家利益の収束や国家間協力の必要性に照らして、当
該請求を受理すべきか否かを事案毎に判断することとなる。
② 次に、外国国家等による文化財不正流通規制に基づく請求の許容性の問題に関しては、
裁判例と同様、学説上も、財産的請求と性質決定される外国国家等による文化財不正流通規
制に基づく請求は許容されるとする点で見解の一致がみられる。一部の学説上は、さらに進
んで、外国の純然たる輸出規制に基づく請求であっても許容されるべきであるとする見解
することにあり、それを国家財産として所有することにあるのではないからである。Id. p.
119.
856 前掲注 726）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
857 Gordley, supra note 846, pp. 123-124.
858 Id. p. 124.
859 Id. p. 117, 121. なお、この点に関して、Goldley は、外国の輸出規制法の執行の問題に関
して領域主権の原理について論じているため、外国国家による公法的請求一般の可否の問
題を国際法上の問題とみる立場であると考えられる。
860 Ibid.
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が示されている。
第 2 節 返還請求以外の請求が問題となる場合
前節においては、返還請求が問題となる場合において生じる問題について扱った。これに
対して、本節では、返還請求以外の請求が問題となる場合における外国の文化財不正流通規
制の効力の問題について扱う。具体的には、O 国の文化財不正流通規制上、譲渡や輸出が禁
止される文化財に関する私人間の売買契約や運送契約等の有効性が F 国において争われる
場合に、第三国法を契約準拠法とする当該契約の有効性について、O 国の文化財不正流通規
制の効力がどのような影響を与えるか、という問題である。この問題は、外国の公法・強行
的適用法規861の効力をどのように処理すべきか、という一般的な問題の中の一具体例とし
て議論されてきた862。
以下では、この点が問題となった 3 つの裁判例を紹介した上で（一）、外国の公法・強行
的適用法規の効力の問題一般と外国の文化財不正流通規制の効力の問題、それぞれに関す
る立法による対応及び学説上の議論について言及する（二）。
一

裁判例

外国の文化財不正流通規制の効力の問題について判断した重要な裁判例として、ここで
は、ドイツ連邦通常裁判所 1972 年 6 月 22 日判決（保険契約）863、スイス連邦裁判所 2005
年 4 月 8 日判決（抵当権設定契約）864、及び、オーストリア最高裁判所 2010 年 6 月 30 日判
決（オークションでの売買契約）865の 3 つの裁判例を取り上げる。
【裁判例 13】ドイツ連邦通常裁判所 1972 年 6 月 22 日判決（以下、「ナイジェリア事件
判決」という）866
同事件では、準拠実質法である内国法上の公序良俗の判断の際に、由来国である外国の文
化財不正流通規制の効力が問題となった。
前掲注 694）参照。
例えば、外国の公法・強行的適用法規の契約に関する影響に関し、問題となる外国の公
法・強行的適用法規の具体例として文化財不正流通規制を挙げるものとして、横山潤『国際
私法』
（三省堂、2012 年）36 頁、193 頁。
863 Bundesgerichtshof, 22 Juni 1972, 59 Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen 82;
NJW (1971), 1575. 同事件については、佐野寛「国際取引の公法的規制と国際私法―西ドイ
ツにおける判例を中心にして」松井芳郎ほか編『国際取引と法』
（名古屋大学出版、1988 年）
167 頁、174 頁以下に、その紹介及び分析がある。
864 Tribunal fédéral, 8 avril 2005, ATF 131 III, 418 (Union de l'Inde c. Crédit Agricole Indosuez SA).
判 決 は 、 以 下 の サ イ ト よ り 入 手 可 能 。 <https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/piecesd2019or-geantes-2013-inde-contre-credit-agricole-indosuez-sa/arret-du-tribunal-federal-du-8-avril2005-union-de-linde-contre-credit-agricole-indosuez-sa/view>. 以下、この判決の引用の際には、
上記サイトから入手した判決文の頁数を記すこととする。
865 Oberster Gerichtshof, 30 Juni 2010, Juristische Bätter 707 (2010); Österreichische JuristenZeitung 1067 (2010); Kunst und Recht 119 (2010).
866 Supra note 863.
861
862
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〔事実〕ナイジェリア会社 A（訴外）は、アフリカのマスクや像が入った貨物のナイジェ
リア発ハンブルク着の海上運送につき、ドイツの保険会社である Y（被告）との間で、ドイ
ツ法を準拠法とする貨物海上保険を締結したが、当該貨物の運送中に 6 つのブロンズ像（以
下、
「本件文化財」という）が紛失した。本件紛失に関わる保険金の支払を Y が拒否したた
め、保険契約者である A の請求権を譲り受けたドイツ法人 X（原告）は、Y に対して、本
件文化財の紛失を原因とする損害賠償請求訴訟をドイツの裁判所に提起した。なお、本件文
化財の輸出は、ナイジェリア政府による輸出許可を得ておらず、ナイジェリアの文化財輸出
禁止規制に反してなされた不法な輸出であった。本件の下級審裁判所は X の請求を棄却し
た。
〔判旨〕ドイツ連邦通常裁判所は、ナイジェリアの文化財輸出禁止規制に違反する本件輸
出を対象とする本件貨物海上保険契約は、ドイツ民法典（BGB）上の「公序良俗（guten Sitten）
」
（同 138 条 1 項）867に反し、被保険利益（versicherbares Interesse）を欠くために無効である
と判断し、結論として X の請求を棄却した。同裁判所は、当時ドイツが未加盟であったユ
ネスコ条約（1970 年）868に言及した上で869、以下のように述べた。
「国際社会においては、自国文化遺産（kulturellen Erbes）の保護に対する各国の権利につき、
そして、その権利を侵害し、それゆえ抵抗されねばならない『プラクティス』･･････を非難
すべきことにつき、一定の基本的な確信が存在している。それゆえ、由来国による禁止に反
する文化財（Kulturgut）の輸出は、美術品（Kunstgegenständen）に関する国際取引における
公正性（Anständigkeit）の維持という利益からすれば、民法上、何らの保護にも値しない。
また、文化財を保全するための輸出禁止に反して外国法秩序の支配地域から輸出するとい
う運送保険についても、その保護は得られない。かかる契約には、基礎となる被保険利益が
存在しないのである」870。
また、ドイツ法上、保険契約について被保険利益が存在しない場合や被保険利益が法律上
の禁止（gesetzliches Verbot）に反する場合（ドイツ民法典 134 条）871、当該保険契約は無効
となる872。だが、ドイツ通常連邦裁判所は、同 134 条の「法律」とはドイツ国内立法のこと
138 条 1 項「公序良俗に反する法律行為は、無効とする（Ein Rechtsgeschäft, das gegen die
guten Sitten verstößt, ist nichtig.）」。なお、ドイツ語の条文は以下のサイトから入手可能。
<http://www.buzer.de/gesetz/6597/index.htm>.
868 第 3 章第 1 節一参照。
869 NJW (1971), p. 1576.
870 Id. p. 1577. なお、佐野・前掲注 863）175 頁も参照。
871 同 134 条「法律上の禁止に反する法律行為は、無効とする。ただし、法律によって他の
結果が生じるときは、この限りでない（Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot
verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.）」。ドイツ語の条文は以下
のサイトから入手可能。<http://www.buzer.de/gesetz/6597/index.htm>.
872 See also, Kurt Siehr, Private International Law and the Difficult Problem to Return Illegally
Exported Cultural Property, 20 Revue de droit uniforme 503 (2015), pp. 509-510.
867
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を意味し、外国立法であるナイジェリア法はこれには含まれないとして、同 134 条を介して
ナイジェリアの文化財不正流通規制を適用するという考えを明確に退けている。
〔コメント〕このように、ナイジェリア事件判決では、本件保険契約が準拠実質法上の公
序に反することから、被保険利益を欠くために無効であるとする判断を導くにあたり、ユネ
スコ条約（1970 年）を介することで、由来国としてのナイジェリアの文化財不正流通規制
が間接的に適用されたと評価できる873。他方で、本件では、ドイツ民法典 134 条における
「法律」の解釈を通じて問題となったナイジェリア法を間接的に適用する可能性が否定さ
れたことに加えて、私人間の契約に対する外国の公法・強行的適用法規の効力の問題として、
同法を直接的に適用する可能性は、検討すらされていない874。
学説上、本判決の判断については、本件文化財の運送に関わる本件保険契約自体がナイジ
ェリア法上輸出規制違反に該当するか否かという点が必ずしも明らかでないことから、こ
れを批判する見解875もあるものの、文化財の不正取引の抑制という観点から一般に支持を
集めている876。だが、同判決については、後述するように、仮に準拠実質法が外国法であっ
た場合、当該外国法上の公序良俗の判断において、内国裁判所がナイジェリアの輸出規制違
反の有無を考慮することが可能か、また、本件では、ユネスコ条約（1970 年）という国際条
約を介しているものの、当時ドイツは同条約を締結していなかったことに鑑みれば、ナイジ
ェリアという外国の輸出規制上の違法性を内国法実質法上の公序良俗違反として構成する
ことが果たして妥当なのか、といった点が問題となる877。
【裁判例 14】スイス連邦裁判所 2005 年 4 月 8 日判決（以下、
「インド金貨事件判決」と
いう）878
本件は、外国の文化財に関する輸出規制の適用の可否が正面から争われたものである879。
〔事実〕本件では、インドに併合されたニザーム藩王国・藩王の孫息子 A（訴外）により
相続された後に、A が経営する法人によってスイスの銀行 Y（被告）に貸付の担保として差
なお、このように内国実質法上の公序良俗の判断において外国の公法的規定を考慮する
という立場は、ドイツ判例上、一般にも定着しているものであるとされる。佐野・前掲注 863）
172-176 頁、178 頁参照。
874 Siehr, supra note 872, pp. 509-510. なお、後者の点に関して、ナイジェリア事件【裁判例
13】
（前掲注 866）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照）では、直接に同国の文化財
不正流通規制違反の契約の有効性が争われたのではなく、かかる規制に反する取引に関連
する貨物運送保険契約の有効性が問題となったことから、本来、同国の文化財不正流通規制
の直接適用の有無は問題とならないとするものとして、佐野・前掲注 863）175 頁、180 頁。
875 Wilhelm Wengler, Die Stellungnahme anderer Staaten zu heterogen verknüpften Sachverhalten als
Faktum unter dem im Forumstaat anwendbaren Recht, in Peter Eisenmann und Gottfried Zeiger
(heraus.), Zur Rechtslage Deutschlands: innerstaatlich und international (Hanns-Seidel-Stiftung,
Akademie für Politik und Zeitgeschehen, 1990), p. 143, 152, n. 13; Jayme, supra note 376, p. 944.
876 河野・前掲注 21）727 頁。
877 第 4 章第 2 節二参照。
878 Supra note 864.
879 なお、本件では返還請求が問題となっているが、外国の文化財不正流通規制に反する契
約の無効が問題となった事案であることから、ここで取り上げることとする。
873
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し出されていた金貨（以下、
「本件金貨」という）について、インド X（原告）が、スイス
民法上の動産占有訴権（action possessoire）及び動産物権確認訴権（action pétitoire）を根拠
に、その返還を求めた。インド憲法（1949 年 11 月 26 日成立、1950 年 1 月 26 日施行）295
条では、別段の協定がない限り、1949 年のインドへの併合により旧藩王国の財産は自動的
にインドに帰属する旨定められていた。また、個別にインドとニザーム藩王との間で締結さ
れた協定（1950 年 1 月 25 日）には、個人の資格において同藩王が所有する動産及び不動産
について、インド政府がそれを国有化することはないとの定めがあった。本件金貨は、1966
年にニザーム藩王国の首都・ハイデラバードの宮殿に所在していたことが、ニザーム藩王の
孫息子 B、C により確認されているが、A は、1987 年、自らが相続した本件金貨を国外に持
ち出し、スイスのオークション・ハウスにおいて競売に付した（落札には至らなかった）。
その後、A は、1988 年、Y から自らの経営する法人に対する貸付を受ける際に、本件金貨
をその担保として差し出した。なお、以上の事実を知った X は、本件民事訴訟に先立つ 1992
年、本件金貨がニザーム藩王国を併合した際にインドの文化財となったと主張し、本件金貨
の保存的差押え等を求める国際刑事共助の要請をスイスにおいて行っている880。
第一審裁判所、第二審裁判所は共に、本件 X による返還請求を退けた。X により上告。
〔判旨〕請求棄却。
スイス連邦裁判所も、第一審裁判所及び第二審裁判所の判断を支持し、本件抵当権設定契
約の有効性を認め、結論として X の訴えを退けた881。
まず、スイス連邦裁判所は、Y による本件抵当権取得時の善意の問題に関して、インドの
文化財に関する輸出規制法がインド領域外において効力を有することはなく、また、単なる
輸出規制が私法上の所有権から生じる処分権に影響を与えることもないと判断した882。次
に、外国の公法・強行的適用法規の適用に関するスイスの「国際私法に関する連邦法」
（1987
年）19 条883を介して、本件契約の準拠法であるスイス法の内容いかんにかかわらず、イン

なお、インド国内において、本件金貨が不法に輸出されたか否かを確かめるための捜査
が行われた結果、インド中央捜査局による報告書（1997 年）では、ニザーム藩王の死去に
伴う相続により、Ａが本件金貨の有効な所有権を取得したことが確認されている。Tribunal
fédéral, 8 avril 2005, supra note 864, pp. 5-6.
881 その他、本件では、本件抵当権設定契約に際して銀行である Y が果たすべき善管注意義
務の問題についても判断されている。See id.
882 Id. pp. 26-28.
883 条文は以下の通りである（邦訳につき、奥田安弘編著『国際私法・国籍法・家族法資料
集：外国の立法と条約』
（中央大学出版部、2006 年）9-10 頁参照）
。
同 19 条 1 項 「この法律により指定された法以外の法の規定は、それが強行的に適用さ
れることを欲する場合において、スイスの法観念により保護されるべき明らかに優越的な
（当事者の）
〔独〕
〔伊〕利益がそれを必要とし、かつ事案が当該法と密接な関連を有すると
きは、これを考慮することができる。」
同 2 項「かかる規定が考慮されるべきか否かの判断は、当該規定の目的および（そこから
生じる）
〔独〕＝（その適用の）
〔仏〕結果に鑑みて、スイスの法観念にとって妥当な判決・
決定を得るために行われる。」
880
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ドの文化財輸出規制法である「古美術及び重要美術品法」
（1972 年）が適用されるべきか否
かが問題となった。この点につき、スイス連邦裁判所は、以下の 3 つの理由から、19 条の
厳格な要件、特に保護されるべき明らかに優越的な利益（同 1 項）が存在するという要件が
満たされていないとして、この点に関する X の主張を退けた。第 1 に、文化財の不正取引
の防止に関する国際公序の存在を指摘する国内裁判例884があるものの、当該事件は刑事司
法共助に関わるものであることに加え、ユネスコ条約（1970 年）885やユニドロワ条約（1995
年）886といった関連する条約も、民事上、善意の占有者が有する正統な権利を保護している
こと887、第 2 に、関連する条約及びその国内実施法888は遡及効を禁止しているため、本件事
案はそれらの適用範囲に入るものではないこと889、第 3 に、外国の文化財不正流通規制とい
った公法の適用の問題については、国内実施法のように、相互主義に基づく国家間合意の枠
組みにより処理されるべきこと890、である。
〔コメント〕このように、インド金貨事件判決では、本件抵当権設定契約の有効性を判断
するにあたり、第 1 に、本件抵当権取得時の被告 Y の善意の有無について、第 2 に、外国
の公法・強行的適用法規の適用の問題として、インドの文化財不正流通規制の考慮又は適用
の是非が争われた。しかし、結論として、裁判所は、Y の善意を認めた上で、インドの文化
財不正流通規制の考慮又は適用の可能性も否定した。
学説上、上記インド金貨事件判決がインドの文化財不正流通規制の効力を認めなかった
点には批判がある891。例えば、Renold は、次にように述べる。第 1 に、Y による本件抵当権
取得時の善意の問題を判断する際、裁判所がイギリスの Ortiz 事件控訴院判決【裁判例 10】
892を外国法秩序の裁判例として参照する一方で、外国の文化財不正流通規制を間接的に適

用したドイツのナイジェリア事件判決【裁判例 13】893に言及していない点については、比
較法的な観点から問題があるとする894。第 2 に、国際私法 19 条を介したインドの文化財不
正流通規制の適用に関しても、外国の文化財不正流通規制の効力を認めるには国際的合意
Tribunal fédéral, 1 avril 1997, ATF 123 II, 134 (L c. Chambre d’accusation de Genève).
第 3 章第 1 節一参照。
886 第 3 章第 1 節二参照。
887 Tribunal fédéral, 8 avril 2005, supra note 864, p. 30.
888 同 33 条では、同法が遡及効を有さないことが明記されている。同実施法については、第
2 章第 1 節一 3.B.参照。
889 Tribunal fédéral, 8 avril 2005, supra note 864, p. 32.
890 Id. pp. 33-34.
891 See e.g., Siehr, supra note 872, pp. 511-512; Marc-André Renold, Une importante décision suisse
en matière de transfert international de biens culturels : l’arrêt du Tribunal fédéral sur les pièces d’or
anciennnes du 8 avril 2005, 11 Revue de droit uniforme 399 (2006), pp. 403-404 (in English, id, An
Important Swiss Decision Relating to the International Transfer of Cultural Goods: The Swiss
Supreme Court’s Decision on the Giant Antique Mogul Gold Coins, 13 International Journal of
Cultural Property 361 (2006), p. 367).
892 第 4 章第 1 節二 1.参照。同事件控訴院判決は、外国国家等による当該国の文化財不正流
通規制（輸出規制）に基づく返還請求を退けたものである。
893 前掲注 866）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
894 Renold, supra note 891, p. 404.
884
885
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ないし二国間条約が必要となるという考えは、ユネスコ条約（1970 年）895の精神に合致し
ていないとして、本件では 19 条を介してインドの文化財不正流通規制を適用すべきであっ
たと批判する896。
【裁判例 15】オーストリア最高裁判所 2010 年 6 月 30 日判決（以下、
「中国古陶磁事件判
決」という）897
本件では、既に国内に持ち込まれていた外国文化財の国内取引の有効性が問題となった
ことから、事案と問題となる由来国との関連性を欠くとして、結論として「契約債務の準拠
法に関する EEC 条約」
（1980 年。以下、
「ローマ条約（1980 年）
」とする）8987 条899を介した
外国文化財不正流通規制の適用が否定された。
〔事実〕オーストリア人 X（原告）は、2002 年、オーストリアのオークション・ハウス Y
（被告）において、約 2000 年前の荷馬車付馬の中国古陶磁模型（Keramikmodell Pferd mit
Wagen）を落札した。しかし、X は、2004 年、当該古陶磁は中国法上中国からの輸出が禁止
される物に当たるため、本件売買契約は契約準拠法であるオーストリア民法典（ABGB）900
の公序良俗（guten Sitten）
（879 条 1 項）に反するとして、本件売買契約の無効を主張し、Y
に対して落札代金の払戻しを求めた。第一審裁判所及び上訴審裁判所は、X の請求を退け
た。X より上告。
〔判旨〕請求棄却。
オーストリア最高裁判所は、以下の 3 つの理由から、X の請求を退けた901。第 1 に、オー
ストリアと中国との間で、当該古陶磁の返還やその売買契約の無効を義務付ける国家間合

ここで Renold が引き合いに出す規定は、ユネスコ条約（1970 年）15 条である。
同 15 条「この条約のいかなる規定も、この条約が関係国について効力を生ずる前に原産
国の領域から 搬出された文化財（その搬出の理由のいかんを問わない。）の返還に関し締約
国の間で特別の協定を締結すること又はすでに締結した協定の実施を継続することを妨げ
るものではない。
」
896 Renold, supra note 891, pp. 403-404.
897 Supra note 865.
898 Convention on the law applicable to contractual obligations opened for signature in Rome on 19
June
1980
(80/934/EEC),
available
at
<http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A41980A0934>.
899 Article 7 (1) “When applying under this Convention the law of a country, effect may be given to
the mandatory rules of the law of another country with which the situation has a close connection, if
and in so far as, under the law of the latter country, those rules must be applied whatever the law
applicable to the contract. In considering whether to give effect to these mandatory rules, regard shall
be had to their nature and purpose and to the consequences of their application or non-application.”
(2) Nothing in this Convention shall restrict the application of the rules of the law of the forum in a
situation where they are mandatory irrespective of the law otherwise applicable to the contract.”
900
条 文 は 以 下 の サ イ ト か ら 入 手 可 能 。
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1000
1622>.
901 判決の原文が入手できなかったため、以下判旨については、Siehr, supra note 872, pp. 512513; Leonhard Reis, 32 IPRax 553 (2012) を参照した。
895
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意は存在しない902。第 2 に、契約準拠法如何に拘わらず適用される、密接な関連性を有する
国の法の強行法規903（the mandatory rules of the law of another country with which the situation
has a close connection）の考慮を認めるローマ条約（1980 年）7 条の解釈として、オーストリ
ア国内において行われた本件売買と中国との間で密接な関連は存在しないことから、中国
の文化財不正流通規制の適用は認められない904。第 3 に、契約準拠実質法上の公序良俗
（ABGB879 条 1 項）違反に基づく無効の主張は容れられない905。
第 3 点目の理由は、詳しくは以下の通りである。すなわち、ドイツのナイジェリア事件判
決【裁判例 13】906が示した外国文化財の取引行為に関する厳格な姿勢は支持されるべきも
のであるものの、文化財の不正輸出に関わる保険契約の有効性が問題となった同事件とは
異なり、本件では、何ら渉外的要素を有しないオーストリア国内における売買契約の有効性
が問題となっており、事案を異にする907。本件売買契約は、本件古陶磁が何者かによってオ
ーストリアに不法に輸入された後に締結されたものであり、当該売買契約自体は文化財の
不正取引を助長するような法律行為ではないのである908。
〔コメント〕中国古陶磁事件について、Siehr は、同最高裁判決の結論を支持する立場か
ら、以下のように述べている。すなわち、仮に本件売買契約が無効とされた場合、当該古陶
磁は売主の元に戻されることとなるものの、当該古陶磁の取引は中国法上禁止されるため、
売主はそれを誰にも売却することができない909。このように、中国が当該古陶磁の回復を求
めて何らコストも負っていないにもかかわらず、当該古陶磁を中国に返還すべきなのかは
疑問であるとする910。さらに、例えば産出国があらゆる美術品の輸出を禁止する一方で輸出
に関する適切な国境管理を行っていない場合にも、当該国の文化財不正流通規制を直接的
に適用したり、その事実的な影響を考慮したりすることが果たして賢明な判断なのか、とい
う問題を Siehr は提起する911。
二

抵触法規則・学説

以下では、外国の公法・強行的適用法規の効力の問題一般に関する立法例及び学説上の議
論を確認しつつ、契約紛争等における外国の文化財不正流通規制の効力の問題について、立
法例及び学説上、どのような議論がなされてきたのかという点について確認する。
まず、外国の公法・強行的適用法規の効力一般の問題に関する立法例として、スイス国際

902
903
904
905
906
907
908
909
910
911

See Siehr, ibid; Reis, id. p. 553.
なお、ここでいう強行法規とは、本稿でいう公法・強行的適用法規のことを指す。
See Siehr, supra note 872, pp. 512-513; Reis, supra note 901, pp. 553-554.
See Siehr, id. p. 513; Reis, id. p. 554.
前掲注 866）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
Ibid.
Ibid.
Siehr, supra note 872, p. 515.
Id. p. 513.
Id. p. 515.
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私法 19 条912が存在することは、インド金貨事件判決【裁判例 14】913において言及した。次
に、外国の文化財不正流通規制の効力に特殊な立法例としては、ポルトガルの文化遺産に関
する法第 13/85 号（1985 年）31 条914（現在は、ポルトガルの文化遺産に関する基本法第 107/01
号〔2001 年〕62 条915）が挙げられる。同 62 条は、外国から運ばれてきた動産文化財を客体
としてポルトガルでなされた取引行為がその物の譲渡又は輸出を規制する外国法規に違反
する場合には、当該取引を無効とすることを定める916。このルールの適用にあたっては、問
題となる外国との間での相互主義が要求される917。
それでは、学説上は、外国の公法・強行的適用法規の効力の問題一般、及び、外国の文化
財不正流通規制の効力に関して、どのような議論がなされてきたのだろうか。契約紛争等に
おいて、準拠実質法以外の外国の実質法規の効力を加味する方法としては、以下の 2 つの方
法が主張されてきた。すなわち、外国の公法・強行的適用法規の法的効力を認めるという方
法と（1.）
、外国の実質法規の事実的影響を考慮するという方法である（2.）918。
1. 外国の公法・強行的適用法規の法的効力
学説上、一般に、外国の公法・強行的適用法規の適用を認める考えは、
「特別連結論」919
と呼ばれる。特別連結論とは、
「当事者によって選択された契約準拠法とは別個独立に、第
三国の強行法規〔本稿でいう「公法・強行的適用法規」〕の適用を認める理論」920を指し、

条文については、前掲注 912）参照。
前掲注 878）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
914 同規定につき、Guido Carducci, The Growing Complexity of International Art Law: Conflict of
Laws, Uniform Law, Mandatory Rules, UNSC Resolutions and the EU Regulations, in Barbara T.
Hoffman (ed.), Art and Cultural Heritage: Law, Policy and Practice (Cambridge, 2006), pp. 68-85, p.
69; 河野・前掲注 21）727-723 頁参照。
915 同 2001 年法の原文（ポルトガル語）は、UNESCO の以下のデータベースから入手可能。
<http://www.unesco.org/culture/natlaws/>. また、同法の英語訳については、以下のポルトガル
文化庁の URL から入手可能。
<http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/legislacao/heritagelaw107of2001.doc>.
916 Article 62 (1) ” Under reciprocity terms, any transactions carried out in the Portuguese territory
over assets belonging to the cultural heritage of another State that are in the domestic territory as a
result of the violation of their respective protection laws shall be null and void.”
917 See ibid.
918 この点に関して、横溝・前掲注 694）40-44 頁参照。
919 我が国学説として、桑田三郎「国際私法における強行的債務法の連結問題」法学新報 59
巻 11 号（1952 年）1024 頁、折茂豊『当事者自治の原則』（創文社、1970 年）186 頁以下、
横山潤「外国公法の適用と“考慮”―いわゆる特別連結論の検討を中心として」国際法外交
雑誌 82 巻 6 号（1984 年）681 頁、佐藤やよひ「ヴェングラーの『強行法規の特別連結論』
について」甲南法学 37 巻 4 号（1997 年）489 頁、同「ヴェングラーの『強行法規の特別連
結論』の理論構造」国際法外交雑誌 97 巻 3 号（1998 年）301 頁、等参照。
920 横山・同上 682-683 頁。
912
913
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ドイツの Wengler921の提唱に端を発する考えであるとされる922923。
第 1 に、このように準拠法の選択・適用とは別個独立に法廷地国以外の外国の公法・強行
的適用法規を適用する根拠が問題となる。学説上は、外国の公法・強行的適用法規を適用す
る根拠として、外国国家利益への配慮や、国家利益に関わる政策に関する国家間相互の尊重
の促進、国際的判決の調和、また、外国国家という国際社会におけるアクターを抵触法上も
考慮することは、
「国際社会の現実により合致するという点で、国際的に活動する当事者に
も資する」924ということ、等が挙げられている925。
第 2 に、外国の公法・強行的適用法規を適用するための要件については、
「外国法規の適
用意思」
、
「契約関係と外国との空間的関連性」
、及び、
「外国公法の目的・内容の需要可能性」
の 3 要件を挙げるものや926、外国国家行為承認制度との連続性を顧慮し、「同制度の承認要
件を参照し、①国際管轄、②関係当事者に関する手続保障、③公序を機軸とした要件」を挙
げるもの927がある。
このような外国の公法・強行的適用法規の適用一般に関する議論に加えて、国際的な文化
財の不正取引との関係では、以下のような議論がある。第 1 に、外国の文化財不正流通規制
に効力を認める根拠としては、外国国家等による返還請求が問題となる場合についてと同
様、ユネスコ条約（1970 年）やユニドロワ条約（1995 年）が国際公序（international public
policy）を形成しているとして、積極的な意味での国際公序概念に基づき、抵触法上、外国
の文化財不正流通規制を適用すべきであると主張する見解がある928。第 2 に、学説上は、上
述したように、上述したスイスのインド金貨事件判決【裁判例 14】929やオーストリアの中
国古陶磁事件判決【裁判例 15】930が結論として外国の文化財不正流通規制の適用を否定し
た点に関して、国際的な文化財の不正取引の防止という観点から批判する見解があった931。

921

Wilhelm Wengler, Die Anknüpfung des zwingenden Schuldrechts im internationalen Privatrecht:
Eine rechtsvergleichende Studie, 54 Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 168 (1941).
922 横山・前掲注 919）684 頁注（8）も参照。
923 なお、フランス学説においても、古くは Franceskakis（Phocion Franceskakis, Quelques
précision sur les lois d’application immediate et leurs rapports avec les régles de conflits de lois, 55
Recueil des cours 1 (1966)）により、
「直接的適用の法律（les lois d’application immédiate）」や
「警察法（loi des police）
」という用語の下、ドイツ学説とはやや異なる形で議論が展開して
きたことにつき、横溝・前掲注 694）35 頁注（47）
。Franceskakis の学説については、折茂・
前掲注 919）317 頁以下参照。
924 横溝・同上 43 頁。
925 同上 42-43 頁、及び、そこに挙げられる文献参照。
926 横山潤「外国公法の適用」池原季雄＝早田芳郎編『渉外判例百選［第 3 版］
』（有斐閣、
1995 年）41 頁。
927 横溝・前掲注 694）44 頁。
928 Wantuch-Thole, supra note 26, pp. 318-321, pp. 356-357.
929 前掲注 878）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
930 前掲注 897）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
931 ただし、
Siehr は、外国国家が直接訴訟の場に出てこない後者の事案のような場合にまで、
外国の文化財不正流通規制の効力を認めることは疑問であると指摘している。
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2. 外国の実質法規の事実的影響力
（1）学説上、外国の実質法規の事実的影響を考慮するという方法は、
「外国法の考慮（la
prise en considération）
」932や「データ理論（Datum Theorie）
」933と呼ばれている。実際のとこ
ろ、各国裁判例上、外国の公法・強行的適用法規の効力に関しては、本節二 1.において上述
したような直接的な適用という法律構成ではなく、準拠実質法上の公序良俗や契約の履行
不能の可能性に関する判断に際してその事実的影響を考慮するという、外国の公法・強行的
適用法規に関する考慮ないしデータ理論による処理がなされてきた934。例えば、我が国裁判
例上も、契約準拠法ではないアメリカのイラン取引規制上、イラン製絨毯のアメリカ国内へ
の持ち込みが原則的に禁止されているという事情を、運送契約並びにそれを被保険利益と
する保険契約の準拠法である、日本の実質法上の公序良俗の判断の際に考慮した裁判例が
ある935。この処理は、上述したドイツのナイジェリア事件判決【裁判例 13】936において採
られた処理と同様であるといえる937。
だが、学説上、準拠実質法上の公序良俗の判断において外国の公法・強行的適用法規を考
慮するという法律構成には、以下のような問題があると指摘されてきた。例えば、横山潤教
授は、準拠実質法上の外国公法であれば考慮されるという処理には賛同できないとして、そ
の理由として以下の点を挙げる938。すなわち、
「契約当事者間の私法的権利義務関係を規律
すべき法と当該関係に介入する外国公法939とでは、その適用理由が異なる」点、及び、内国
の政策とも関わる外国公法の適用を準拠法選択という当事者の意思に依存させるべきでは

932

See, e.g., Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, La prise en considération des normes étrangères
(L.G.D.J, 2008), p. 4.
933 Erik Jayme, Ausländische Rechtsregeln und Tatbestand inländischer Sachnormen – Betrachtungen
zu Ehrenzweigs Datum-Theorie -, in Erik Jayme und Gerhard Kegel (hrsg.), Gedächtnisschrift für
Albert A. Ehrenzweig (Müller, 1976). データ理論については、佐野寛「国際私法におけるデー
タ理論について」岡山大學法學會雜誌 45 巻 1 号（1995 年）417 頁参照。データ理論とは、
一般に、準拠実質法とは異なる外国の実施法規を、抵触法上指定された準拠実質法上の構成
要件を具体化するデータ（Datum）として、準拠実質法の適用段階で考慮するという考えを
指す（佐野・同上 417 頁）
。
934 例えば、やや古いものの、ヨーロッパの裁判例について紹介及び分析を行うものとして、
横山・前掲注 919）690-700 頁、708-716 頁。
935 東京高判平成 12 年 2 月 9 日判時 1749 号 157 頁。ただし、結論として両契約は有効とさ
れた。
936 前掲注 866）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
937 同事件では、問題となる文化財がナイジェリア輸出規制に反して同国からドイツへと輸
出されたという事実が、貨物保険契約の準拠法であるドイツ実質法上の公序良俗の判断の
際に考慮されたのである。
938 横山・前掲注 926）41 頁、同「外国の輸出管理と国際私法」国際法外交雑誌 91 巻 5 号
（1992 年）551 頁参照。
939 「外国公法」とは、本稿でいう「外国の公法・強行的適用法規」を指すものと解した。
横溝・前掲注 694）42 頁注（90）も参照。
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ない点、である940。その上で、同教授は、考慮やデータ理論による処理においても準拠実質
法以外の第三国の公法・強行的適用法規の考慮が問題とされており、その際には当該法規と
事案との密接関連性や当該法規の受容可能性について判断せねばならないとし、結論とし
て、特別連結論すなわち外国の公法・強行的適用法規の適用という法律構成が妥当であると
する941。このように、学説上、外国の公法・強行的適用法規の契約に対する影響を考える際
には、
「管轄や公序等一定の要件の下にその適用を正面から認めた方が、理論的には問題が
少ない」と指摘されるのである942。
（2）これに対して、外国法の考慮という法律構成を支持する見解も存在する。例えば、
Jayme によれば、外国の文化財に関する法規の事実的な影響力を認める外国法の考慮という
方法は、文化財に関する各国法制度の差異を克服し、国家間協力を促すことを可能とするツ
ールとして評価されるという943。外国の文化財に関する法規の事実的な影響力が考慮され
る具体例として、Jayme は、以下のドイツの事例（ケルン地方裁判所 2013 年 4 月 24 日判
決）944を挙げる945。
〔事実〕ニューヨークの美術商 X（原告）は、2000 年、ドイツ・ケルンのオークション・
ハウス Y（被告）において、バロック時代のイタリア絵画（以下、「本件絵画」という）を
落札し、アメリカに持ち帰った。しかし、本件絵画は、戦時下の 1937 年、ナチスにより強
制的に、
ユダヤ人画商である元の所有者 A から Y のオークションに出品された物であった。
そこで A の遺産の受益者らは、2004 年、本件絵画を、盗難美術品に関する世界最大規模の
データベースである「アート・ロス・レジスター（Art Loss Register）
」946に登録した。この
事実を知った X は、A の遺産の受益者らに連絡を取り、訴訟法上の合意（stipulation）とし
て、アメリカ合衆国入国税関管理局 （U.S. Immigration and Customs Enforcement〔ICE〕
）に
よる当該絵画の仮差押えに合意した947。本件ドイツ訴訟は、以上の経緯から、X が Y に対
して当該絵画の落札価格の払い戻しを求めたものである。

横山・前掲注 926）41 頁。
横山・前掲注 862）193 頁。
942 横溝大「第三国の輸入管理法の考慮」櫻田嘉章＝道垣内正人編『国際私法判例百選［第
2 版］
』
（有斐閣、2007 年）34、35 頁参照。なお、データ理論に対する批判としては、第 1
に、どのような外国の実質法規が考慮されるべき事実に該当するのかが明らかでないこと、
第 2 に、外国の実質法規がデータとして考慮されるための基準ないし要件が明確でないこ
と、といった問題点が挙げられている（佐野・前掲注 933）449-451 頁）。
943 Erik Jayme, Narrative Norms in Private International Law: The Example of Art Law, 375 Recueil
des cours 9 (2014), pp. 27-28.
944 LG Köln, 24 April 2013, Kunst und Recht 154 (2013).
945 Jayme, supra note 943, pp. 27-28.
946 See <http://www.artloss.com/>.
947 なお、本件ニューヨークの美術商 X による本件美術品の返還の背景事情については、以
下のサイトを参照。< http://www.lootedart.com/news.php?r=NMS8BE545521>. なお、本件ユダ
ヤ人画商 A の美術品に関しては、カナダのコンコルディア大学（Concordia University）を中
心 と す る 返 還 プ ロ ジ ェ ク ト が 存 在 す る 。 Max Stern Art Restitution Project,
<https://www.concordia.ca/arts/max-stern.html>.
940
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〔判旨〕ドイツ・ケルン地方裁判所は、以下の理由を挙げ、X の請求を退けた948。すなわ
ち、本件 XY 間の売買契約の準拠法であるドイツ法上 X は当該絵画の所有権を取得したこ
と949、及び、ナチスによる強制売買命令を事実上の収用（de facto confiscation）としてみな
した上で、かかる命令に基づく売買された美術品を盗難物として扱うアメリカ裁判例上の
ルール950は、ドイツ法上知られていないこと951、である。
〔コメント〕Jayme は、Y の所有権移転義務・品質保証義務に関して契約準拠法であるド
イツ法に従って判断する際には、上述した「美術品の返還に関するアメリカの規則が事実又
は『データ』として考慮されるべきか否か」952が問題となると指摘する。この問題は裁判所
がオークション・ハウスの義務をどのように定めるかによるとした上で、自身は、当該絵画
の出自ないし原産地（provenance）は非常に重要な情報であり、その意味で上記のアメリカ
の規則は事実的な重要性を有し得ると述べる953。さらに、本件のようにオークション・ハウ
スの契約上の義務違反が争われる場合には、外国の文化財不正流通規制の効力のみならず、
ディーラーやオークション・ハウスが払うべき相当の注意の程度が問題となる解されるが、
そこでは、ディーラーやオークション・ハウスに対する倫理規範といった非国家法の影響を
どのように考えるか、という問題も生じるとしている954。
三

小括

以上、返還請求が問題とならない場合における外国の文化財不正流通規制の効力に関す
る、裁判例及び抵触法規則・学説について確認した。以下、小括として第 4 章第 2 節二にお
いて検討すべき点を明確化する。
① まず、外国の公法・強行的適用法規一般の効力に関する問題として、私人間の契約紛
争等においては、外国の公法・強行的適用法規（文化財不正流通規制）の直接的な適用を問
題とすべきか（適用）
、あるいは、ドイツのナイジェリア事件判決【裁判例 13】955のように、
準拠実質法上の契約義務や公序適合性等の判断に際にその事実的な影響力を問題とすべき
か（考慮）
、という点が問題となる。
② 次に、外国国家等が訴訟に参加していない場合に、当該国の文化財不正流通規制の効
力を認めることの妥当性について検討する必要がある。すなわち、Siehr は、問題となる外
See supra note 944. なお、X による控訴を受けたケルン高等地方裁判所も、2016 年 7 月
8 日判決（OLG Köln, 8 Juli 2016, 18 Kunst und Recht 150 (2016)）により X の控訴を退けたた
め、X の敗訴が確定した。
949 Kunst und Recht 154 (2013), pp. 155-156.
950 Vineberg v. Bissonnette, 529 F. Supp. 2d 300 (DRI 2007); aff’d 548 F. 3d 50 (1st Cir. 2008).
951 Kunst und Recht 154 (2013), p. 156.
952 Jayme, supra note 943, p. 28.
953 Ibid.
954 See Janet Ulph, Civil Liability Affecting the Trade in Art and Antiquities, in Janet Ulph & Ian
Smith (eds.), The Illicit Trade in Art and Antiquities: International Recoverty and Criminal and Civil
Liability (Hart publicing, 2012), p. 174, pp. 193-195.
955 前掲注 866）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
948
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国国家等が訴訟に参加していない場合にも、さらには、輸出に関する適切な国境管理を行っ
ていない場合にも、私人間の契約紛争等において当該国の文化財不正流通規制の効力を認
めることが果たして妥当なのか、疑問であると述べる。この見解は、そのような場合には、
文化財の返還に関する国家間協力の必要性が乏しく、むしろ私人間の契約の有効性を尊重
すべきであるという考えに基づいている。そこで、この点についても明らかにする必要があ
る。
第 3 節 小括
以上、第 3 章では、外国の文化財不正流通規制上の保護を受ける文化財の返還請求が問題
となる場合における法的問題（第 1 節）
、及び、それ以外の場合における法的問題（第 2 節）
につき、関連する各国裁判例及び抵触法規則・学説上の議論を確認した。以下、小括として、
第 4 章第 2 節二において検討すべき点を明確にする。
① 第 1 節一では、文化財の物権変動に関する準拠法の選択・適用の問題を扱った。裁判
例上、大陸法系諸国やイギリスにおいては、伝統的な準拠法選択規則（所在地法主義）に従
って原因事実完成時における文化財の所在法を適用されている。だが、この処理方法によれ
ば、盗取ないし不法に輸出された文化財の第三取得者が有効な所有権を取得し易くなると
いう問題があることから、裁判例・立法・学説上、次のような異なる対応が模索されてきた
ことを確認した。すなわち、一方では、アメリカの Bakalar 事件控訴審判決【裁判例 6】956
のように柔軟な準拠法選択が志向する裁判例があり、他方では、学説上、所在地法主義に代
わる準拠法選択規則として、文化財の輸出国・原産国の法を選択・適用するという規則（由
来国法主義）が提唱されてきたのである。
そこで第 4 章では、このような背景から提唱されてきた由来国法主義をどのように評価
すべきか、また、立法論及び解釈論として、ベルギー国際私法 90 条（92 条）や Symeonides
が提唱する規則も含む、由来国主義に基づく準拠法選択規則を採用することは可能か、とい
う点について検討する957。
② 第 1 節二では、外国国家等による文化財不正流通規制に基づく返還請求の許容性の問
題を扱った。この問題に関して、裁判例上も、学説上も、以下の点においてコンセンサスが
あるといえる。すなわち、外国国家等による文化財不正流通規制に基づく請求であっても、
同規制の適用が私法上の請求の先決問題として問題となる場合や（イタリアの Danusso 事
件判決【裁判例 8】958、ドイツ・ベルリン高等裁判所 2006 年判決【裁判例 9】959）
、同規制
が所有権的権利を国家に付与する法規である場合（イギリスの Barakat 事件控訴院判決【裁
判例 11】960）
、当該請求は、財産的請求であるとして許容されるという点である。これに対
956
957
958
959
960

前掲注 607）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
第 4 章第 2 節二 1.参照。
前掲注 726）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
前掲注 732）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
前掲注 756785）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
144

して、単なる輸出規制である文化財不正流通規制に基づく請求については、明確に認められ
ないと判断する裁判例がある（アメリカの Peru v. Johnson 事件判決【裁判例 12】961）
。ただ
し、一部の学説上は、かかる請求も文化財保護の観点から許容するべきであると主張されて
いる。
そこで第 4 章では、外国国家等による外国公法に基づく請求一般の許容可能性（特に、条
約や立法による国家的同意の必要性の有無）について検討した上で、上述した裁判例や学説
のように、外国国家等による外国の文化財不正流通規制に基づく返還請求の一部又は全部
を許容するという処理の妥当性について検討する必要がある962。
③ 第 2 節では、外国の文化財不正流通規制の契約に関する影響の問題を扱った。第 2 節
三の小括において述べたように、この問題に関しては、まず、文化財不正流通規制を含む外
国の公法・強行的適用法規の契約に関する影響を判断する際に、その適用と考慮というアプ
ローチのうち、いずれを採るべきかという点について検討する必要がある。次に、Siehr が
述べるように、外国国家等が訴訟に参加していない場合には、当該国の文化財の返還に関す
る国家間協力が問題とならないので、むしろ私的契約の有効性を尊重すべきであるか否か、
という点についても検討しなければならない963。
第 4 章 検討
本章では、前章第 3 節において整理した 3 つの問題状況それぞれにつき、抵触法上採ら
れるべき処理方法を探ることを目的とする。この目的を実現するに当たっては、これらの 3
つの問題状況において問題となる、以下のような伝統的な抵触法理論・方法の妥当性につい
て再考することが必要となる。すなわち、第 1 に、盗取ないし不法に輸出された外国文化財
の返還請求における物権準拠法の選択・適用に関しても、取引の安全を重んじる所在地法主
義に基づく準拠法選択規則に従うことが妥当か否か、という点、第 2 に、外国国家等自身に
よる外国公法の執行であることを理由に、法廷地国裁判所が外国国家等による外国文化財
不正流通規制に基づく返還請求を拒絶することが妥当か否か、という点、最後に、外国文化
財不正流通規制に反して締結された私人間契約につき、外国公法である文化財不正流通規
制の影響を認めるべきか否か、という点である。
このように、上述した 3 つの問題状況においては、国境を越える文化財の不正取引という
個別的な問題に対する抵触法上の処理方法が問題となるだけでなく、伝統的な抵触法理論・
方法の妥当性という一般的で基本的な問題が提起されていることが見てとれる。従って、上
述の 3 つの問題状況における抵触法上の処理方法について検討するためには、その前提と
して、グローバル化の下で抵触法が目指すべき基本的な方向性について考察することが必
要不可欠となる。この検討に当たって注目されるのは、近時、抵触法学説上、活発に議論さ

961
962
963

前掲注 785）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
第 4 章第 2 節二 2.参照。
第 4 章第 2 節二 3.参照。
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れている「グローバル・ガバナンスのための抵触法」という主張である。詳しくは後述する
が、この考えは、私的利益の具体的保護を強調してきた伝統的な抵触法理論・方法を再考し、
抵触法をグローバル規模での経済・社会の適切な規整や国境を越えた私的な秩序形成に利
用すべきであるとする主張を指す。
そこで以下では、抵触法理論一般に関わる問題として、グローバル化の下で抵触法が目指
すべき方向性について考察した上で（第 1 節）
、その考察を踏まえつつ、国境を越えた文化
財の不正取引という具体的事例における抵触法的対応のあり方について検討する
（第 2 節）
。
第 1 節 グローバル・ガバナンスのための抵触法という主張の検討
本節では、第 2 節において国境を越えた文化財の不正取引に対する抵触法的対応を探る
ための前提として、グローバル規模での経済・社会の適切な規整へと向けた抵触法の新たな
機能について論じる主要論者の見解を整理・概観した上で（一）
、これらの見解の検討を通
じて、グローバル化の下で抵触法が目指すべき方向性について検討する（二）。
一

抵触法の新たな機能を巡る議論

以下では、グローバル規模での経済・社会の規整へと向けた抵触法の新たな機能について
論じる代表的な見解として、Robert Wai964（1.）
、Alex Mills965（2.）
、Horatia Muir Watt966（3.）
、
及び、Ralf Michaels967（4.）の見解を取り上げる。その上で、各論者が、どのような問題意

964

Robert Wai, Transnational Liftoff and Juridical Touchdown: The Regulatory Function of Private
International Law in an Era of Globalization, 40 Columbia Journal of Transnational Law 209 (2002).
See also, id. Conflicts and Comity in Transnational Governance: Private International Law as
Mechanism and Metaphor for Transnational Social Regulation Through Plural Legal Regimes, in
Christian Joerges & Ernst-Ulrich Petersmann (eds.), Constitutionalism, Multilevel Trade Governance
and International Economic Law (Hart Publishing, 2011), p. 229; id. Private v Private: Transnational
Private Law and Contestation in Global Economic Governance, in Horatia Muir Watt & Diego P.
Fernández Arroyo (eds.), Private International Law and Global Governance (Oxford University Press,
2014), p. 34.
965 Alex Mills, The Conflience of Public and Private International Law: Justice, Pluralism and
Subsidiarity in the International Constitutional Ordering of Private Law (Cambridge University Press,
2009). See also, id. Variable Geometry, Peer Governance, and the Public Interantional Perspective on
Private International Law, in Horatia Muir Watt & Diego P. Fernández Arroyo (eds.), Private
International Law and Global Governance (Oxford University Press, 2014), p. 245. Mills の見解の
紹介として、横溝大「抵触法と国際法との関係に関する新たな動向」法律時報 85 巻 11 号
（2013 年）26 頁、26-28 頁がある。
966 Horatia Muir Watt, Private International Law Beyond the Schism, 2(3) Transnational Legal
Theories 347 (2011). Muir Watt の同論文における主張の紹介と考察として、横溝・同上 28-29
頁がある。See also, Horatia Muir Watt, Party Autonomy in Global Context: The Political Economy
of A Self-Constituting Regime, 58 Japanese Yearbook of International Law 175 (2015).
967 Ralf Michaels, Post-critical Private Internationl Law: From Politics to Technique, in Horatia Muir
Watt & Diego P. Fernández Arroyo (eds.), Private International Law and Global Governance (Oxford
University Press, 2014), p. 54; id. Towards A Private International Law for Regulatory Conflicts? 59
Japanese Yearbook of International Law 175 (2016); id, Globalizing Savigny? The State in Savigny‘s
Private International Law and the Challenge from Europeanization and Globalization, in Michael
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識から、抵触法のどのような役割について論じているのか、という点について確認する。
これら 4 つの見解は、抵触法を規範抵触の調整に関するシステムないしモデルとして捉
えた上で、それがグローバル化の下で有する新たな有用性について体系的かつ一般的に論
じるものである点で、グローバル化の下で抵触法が目指すべき方向性について検討する際
の重要な出発点となる。また、以下詳しく述べるように968、これらの代表的な見解の類似点
と対立点とを整理することは、グローバル化の下で抵触法が目指すべき基本的な方向性に
ついて考察すべき点を明確化するのに役立つといえる。
1. Robert Wai の見解
（1）まず、Robert Wai の見解を取り上げる。Wai は、国際私法（本稿でいう抵触法。以
下、
「抵触法」という）の規整的機能（regulatory function）を通じて、国境を越える取引行為
に対して、不法行為法や契約法といった国家私法が果たす統御機能（the “governing” role）
を重視する969。
Wai の議論の出発点は、以下の点にある。すなわち、国境を越えた取引は、特に国際商事
仲裁という国家裁判所外での私的な紛争解決手段の利用を通じて、国家法体系の領域から
離昇（lift off）しており、その結果、取引関係を規整する国家法の影響力がますます低下し
ている970。この点、各国の政策形成者は、国際裁判管轄合意や仲裁合意、準拠法選択に関す
る当事者自治の拡充を通じて、むしろ私的アクターの自治を拡大させる方向で抵触法の改
革を行ってきた971。Wai によれば、この改革は、リベラル国際主義（liberal internationalism）
に基づく、次のような政策目標により支持されてきた972。すなわち、国際商取引の促進に関
する経済的目標、国家間協力及びその秩序化の増加に関する政治的目標、及び、法廷地法主
義（parochalism）の回避や無差別的な取扱いの促進に関する道徳的目標973、である。
Wai によれば、このリベラル国際主義に基づく抵触法改革には一定の利点もあるものの
974、以下の

2 つの限界があるとされる975。すなわち、第 1 に、商取引・協力・コスモポリタ

ン的公平性いったリベラル国際主義に基づく政策目標は、一見したところ争いがないよう
に映るものの、その内容は確定的なものではないことである976。第 2 に、リベラル国際主義
Stolleis & Wolfgang Streeck (eds.), Aktuelle Fragen zu politischer und rechtlicher Steuerung im
Kontext
der
Globalisierung
(Nomos,
2007),
pp.
119-144,
available
at
<https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/2812>.
968
例えば、本節一 5.参照。
969 Wai 2002, supra note 964, p. 212. 従って、Wai の見解においては、私法の規整的機能につ
いても論じられている。Id. pp. 232-238.
970 Id. p. 216.
971 Id. pp. 218-222.
972 Id. p. 224.
973 Ibid.
974 Id. p. 229.
975 Ibid.
976 Id. p. 230. 例えば、Wai は、あらゆる外国判決や外国仲裁判断が法廷地において承認・執
行されるという状況を仮定したとしても、その場合により多くの国際取引が行われる否か
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は、配分的正義・民主主義的な政治ガバナンス・実効的な取引規整といった重要な政策目標
を排除していることである977。そのため、国境を越えた私的アクターの実効的な規整を促進
するための抵触法の利用978について考える場合には、配分的正義や実効的な取引規整とい
った他の目標の実現をも含むコスモポリタン的979な観点を採用すべきことを Wai は主張す
る。
その上で Wai は、このコスモポリタン的な観点から、国境を越えた取引行為や紛争解決
の離昇により生じている、規整目標にとっての課題を明確化する980。具体的には、包括的な
権威が存在しない国際平面において規整の間隙（regulatory gaps）が生じ、私的アクターに対
する規整が十分に行われていないという問題981や、外国から投資や雇用を獲得するために
国家が規制水準を下げる圧力にさらされる規制間競争（regulatroy competition）の弊害982が
挙げられる。さらに、国際商事仲裁を通じて商人法（lex mercatoria）といった国境を越えた
システムが発展する中、このような当事者間の紛争解決に基礎を置くシステムにおいては、
訴訟当事者ではない者の利益や価値が考慮されないという問題も生じるという983。
そこで、Wai は、上述したような国家法システムからの離昇から生じる規整目標実現に関
する懸念に対して、国家裁判所が抵触法を通じて国家私法を適用することにより国際取引
や国際経済の着地（touch down）点として機能することに着目する984。というのも、国際取
引の当事者にとって、国家私法及び国家裁判所は、契約上の合意の実効的な執行や所有権保
護の必要性故に、依然として重要なものであるからである985。Wai は、このような着地点と
しての国際民事訴訟における国家裁判所を、国境を越えた私的アクターの行動により影響
を受ける第三者の利益を保護するために用いることが特に重要であるとする986。また、抵触
法とそれを通じて適用される国家私法が、国際的な政府間合意ないし機関、国家、トランス
ナショナルな NGO、及び、ローカルな私的アクターを含む、経済のグローバル化に対する
ガバナンスの多元的なシステム（a pluralistic system of governance of economic globalization）
の形成に資する、と述べる987。
は明らかでない、と述べる。Id. pp. 230-231.
977 Id. p. 231.
978 Id. pp. 232-233.
979 Wai によれば、
「コスモポリタン主義（cosmopolitanism）
」とは、
「ある区切られた国境の
外の個人・社会の利益・価値を含む規範的な見地」として定義される。Id. p. 214, footnote 5.
980
Id. p. 250.
981 Id. pp. 251-254. Wai によれば、規整の間隙は、特に自らの行動のコストを他者に課すとい
う外部性（externalisites）の問題を生じさせるという。Id. p. 251.
982 Id. pp. 254-258.
983 Id. pp. 258-260.
984 Id. pp. 265.
985 Ibid.
986 Id. p. 266. Wai によれば、例えば不法行為訴訟は、契約当事者ではない者が国際契約から
生じる活動の有害な影響を効果的にコントロールし、その補償を得るための重要な道具を
提供するという。Ibid.
987 Id. p. 214, 271-273.
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（2）このように、Wai の見解においては、国際的な取引関係が国家法秩序から離昇（lift
off）しており、国家法秩序自身もこのような動向をリベラル国際主義の観点から支持して
きた点が問題視された上で、実効的な取引規整といったより広い目標を含むコスモポリタ
ン的な観点から、抵触法を通じて国家私法を適用する国家裁判所が国際取引や国際経済の
着地（touch down）点として規整的機能を果たすべきことが主張されている。
2. Alex Mills の見解
（1）次に、Alex Mills の見解を取り上げる。Mills は、伝統的な国際公法と国際私法（本
稿でいう抵触法。以下、
「抵触法」という）との区分を疑問視し、両者を架橋することに中
心的な関心を有する988。Mills は、抵触法を、個々の国家法の束としてではなく、規整的権
威（regulatory authority）の適切な配分989に関わる一つの国際システム（a single international
sysytem）として理解すべきことを主張する990。
まず、Mills は、自身の抵触法観に関して以下のように述べる。抵触法の正統化根拠とし
て正義や当事者の期待を挙げることは、抵触法が具体的な私法的帰結に関わる分野である
ことを特徴付ける991。だが、どのようにして、個々の事案における具体的な正義や当事者の
期待に基づき個々の抵触法規則が評価されるのかは不明確であるため992、正義といった概
念は、規整的権威の配分の適切性に関する根本的な関心を指すものとしてのみ、意味をなす
と考えられる993。Mills によれば、このことは、以下のことを意味する。すなわち、抵触法
規則は個々の事案の私法的帰結に基づき評価されるべきではなく、その規則の形成により
生じた体系的な効果（systemic effects）994によって評価されるべきである、ということであ
る995。このような見方に対して、抵触法を国家法の一部として理解する見方が存在するが996、
Mills によれば、国家は、私的紛争の矛盾する法的取扱いを減少させるために、調和化され
た国際システムを創造することに強い利益を有しているとして、純粋に国家法的な見方は
支持され得ないとされる997。そこで、Mills は、抵触法を、それが国家法を通じて国家裁判
所により運用されるものであっても、国際システムとして理解すべきであると主張する998。
Mills によれば、このように国際システムとして理解される抵触法は、国際裁判管轄や準
988

Mills 2009, supra note 965, p. 2.
Id. p. 18.
990 Id. p. 3.
991 Id. p. 11.
992 Id. p. 11. というのも、実質法的価値から距離を置く抵触法は、基本的に、具体的な（実
質法的）正義の実現や当事者の具体的な予測可能性の確保を事案毎に問題としてはこなか
ったからである。See id. pp. 4-10.
993 Id. p. 11.
994 体系的な効果とは、他の事案への影響や私人の将来的な行動の指針となる能力を指す。
Id. pp. 10-11.
995 Id. p. 11, 18.
996 Id. p. 12.
997 Id. p. 13.
998 Id. p. 12, 14.
989
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拠法、外国判決の承認に関する規整的権威の適切な配分に関わる法であるとされる999。そし
て、この配分は正義の問題そのものであることから1000、抵触法の評価は、国際システムの
構成や人間社会の定義及び差別化に関する政治的問題に深く関わる1001。このような観点か
らすると、国際システムとしての抵触法の個々の規則は、機能的には、実質法の多様性を損
なうことなく紛争や法律関係の法的に異なる取扱いを減少させることを目的とする1002。そ
して、規範的には、どのような形で規整的権威による秩序形成を実現すべきか、また、ある
紛争や法律関係をどの法秩序に規律させるべきか、といった個々の規則の適切性が問題と
なるという1003。
次に、Mills は、国内法としての抵触法という理解について以下のように述べる。Mills に
よれば、国内法としての抵触法という現代の支配的な理解は、19 世紀後期の次の 2 つの現
象の産物に過ぎない1004。すなわち、19 世紀後期の法典化運動において結晶化された、抵触
法をも含む国家法体系の多様性、及び、実証主義理論による主権の強調である1005。だが、
実証主義的な国際法理論は、記述的・説明的にも1006、また規範的にも1007欠点を抱えており、
同理論が前提としていた国際法や主権概念自体も、第二次世界大戦以降の人権規範等の発
展を通じて大きな変容を遂げている1008。さらに、国際法と国内法との区別が記述的にも1009
規範的にも1010批判に晒される中、普遍主義的な国際法と個別的・多元主義的な国内法との
ダイナミックな緊張関係から、国際法と国内法との規整的権威の配分に関わる規範が出現
している1011。Mills はこの発展を国際的立憲化（international constitutionalization）1012の過程
の一部として捉える。その上で、垂直的（国際法と国内法）及び水平的（国内法間）な規整
的権威を扱う枠組みである国際システムを、国際連邦制（international federalism）1013として
把握することを提唱する。このように分析した上で、Mills は、国際法と国内法との峻別と
いう前提に依拠することができない以上、国内法としての抵触法という理解を採ることは
できない1014、と結論付けるのである。
最後に、Mills は、以上のように理解される国際システムにおいて抵触法が果たす役割に

999

Id. p. 18.
Ibid.
1001 Id. pp. 18-19.
1002 Id. p. 22.
1003 Id. p. 23.
1004 Id. p. 71.
1005 Ibid.
1006 Id. pp. 78-79.
1007 Id. pp. 79-81.
1008 Id. pp. 81-88.
1009 Id. pp. 89-96.
1010 Id. pp. 96-99.
1011 Id. p. 99.
1012 Id. p. 100.
1013 Id. pp. 107-108.
1014 Id. p. 113.
1000
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ついて述べる。Mills によれば、抵触法は、連邦国家内部におけるのと同様1015、国際システ
ムにおいても、国家間の水平的な規整的権威の配分という制度的機能、及び、国際と国内と
の間の垂直的な規整的権威の配分という権利保障機能の 2 つを担うこととなる1016。そして、
前者に関しては管轄権（jurisdiction）に関する国際公法上の規範1017を、後者に関しては人権
や手続保障といった国際的な私権（international private rights）に関する国際公法上の規範1018
を、それぞれ抵触法上の個々の規則において反映すると共に具体化することにより、抵触法
は国際システムの秩序付けを行うのである1019。とはいえ、Mills は、抵触法上の規則が完全
に国際法規範を反映したものではないことを認める1020。Mills によれば、このような限定的
な国際法規範の抵触法への影響は、抵触法が各国実質法の差異性を保持しつつ私的紛争解
決のために国際システムを調整する方法であること、言い換えれば、国際法の適用範囲に制
限を課すことで国家法制度の規整的権威を尊重するという「補完性原則（principle of
subsidiarity）
」1021を抵触法が支持するものであることから説明される1022。このような Mills
の見解において、抵触法は、「国内法秩序において体現される価値の多様性と国際的な構造
及び権利とのバランスを図る形で、多様な国家法システムの調整を確保する」1023、という
目的を達成できるほどに、十分に国際的1024であることが重要となる。
（2）このように、Mills の見解においては、19 世紀後期には支配的であった実証主義的な
国際法理論は欠点を抱えており、もはや国際公法と抵触法との峻別という前提を取ること
ができなくなっている一方で、国際法と国内法とのダイナミックな緊張関係から国際的立
憲化が生じていることが指摘される。このような国際連邦制としての国際システムにおい
て、抵触法は、水平的及び垂直的な規整的権威の適切な配分に関わる国際システムの一部と
して把握されるのであった。
3. Horatia Muir Watt の見解
（1）Mills と同様、国際公法と国際私法（本稿でいう抵触法。以下、
「抵触法」という）
との峻別を問題視する見解として、Horatia Muir Watt の見解がある。Muir Watt は、国際公法
と抵触法との二分論を越えて、私的権力1025のグローバル・ガバナンスへと向けた政治的企

1015

See id. pp. 115-210.
Id. p. 213.
1017 Id. pp. 228-254.
1018 Id. pp. 264-288.
1019 Id. p. 302.
1020 Id. p. 295.
1021 Id. p. 105.
1022 Id. p. 296.
1023 Ibid.
1024 Id. p. 308.
1025 私的権力（private power）という用語は、私人との関係での支配や不均衡（domination or
imbalance）を指すものとして用いられている。Muir Watt 2011, supra note 966, p. 353, footnote
29.
1016
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て（a political project for the global governance of private power）1026として、抵触法が機能すべ
きであると主張する。Muir Watt の問題意識は以下の点にある。すなわち、生態系やエネル
ギー、経済的不平等、強制移住（displaced populations）、金融市場、外国投資、ジェンダー、
宗教的多様性といった、伝統的な国際法の対象を越えるこれらの諸問題は、個人の権利や、
国境を越える企業活動、法的レジームの抵触に関わるという意味で、抵触法の対象領域に含
まれるにも拘わらず1027、政治学や経済学その他の諸分野とは異なり、上記の諸問題に関わ
るグローバル・ガバナンスの議論に対する抵触法側からの貢献が十分になされておらず、抵
触法は私的権力のチェックや規律を行う意思さえ有してないように思われる、という点で
ある1028。
まず、Muir Watt は、国境を越えた規範領域における私的権力の拡大に対して抵触法が盲
目的となった最大の要因が、国際公法と抵触法との峻別にあることを指摘する1029。すなわ
ち、主権国家間の相互作用に関わる特殊な学問分野として自由主義的な現代国際公法が出
現する一方で、経済のガバナンスが国内事項へと格下げされることにより、国際政治とグロ
ーバルな市場との観念的な断絶が生じ、これが、従来万民法（ius gentium）によって課せら
れてきた道徳的・法的制約から、国境を越える私的経済の拡大を逃れさせる結果となったの
である1030。具体的には、多国籍企業や格付け機関1031、外国投資家1032、国家債務の債権者た
る外国企業1033といった、私的な経済主体に巨大な権力が付与されることとなったことが指
摘される1034。
次に、Muir Watt は、国際公法と抵触法との峻別の結果として、中立性（neutrality）に代表
される抵触法の方法論が発展したとする1035。すなわち、国家間の権力衝突への介入を妨げ
られた抵触法は、私的で国内的な事項に焦点を当て続け、その政治的中立性を強化し、かつ、
国際政治との距離を拡大するような方法論を発展させたのである1036。しかし、Muir Watt に
よれば、抵触法の中立性ないし非政治性（apoliticism）は、社会的な紛争の根底にある政治
性を隠匿することに奉仕するものであり1037、伝統的なサヴィニー型抵触法は国家を越えた
巨大な規整の間隙に立ち向かうのに適していないとして批判される1038。
Muir Watt によれば、このような抵触法の中立性は、具体的には、以下のような問題を抱

1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038

Id. p. 355.
Id. p. 349, pp. 353-354.
Id. p. 350, 354.
Id. pp. 355-356.
Id. pp. 358-359.
Id. pp. 364-368.
Id. pp. 368-370.
Id. pp. 370-374.
Id. p. 362.
Id. p. 356, 374.
Id. p. 377.
Id. p. 378.
Id. p. 381.
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えているとされる1039。すなわち、伝統的な抵触法の自由主義パラダイムは、私人間の具体
的な私的権利の処理というミクロな視点から法的問題にアプローチすることにより、当該
問題を取り囲む社会的・政治的文脈に焦点を当てるマクロな視点を切り離すという、構造的
バイアスを抱えている1040。Muir Watt は、その具体例として文化財の物権準拠法に関する所
在地法主義を挙げ1041、以下のように述べる。すなわち、
「所有権移転を規律する法に関する
抵触法規則は、輸入された盗難文化財のローンダリングの効果的な手段となり、それにより
歴史的な集団的所有を無効とする。盗難文化財を、盗難文化財の買主や現在の占有者の権利
をその元の正当な所有者のそれに優先させる法域―所在地法―に持ち込むだけで足りるの
である」1042。
そこで Muir Watt は、国家を越えた私的権力がもたらす課題に対応するために、抵触法が
規範的権威の抵触を調整する政治的機能を果たすべきであることを主張する1043。具体的に
は、以下のような提言を行う。第 1 に、私的アクターによる人権侵害に関して、人権と抵触
法のメカニズムとが相互に恩恵を享受すべく、抵触法上、私的なもの（the private）を再定
義し1044、国家及び非国家の責任を再定位すべきである1045。第 2 に、法多元主義の活用が重
要であり、抵触する規整的主張を調整する機能を抵触法が果たしてきたことを想起すべき
である1046。なお、ここで問題となる非国家的権威により形成された規範の正統性に関して
は、事前（ex ante）規制に焦点を当てる公法とは異なり、私法が個別事案における事後的（ex
post）な損害補償に焦点を当てる点1047が重要となるという。すなわち、私法アプローチにお
いて正統性の問題は私法的補償の問題に吸収されることとなり、ある不公正な行為が不当
で補償可能な損害を引き起こしたか否かが直接問題となるのである1048。第 3 に、グローバ
ルなものの再埋め込み（re-embeddeding the global）が重要であり、抵触法がローカルなもの
とグローバルなものの間の調整機能を担い、その再埋め込みに貢献すべきであるとするの
である1049。
（2）このように、Muir Watt の見解においては、国際公法と抵触法との峻別により抵触法
が国際政治から分離されることで抵触法の政治的中立性が発展し、この中立性原則が国境
を越える私的経済的権力の拡大を野放しにしてきたことの問題性が指摘された上で、国境
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Id. pp. 383-394.
Id. p. 387.
1041 Id. p. 389.
1042 Ibid.
1043 Id. p. 395.
1044 Id. pp. 403-404.
1045 Id. pp. 404-405.
1046 Id. p. 406.
1047 Id. p. 418.
1048 Id. p. 419.
1049 Id. p. 422. 具体的には、再埋め込みについての 2 つの柱として、影響を被った共同体に
声を与えること、及び、その影響範囲に応じて非国家的アクターに社会的・環境的責任を課
すことが挙げられる。Id. p. 423.
1040
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を越える私的権力がもたらす課題に対応するべく、抵触法は、規範的権威の抵触の調整とい
う政治的機能を果たすべきであると主張される。
4. Ralf Michaels の見解
（1）最後に、Ralf Michaels の見解を取り上げる。Michaels は、国際公法と抵触法との峻
別という考えや伝統的な抵触法理論について批判するこれまでの見解とはやや異なり、抵
触法の新たな機能について考える際にも、率直な政治化（open politicization）を志向するの
ではなく、技術性に再注目（return to technique）すべきであると主張する1050。
まず、Michaels は、抵触法とは何かという問いについて検討する。というのも、
「抵触法
（conflict of laws）
」という用語は、それが扱う問題を指すと同時に当該問題に対する対応を
も指すため、その方法論的な意味合いが不明確であるからである1051。Michaels は、第 1 に、
抵触法をそれが扱う問題としてみる見方（conflicts as problem）は、以下の 2 つのことを意
味すると指摘する1052。すなわち、一方で、法は決して現実には抵触しないことから1053、法
の抵触が真に存在するか否かという問いが解釈の問題となること1054、他方で、抵触法が法
の抵触という問題を意味するとなると、法の抵触の解決策を抵触法の外に求める余地が生
じること1055、である。後者に関しては、これまで、その解決策を政治に求める立場（conflicts
as non-law）1056と、抵触している法自身に求める立場（conflicts as substantive law）1057とが存
在したが、Michaels によれば、これらの法的規則を必要としない立場も、結果的には一定の
規則（rules）を生じさせることとなったと指摘する1058。こうして Michaels は、法的規則が
抵触法を特徴付けてきたことを明らかにする1059。
次に、Michaels は、このように法的規則が抵触法を特徴付けるとする見方に異議を唱える
ものとして、アメリカ抵触法革命1060における代表的論者である Brainerd Currie の見解を挙
げる1061。最初に、Michaels は、Currie の見解と伝統的な抵触法の前提にある Savigny の見解
との関係について述べる。Currie の見解の背景には、抵触法を含む法の政治的理解があると
一般に考えられており、この理解は、非政治的な私法観とそのような私法の適用可能性とい
う単に技術的な問題を扱う抵触法という Savigny の理解と、しばしば対置されてきた1062。
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Michaels 2014, supra note 967, p. 56.
Ibid.
Ibid.
現実に抵触するのは、紛争当事者（の法的主張）である。Ibid.
Ibid.
Id. p. 57.
Id. p. 57-58.
Id. p. 58-59.
Id. p. 57.
Id. p. 58.
アメリカ抵触法革命については、前掲注 591）参照。
Michales 2014, supra note 967, p. 58.
Id. p. 61.
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だが、Michaels によれば、この対置は必ずしも正確ではない1063。というのも、Savigny 自身
を含む学者のほとんどが、私的で非政治的な法という考えも一種の政治的考えであること
を認めており1064、また、Savigny も Currie と同様、政治的に重要な法廷地法がそれとは異な
る外国法の適用に優位することを認める点で、両者の見解には一定の類似性が存在するか
らである1065。従って、Savigny と Currie の見解の違いは、どの法が政治性を有さずに存在す
るか、という点に関する程度にあるのである1066。その上で、Michaels は、反-規則（anti-rules）
を志向した Currie の見解についての評価として、以下のように述べる1067。すなわち、法的
規則ではなく、政府利益（governmental interests）の分析に基づき法の適用関係を決するとい
う Currie の考えは、抵触法が扱う問題を記述するものに過ぎず、問題の解決策を示すもの
ではないため、結局のところ法的規則を必要とすることとなったのである1068。
このように分析した上で、Michaels は、規則の必要性、及び、規則の可能性について、次
のように述べる1069。第 1 に、規則の必要性に関しては、あらゆる法的抵触を政治的抵触と
して捉えることは、政治的抵触を解決可能なものとする法の機能を奪うこととなる点で、採
用できないとする1070。その上で、政府利益分析という抵触法に対する政治的アプローチが
規則を必要としたことは、反対に、政治的自覚を持って理論的（doctrinal）アプローチを採
ることも可能であることを示唆する、と述べる1071。このように Michaels は、政治性を自覚
しつつ、例えば「性質決定」といった非政治的に響く用語を用いる可能性を指摘する1072。
第 2 に、Michaels は、このような可能性として、Knop, Michaels & Riles の研究1073に依拠
しつつ、
「技術1074としての抵触法（conflict of laws as technique）
」1075という見方を提唱する。
Michaels よれば、技術としての抵触法という考えは、法道具主義のように、一定の目的実現
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Ibid.
Ibid.
1065 Ibid.
1066 Id. p. 62.
1067 Ibid.
1068 Id. p. 63.
1069 Id. p. 64.
1070 Ibid.
1071 Id. p. 65.
1072 Ibid.
1073 Karen Knop, Ralf Michaels & Annelise Riles, From Multiculturalism to Technique: Feminism,
Culture, and The Conflict of Laws Style, 64 Stanford Law Review 589 (2012). 同論文の邦語での紹
介及び検討として、浅野有紀「私法理論から法多元主義へ―法のグローバル化における公
法・私法の区分の再編成」浅野有紀＝原田大樹＝藤谷武史＝横溝大編著『グローバル化と公
法・私法関係の再編』
（弘文堂、2015 年）303 頁、310 頁以下がある。
1074 技術には以下のものが含まれるとされる
（そこでは、Annelise Riles, Collateral Knowledge:
Legal Reasoning in the Global Financial Markets (University Of Chicago Press, 2011) が引用され
ている）
。すなわち、
（1）イデオロギー、
（2）専門家、（3）問題解決パラダイム、
（4）理由
付けと立論（reasoning and argumentation）の形式、である。Michales 2014, supra note 967, p.
65.
1075 Michaels 2014, id. p. 66.
1064
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のための単なる道具として法を捉えるものでもなければ1076、形式主義のように、裁決者を
単なる機械の一部とみなすものでもない1077。そうではなく、「技術としての抵触法は、〔実
質法的〕結果すなわち政治性を、さしあたり相対的に忘れ去った状態で物事をなす方法であ
る」1078。その上で、Michaels は、このように政治性を否定することなく法を技術的に扱う
アプローチの正当化について言及する。その一つは、
「『かのように』の方法（”as if” mode）
」
である1079。これは、
「法的言説とは、擬制的な言説であり、政治性を自覚しつつもそれが存
在しないかのように判断するものである」
、という考えを指す1080。Michaels によれば、この
ような擬制は法的に意味のある主張を行うために必要となる1081。もう一つの正当化として
は、法律家による法的言説や実践（practice）により重要な価値を置くことが考えられるとい
う1082。最後に、結論として、Michaels は、大陸法系諸国の伝統的な抵触法規則こそが、擬制
として容易に機能し得る点で最も将来性のある規則であると主張する1083。
（2）このように、Michaels の見解においては、まさに法は政治的な方法では政治的抵触
を解決することができないために、一方では政治性を自覚しつつも、他方では抵触法の技術
性を再評価すべきであると主張される1084。Michaels は、この観点から、大陸法系諸国の伝
統的な抵触法規則こそ、規範抵触に関する抵触法規則として最も適切であると考えるので
ある。別の論文では、競争法や租税法、証券取引法といった規制法（regulatory laws）の間の
抵触に関しても、抵触法の技術性（性質決定や管轄と準拠法との分離可能性、等）が有用で
あると Michaels は論じている1085。
5. 小括
（1）以上、グローバル化の下での抵触法の新たな機能について論じる Wai、Mills、Muir
Watt、及び、Michaels の見解を取り上げ、各見解の主張を確認した。ここでは、小括として、
これら 4 つの見解の類似点及び相違点をまとめることで、本節二において検討すべき点を
明確化する。
（2）一方で、これらの見解は、経済・社会の「グローバル化による国際社会の構造変化
への対応」1086といった問題関心から、グローバル化に対応した新たな抵触法のあり方を探
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Id. p. 65.
Id. p. 66.
1078
Ibid.
1079 「かのようにの方法」について、詳しくは、浅野・前掲注 1073）310 頁以下参照。
1080 Michales 2014, supra note 967, p. 66.
1081 Ibid.
1082 Id. pp. 66-67. ここでは、法に対する法律家の観点を重要視する Koskenniemi の研究
（Martii Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 18701960 (Cambridge University Press, 2001)）が挙げられる。
1083 Id. p. 67.
1084 See also, Michales 2016, supra note 967, p. 192.
1085 Michales 2016, supra note 967.
1086 横溝・前掲注 30）120 頁。
1077
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る点で、その基本的な方向性を同じくする。横溝教授は、このようなグローバル化に対応し
た抵触法上の新たなアプローチをグローバル・ガバナンス1087のための抵触法として整理す
る1088。同教授によれば、グローバル・ガバナンスのための抵触法という主張は、国際的な
私的利益の保護に目標を置いてきた従来の抵触法とは異なり、その目標をグローバル・ガバ
ナンスや国境を越えた私的な秩序形成（private ordering）に置く考えであるとされる1089。そ
して、グローバル・ガバナンスのための抵触法という主張において、
「抵触法は私的利益に
関する国際的な具体的正義の実現のための法というよりも、むしろグローバル社会におけ
る規範の抵触を調整するシステムないしモデル」として位置付けられるのである1090。
このように、本節一において述べた 4 つの見解はグローバル・ガバナンスのための抵触法
という主張を行う点で共通しているといえる。次節では、まず、このグローバル・ガバナン
スのための抵触法という新たな主張を受け入れるべきか否かという点について検討する。
（3）他方で、上述した 4 つの見解は、その問題意識や具体的主張など、様々な点で異な
っていた。とりわけ大きな対立点は、以下の 2 点にあるといえる。
② 第 1 に、抵触法観に関して、普遍主義的観点を採用するといえる立場（Wai, Mills, Muir
Watt）に対して、必ずしもそのような観点を採用せず、現在の一般的な理解である国家法と
しての抵触法という理解を維持すると解される立場（Michaels）がある。
グローバル・ガバナンスのための抵触法という考えを受け容れたとしても、普遍主義的観
点と国家主義的観点のどちらの観点から論じるかにより、抵触法が目指すべき方向性は異
なり得る。とりわけ、第 I 部で整理した文化財不正流通規制のように、法秩序間での価値や
政策の相違が顕著である場合には、いずれの観点を採用するかという点が決定的な意味を
有する。具体的には、普遍主義的観点から論じるならば、各法秩序固有の文化財に関する価
値・政策は、それが如何に正統性を有しているとしても、度外視されねばならないのに対し
て、国家主義的観点から論じるならば、各法秩序固有の文化財に関する価値・政策が尊重さ
れることで、必ずしも世界的に統一的な処理方法は提示されないこととなる。このように、
国境を越えた文化財の不正取引に対する抵触法的対応を探るためには、普遍主義的観点と
国家主義的観点を、それぞれどの程度尊重すべきかという点について検討する必要がある。
③ 第 2 に、政治性ないし実質法的価値・政策に関しては、Wai や Muir Watt のように抵触
法の政治的機能を重視する立場に対して、Michaels のように伝統的な抵触法の技術性を再評
価する立場がある。
グローバル・ガバナンスのための抵触法という考えにおいて、政治性ないし実質法的価
値・政策を如何に位置付けるべきかという問題は、特に国境を越える文化財の不正取引を巡
横溝教授自身は、グローバル・ガバナンスという概念を、「世界規模の経済や社会に対
する様々なアクターによる統御」という意味で用いている（同上 121 頁）
。
1088 横溝・同上 112-113 頁。ただし、そこでの分析対象には、Michaels の見解は含まれてい
ない。
1089 同上 113 頁。
1090 同上。
1087
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る議論のように、実質法的価値・政策が政治的ないしイデオロギー的な形で対立している問
題領域において重要な意味を有する。抵触法は、国家保護主義的な実質法的価値・政策、又
は自由主義主義的な実質法的価値・政策のいずれかを支持すべきなのか、それとも、かかる
特定の実質法的価値・政策からは距離を置くべきなのか（そもそも距離を置くことが可能な
のか）
、等といった点が問題となる。従って、国境を越えた文化財の不正取引に対する抵触
法的対応を探るためには、その前提として、抵触法上、実質法的価値・政策をどのように位
置付けるべきかという点について検討する必要がある。
二

考察

以下では、本節一 5.小括での整理に従い、
「グローバル・ガバナンスのための抵触法」と
いう主張を受け容れるべきか否かという点について検討した上で（1．
）
、この主張を受け容
れる場合には、普遍主義的観点と各法秩序の観点のどちらから論じるべきかという点（2.）
、
及び、実質法的価値・政策をどのように位置付けるべきかという点（3.）
、について検討す
る。
1. グローバル・ガバナンスのための抵触法という主張の適否
（1）
「グローバル・ガバナンスのための抵触法」という主張を受け容れるべきか否か、と
いう問題については、既に、横溝教授が以下のような検討を行っているため、同教授の見解
について確認した上で、検討を始めることとする。
まず、横溝教授は、抵触法が私人間紛争の解決に焦点を絞ってきたことに関して、次のよ
うな問題点を指摘する1091。すなわち、
「個人や私企業の他、国家や NGO・地域統合・国際機
関等、私人以外の様々な主体が活動しており、その利害が交差して衝突している」1092国際
社会（世界社会）の現状に鑑みれば、「私的利益という理由で個人や多国籍企業の利益のみ
を考慮し、国家利益という理由で開発途上国の利益を無視するということは、国際社会の現
状を反映しないばかりでなく、抵触法が市場中心主義等の一定の政治的イデオロギーに資
することになり、適切でない」1093。これに関連して、同教授は、以下のように述べ、伝統
的なサヴィニー型抵触法体系にも一定の政治的含意があったことを指摘する1094。
「抵触法の
中立性も、一定の社会構造を前提としており、中立性を維持することが当該社会構造の保
護・強化に繋がるという意味では、そこに一定の政治的含意が含まれているということは認
めなければならないように思われる。すなわち、従来の抵触法も、意識せずとも一定の政治
的目標を実現する機能を果たして来たということである」1095。
同上 121 頁。
同上。
1093 同上 122 頁。
1094 横溝年報・前掲注 30）121 頁。
1095 同上。なお、ここでは、Laura Carballo Piñeiro & Xandra Kramer, The Role of Private
International Law in Contemporary Society: Global Governance as a Challenge, 7 Erasmus Law
1091
1092
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このように述べた上で、
「グローバル化の下で抵触法が対象とする世界の社会構造が大き
く変動している現在」、「新たな世界の社会構造に見合った一定の目標を実現するために抵
触法が一定の役割を担うべきであるという主張は、それ自体は首肯出来るもの」1096である
として、上述した様々なアクター間の利益調整を行うべく、抵触法が「私的利益に関する国
際的な具体的正義の実現のための法であることを超えて、むしろグローバル社会における
規範の抵触を調整するシステム」として捉えられるべきであると横溝教授は主張する1097。
同教授によれば、このように抵触法を捉えることは、以下の点からも適切であるとされる。
すなわち、私人間紛争の解決という従来抵触法が対象としてきた領域においても、抵触法以
外の規制（統一法等）や国家裁判所以外での紛争解決手段（国際仲裁等）が一定の実効性を
もって存在していることから、抵触法は、これらの規制や紛争解決手段との関係や役割分担
を考える必要があるのである1098。このように、横溝教授は、
「異なる様々な規範の抵触を調
整するシステムであり、他の様々な規制手段とともにグローバル規模での経済・社会を規整
する方法の一つとして、『グローバル・ガヴァナンスのための抵触法』と把握することは、
有意義である」1099として、グローバル・ガバナンスのための抵触法という主張を受け容れ
ることに賛成するのである1100。
（2）それでは、グローバル・ガバナンスのための抵触法という主張について、どのよう
に考えるべきであろうか。
① まず、グローバル・ガバナンスのための抵触法という主張の下では、抵触法の機能を
「私的利益に関する国際的な具体的正義の実現」に限定する見方が適切か否か、という問題
が提起されている。だが、従来も、抵触法により実現が追求されるべき利益には、国際的に
活動する私人の私的利益だけでなく、各国家の政治的・経済的・社会的利益といった公的利
益も含まれることが認識されていたといえる1101。そのため、ここで問われているのは、伝
統的な抵触法における国際的に活動する私人の私的利益の位置付けやその重み付けが妥当
か否かという点であるといえる。これは、抵触法の前提とする国際社会の構造に関する理解
に基づき検討されるべき問題であると解される。
この点、Michaelsによれば、福祉国家が登場した20世紀には、自由市場が尊重された19世
紀の国際社会とは異なり、市場規制法の重要性が自覚されたが、再び、21世紀には自由市場
主義が復権するようになっているという1102。Waiが指摘するように、このような中、国境を
Review 109 (2014), p. 110 が引用されている。
1096 同上 122 頁。
1097 横溝・前掲注 30）122 頁。
1098 同上。
1099 同上。
1100 横溝教授は、むしろ問題は抵触法の
「目標設定」にあると考えている（横溝・前掲注 30）
122 頁、同年報・前掲注 30）122 頁）
。この点については、本節二 3.において後述する。
1101 例えば、法廷地国や外国の公法・強行的適用法規を適用ないし考慮するという考えは、
このような公的ないし国家的な利益の実現に資するものであるといえる。
1102 Michaels 2016, supra note 967, p. 190.
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越えた取引は、国際商事仲裁といった国家裁判所外での私的な紛争解決手段を通じて、ます
ます国家裁判所や国家法体系から逃れること（opting out of the legal system）1103が可能とな
っている1104。同じくWaiが述べるように、各国抵触法は、特に当事者自治原則の拡充を通じ
て、このようなリベラル国際主義を推進してきたといえる1105。だが、Muir Wattによれば、
「規範的・政治的・社会的環境が変化する中では、当事者自治原則は、もはや自由主義主権
国家により慎重に管理された譲歩」1106ではなく、
「ネオリベラル市場のグローバルな拡大に
奉仕する広範な政治経済」1107の抵触法上の表れとして機能するようになっているとされる。
これらの議論が示唆するように、私人の影響力が増している国際社会の現状に鑑みるれ
ば、例えば当事者自治原則といった従来の抵触法理論や規則をそのままの形で維持するこ
とが、抵触法を自由市場主義といった一定の政治的イデオロギーに偏ったものとすること
に繋がる虞があるといえる。経済・社会のグローバル化の下で、従来抵触法が前提としてき
た市場と国家との関係1108や私人と国家との関係1109が変化しているといわれる中では、現代
国際社会の構造に沿った抵触法の機能を探るべく、従来抵触上重要視されてきた私的利益
の地位を問い直す必要が生じていると考えることが適切であろう。
② また、グローバル・ガバナンスのための抵触法という主張の下では、私法的規範以外
の公法的規範や非国家法規範、さらには国際法規範についても、それらの規範の間の調整が
目指されるべきであることが主張されている。横溝教授が述べるように、現代国際社会では、
「国家に加えて、一方ではEUといった超国家的秩序が競争法等の法規範を形成しており、
他方では様々な私的団体がその活動領域ごとに、商人法、インターネット法、スポーツ法と
いった非国家『法』を国家横断的に形成している」1110。このように国際社会における規範
が複雑化する中で、実際にも、異なる国際法上の制度間や、国家法秩序と超国家的秩序との
間、また、異なる国家法秩序の公法的規制の間で、規範調整を行う必要性がますます意識さ
れるようになっている1111。そこで、このような異なる法秩序に属する規範の抵触を調整す
る必要性に応えるべく、従来各国の私法的規範の間での規範調整を担ってきた抵触法も、今
後は、私法的規範に限られず、公法的規範や非国家法規範、さらには国際法規範の間の抵触
を調整する機能を果たしていくことが、国際社会全体にとって有益であると考えられる。
（3）このように、一方で、国際社会の構造変化に鑑みると従来の抵触法理論や規則を維
持することは、抵触法が自由市場主義といった一定の政治的イデオロギーに偏るものとな
1103

See Lisa Bernstein, Opting out of the Legal System: Extralegal Contractual Relations in the
Diamond Industry Source, 21 The Journal of Legal Studies 115 (1992).
1104 前掲注 970）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
1105 同上。
1106 Muir Watt 2015, supra note 966, p. 179.
1107 Id. p. 177.
1108 See, e.g., Muir Watt 2015, supra note 966, p. 182.
1109 See Johanna Guillaumé, L’affaiblissement de l’État-Nation et le droit international privé
(L.G.D.J, 2011).
1110 横溝・前掲注 30）111 頁。
1111 拙稿・前掲注 740）78 頁以下参照。
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る虞があり、他方で、現代国際社会においては、国家法秩序の私法的規範に限定されない
様々な規範の間での調整が必要となっている。そこで抵触法は、グローバル・ガバナンスの
ための抵触法という主張を受け容れ、異なる様々な規範の抵触を調整し、グローバル規模で
の経済・社会を規整する役割を担っていくべきであるというのが、ここでの主張である。
ただし、グローバル・ガバナンスのための抵触法という主張を受け容れるとしても、その
ことは、抵触法上、従来の私的利益の位置付けを見直すべき必要があること、及び、私法的
規範以外の規範の抵触についても、抵触法が調整機能を果たすべきであることを意味する
に過ぎない。そこで問題となるのが、グローバル・ガバナンスのための抵触法の具体的内容
である。本節二冒頭でも述べたように、この主張を受け容れる場合には、とりわけ、普遍主
義的観点を採用すべきか否か、そして、実質法的価値・政策をどのように位置付けるべきか、
という点が問題となる。以下では、これらの点について検討する。
2. 普遍主義的観点の位置付け
（1）ここでの問題は、普遍主義的観点を採用し、共通の目標へと向かって世界にあるべ
き一つの抵触法規則を目指すべきか、それとも、国家主義的観点を採用し、各法秩序固有の
観点が考慮される余地を認めるべきか、という問題である1112。
この点に関して、グローバル・ガバナンスのための抵触法を巡る上述の議論の中では、Wai
や Mills、Muir Watt が普遍主義的観点を前提とした議論を行っていたといえる。例えば Mills
は、私的紛争の矛盾する法的取扱いを減少させるために調和化された国際システムを創造
することに強い利益が存在するとして、純粋に国家法的な見方は支持され得ないと述べる
1113。このように、普遍主義的観点を採用することは、各法秩序の抵触法の調和化に資する

という大きな利点があり1114、これは、ある私的紛争が法廷地毎に異なる解決に服するとい
う事態1115を回避するのに最も適している。また、反対に各法秩序が異なる抵触法規則を有
することを認めることは、最適な抵触法規則を求める一部の私人による戦略的なフォーラ
ム・ショッピングを許容することを意味するため、グローバル社会において活動する私人間
の公平性という観点から問題がないではない1116。
これに対して Michaels の見解では、このような普遍主義的観点は前提とされていなかっ
た。というのも、Michaels が依拠する Knop, Michaels & Riles の研究では、
「かのように」の
横溝・前掲注 30）124 頁。
本節一 2.参照。
1114 横溝・前掲注 30）124 頁。
1115 例えば、
各国準拠法選択規則が相違することから生じる国際的な身分関係の矛盾といっ
た例が挙げられる（参照、拙稿「国際的な身分関係の継続に向けた抵触法的対応（1）～（4・
完）―フランス学説の『状況の承認の方法』の検討を中心に」名古屋大学法政論集 262 号
（2015 年）151 頁、263 号（2015 年）437 頁、264 号（2015 年）261 頁、266 号（2016 年）
191 頁）
。
1116 この観点から Mills は、抵触法の国際的調和の必要性が「グローバル正義」の問題であ
るする。Mills 2009, supra note 965, p. 17.
1112
1113
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法技術を用いて判断を行う場合、それは判断者自身の視点から行われることとされており
、判断者である各法秩序の観点が介入せざるを得ないことが認識されていたからである。

1117

実際上、これまでの歴史的経緯からすれば、世界的に統一的な抵触法を達成することは現実
的には困難であるといえる1118。これに加えて、横溝教授は、以下の点を指摘する。すなわ
ち、
「各法秩序の社会的・経済的・文化的背景や政策に応じて、どのような共同体を法秩序
として認めどのような範囲で他の共同体で形成された一般的・具体的な規範を受け容れる
用意があるかは異なり得る」1119ことから、
「個々の法秩序に普遍的な単一の抵触法を受け容
れることまでを要求するのは決して理想的であるとは言えない」1120とするのである。同教
授は、結論として、
「一方では普遍主義的観点に立ち、抵触法の目指すべき方向について議
論しつつ、他方で各法秩序がそれぞれ固有の抵触法を保ち続けることが適切だろう」1121、
としている。
（2）それでは、いずれの観点からグローバル・ガバナンスのための抵触法について論じ
るのが妥当であるのだろうか。まず、グローバル・ガバナンスのための抵触法という際の「ガ
バナンス」という概念が「共通の目標に従い、かつ、集団的行動を通じて、社会及び経済を
統御するプロセス」を指すものであると考える以上1122、グローバル・ガバナンスのための
抵触法という考えの下でグローバル空間における規範の調整を考える際には、この「共通の
目標」を設定する必要がある。言い換えれば、抵触法の目標ないしそれが目指すべき方向性
については、普遍主義的観点から論じる必要があるということである1123。
そこで問題となるのは、普遍主義的観点から共通の目標を設定することを超えて、具体的
な抵触法規則設定のレベルでも、普遍主義的観点から世界に一つあるべき具体的な抵触法
規則を目指すべきか、という点である。私見では、具体的な抵触法規則のレベルで普遍主義
的観点を採用することの現実的な困難という点に加えて1124、以下の 2 つの理由から、グロ
ーバル・ガバナンスのための抵触法における具体的な抵触法規則のあり方については、各法
秩序の観点が介入する余地が認められるべきであると考える。
第 1 に、共通の目標を実現するための手段ないし具体的な抵触法規則は、各法秩序の社会
的・経済的・文化的な条件に規定されると考えられる点である1125。そもそも各法秩序は、
依然として、その根幹に関わる価値・政策において多様であると考えられる。確かに、Mills
が主張するように、抵触法を通じた国際的な権利保障は重要であると考えられ、各法秩序が
Knop, Michaels & Riles, supra note 1073, pp. 634-635. また、浅野・前掲注 1073）315 頁、
332 頁も参照。
1118 横溝・前掲注 30）113 頁。
1119 同上 124 頁。
1120 同上。
1121 同上。
1122 前掲注 29）参照。
1123 同旨、同上 124 頁。
1124 同上。
1125 同上参照。
1117
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国内公序（national public policy）を通じて一方的に国内政策を実現することが規整的権威の
統一的な秩序付けを妨げるとしても1126、例えば、文化の抵触（conflit de cultures）1127と呼ば
れるような、ラディカルに異なる他者との間での規範の調整が問題となる場合には、自らの
法秩序の一貫性を維持するために、国際的な権利保障の実現に対して自らの法秩序の根幹
に関わる価値・政策の保持を優先させることが必要となるように思われる1128。無論、普遍
主義的観点から論じる立場も、国内公序が発動される可能性自体を否定するものではない
ものの1129、法秩序の根幹に関わる価値・政策の多様性に鑑みれば、その発動のされ方を普
遍的に論じることはできず、自らの法秩序と他の法秩序との間で、どの程度、根本的な価値・
政策が共有されていると考えるかにより、この点はやはり異なると解される。また、グロー
バル・ガバナンスのための抵触法という考えの下では、一定の互換性が担保されると解され
てきた私法的規範の他にも、法秩序毎に価値・政策が非常に異なり得る公法的規範も、その
対象に含まれることとなる。このような公法的規範の調整が問題となる場合にも、全ての法
秩序に対して普遍主義的な規則の受容を求めることは、以下のような具体例に照らせば、む
しろ適切でないように思われる。例えば、異なる国家法秩序の競争法規範相互の調整が問題
となる状況では、各法秩序における競争法規範に関する法整備の度合いに応じて、とりわけ
途上国と先進国とでは顕著に、当該規範を調整するために採られるべき対応は自ずと異な
らざるを得ないといえよう1130。
第 2 に、実際の問題として、現実にグローバル平面における一定の規整的機能を有する抵
触法規則についても、その抵触法規則を設ける法秩序固有の観点が前提とされている点を
挙げることができる。例えば、規整的機能のために設けられた抵触法規則として、EU 抵触
法上の
「契約外債務の準拠法に関する 2007 年 7 月 11 日の欧州議会及び欧州理事会規則（EC）

1126

Mills 2009, supra note 965, pp. 274-275.
Lena Gannagé, Les méthodes du droit international privé à l’épreuve des conflits de cultures (Les
lives de poche de l’Académie de droit international de La Haye, 2013). 「文化の抵触」とは、Gannagé
によれば、抵触法が前提とする法的共同体が存在しない異文化間の抵触を意味するものと
され、その具体例としては、ヨーロッパ法システムと伝統イスラム法システムとの間での抵
触が挙げられる。Id. p. 21.
1128 この点、Gannagé は、文化の抵触が問題となる場面では、国際的な判決の調和という目
標よりも、法廷地の実質法的正義の保護という目標に、より重要な位置付けが付与されるべ
きであると主張する。Id. p. 236.
1129 Mills 2009, supra note 965, pp. 257-259.
1130 See, e.g., Michales 2016, supra note 967, pp. 198-199.
1127
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No 864/2007」（いわゆる「ローマ II 規則」
）1131第 7 条（環境侵害1132に関する特則）1133を挙
げることができる1134。同 7 条は、環境侵害に関する不法行為訴訟における被害者に対して、
損害発生地法と原因事実発生地法との間での選択を認めることにより、EU 域内における環
境保護の一般レベルを向上させることを目的とする1135。Muir Watt によれば、環境侵害の被
害者は、被害者の地位において優遇されるというよりも、いわば「民間司法長官（private
attorney general）
」の資格において、経済的・政治的な政策実現を促進すべく行動するよう駆
り立てられるとされる1136。言い換えれば、同規定は、事業者である汚染者に対する環境に
関するグローバル・ガバナンスの担い手として、環境汚染の被害者による私訴を利用すると
いう考えに基づくものであるといえる。ただし、ここで重要なのは、同規定の根拠が EU の
環境に関する原則1137を定める EC 条約 174 条（現 EU 運営条約 191 条）1138にあるとされて

1131

Regulation (EC) No 864/2007 of rhe European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on
the law applicable to non-contractual obligations (Rome II), OJ L 199/40 [31.7.2007], available at <
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0864>. ローマ II 規則に
ついては、例えば、佐野寛「EU 国際私法はどこへ向かうのか？―ローマ II 規則を手がかり
として」国際私法年報 14 号（2012 年）33 頁参照。
1132 同条における「環境侵害」は、以下のように定義される。
Recital 24 “‘Environmental damage’ should be understood as meaning adverse change in a natural
resource, such as water, land or air, impairment of a function performed by that resource for the benefit
of another natural resource or the public, or impairment of the variability among living organisms.”
1133 Article 7 “The law applicable to a non-contractual obligation arising out of environmental damage
or damage sustained by persons or property as a result of such damage shall be the law determined
pursuant to Article 4(1), unless the person seeking compensation for damage chooses to base his or
her claim on the law of the country in which the event giving rise to the damage occurred.”
Cf. Article 4(1) “Unless otherwise provided for in this Regulation, the law applicable to a noncontractual obligation arising out of a tort/delict shall be the law of the country in which the damage
occurs irrespective of the country in which the event giving rise to the damage occurred and
irrespective of the country or countries in which the indirect consequences of that event occur.”
1134 横溝年報・前掲注 30）118 頁参照。
1135 Explanatory Memorandum, Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Concil
on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations (“Rome II”), COM (2003) 427 final, p. 19;
Natalie Joubert, Les règles de conflit spéciales en matière de délits dans le règlement du 11 juillet 2007,
in Sabine Corneloup & Natalie Joubert (dir.), Le règlement communautaire « Rome II » sur la loi
applicable aux obligations non contractuelles (Litec, 2008), p. 55, pp. 71-72.
1135 Explanatory Memorandum, id. p. 19.
1136 Horatia Muir Watt, Rome II et les « intérêts gouvernementaux »: pour une lecture fonctionnaliste
du nouveau règlement du conflit de lois en matière délictuelle, in Sabine Corneloup & Natalie Joubert
(dir.), Le règlement communautaire « Rome II » sur la loi applicable aux obligations non
contractuelles (Litec, 2008), p. 129, p. 134.
1137 すなわち、予防原則、防止原則、根源是正優先の原則、及び、汚染者負担の原則である
（中西・前掲注 435）277-279 頁参照）。後掲注 1138）も参照。
1138 関連するEU運営条約191条2項第1段の規定は以下の通りである。条文は以下のサイトか
ら入手可能。<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT>.
Article 191 (2) “Union policy on the environment shall aim at a high level of protection taking
into account the diversity of situations in the various regions of the Union. It shall be based on the
precautionary principle and on the principles that preventive action should be taken, that
environmental damage should as a priority be rectified at source and that the polluter should pay.”
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いること（ローマ II 規則 Recital 25）からも分かるように、同規定は、あくまで超国家法秩
序としての EU における環境保護規制の実現という観点から設けられたものであるという
点である1139。このように、グローバル・ガバナンスという観点から論じられる抵触法規則
も、完全に普遍主義的観点から論じられるのではなく、実際上、各法秩序固有の観点が前提
にあるといえる。
（3）以上、普遍主義的観点から抵触法が目指すべき方向性を定めるべきである一方、具
体的な抵触法規則のあり方に関しては、法秩序の多元性故に、各法秩序固有の観点が介入す
る余地が認められるべきであることを主張した1140。次に問題となるのは、このように普遍
主義的観点からグローバル・ガバナンスのための抵触法の方向性を定める際に、政治性ない
し実質法的価値・政策をどのように位置付けるべきか、という点である。最後に、この点に
ついて検討する。
3. 抵触法における実質法的価値・政策の位置付け
（1）横溝教授は、抵触法における実質法的価値・政策の位置付けという問題を、抵触法
の「目標設定」1141を巡る問いとして、以下のように一般化する。すなわち、グローバル・
ガバナンスのための抵触法として、特定の価値・政策の実現を抵触法の目標として掲げ、そ
の実現に抵触法が積極的にコミットするという方向性をとるべきか、それとも、
「実質法的
価値からは一定の距離を置いた目標」を掲げるという方向性をとるべきか1142、という問い
である。この 2 つの方向性を示した上で、横溝教授自身は、環境保護や労働者の権利保護と
いった特定の実体的価値の実現を抵触法の目標として正面から掲げると、その価値の内容
例えば、Jan von Hein は、同規則が伝統的な抵触法理論から逸脱するものであることを
認めつつも、特に EU の環境に関する原則の一つである「汚染者負担の原則」が渉外事案に
おいて尊重されることを確保する点で、同規定は正当化され得るとする。Jan von Hein, Article
7 Environmenta Damage, in Gralf-Peter Calliess (ed.), Rome Regulations: Commentary Second
Edition (Kluwer Law International, 2015), p. 603, pp. 605-606. なお、2004 年には、
「汚染者負担
の原則」を具体化した EU 法として、環境侵害を引き起こした自然人・法人に責任を負わせ
る「環境損害の未然防止及び修復についての環境責任に関する 2004 年 4 月 21 日の欧州議
会及び理事会指令 2004/35/CE（Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the
Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of
environmental damage, OJ L 143 [30.4.2004]）
」が採択されている（中西・前掲注）279 頁参照）
。
1140 なお、さらに進んで、法多元主義が規範的に望ましいとする場合には、抵触法平面にお
いても、多種多様な抵触法規則が存在すべきであるという結論に至ると解される（抵触法規
則自体の多元性）
。この点、例えば、浅野・前掲注 1073）は、
「あたかも世界政府がある『か
のように』思考せよ」というドゥオーキンの方法論は、
「他の『かのように』の思考の可能
性に開かれていない」という欠点を抱えている（同上 332 頁）、と述べる。この指摘は、
「か
のように」の思考を、法的多元性という事実を前提とした具体的紛争解決のための技術と捉
えることを越え、より積極的に多元性を保持・促進するものとして捉える見方であると解さ
れる。この点については、本稿では十分に検討する余裕がなかったため、今後の検討課題と
したい。
1141 横溝・前掲注 30）122 頁。
1142 同上 122 頁。
1139
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を巡って抵触法が政治化することから、真に国際的かつ普遍的な価値・政策が確立している
場合を除き、抵触法は、
「規制的権威1143の適切な調整や各法秩序の権威の保障、さらには他
の法秩序の尊重又は各法秩序の多元性の尊重といった、実体的価値から一定の距離を置い
た目標の実現を目指す」1144のが適切であるとする。
このように、横溝教授は、抵触法自身の目標設定として、
「規整的権威の適切な調整とい
った手続的目標の実現」1145を掲げることを提唱する。そして、このような手続的な目標設
定の下では、Michaels が主張するように、「法秩序間の調整方法としての抵触法の技術性が
再評価される余地もあるように思われる」1146、とするのである。
（2）それでは、抵触法は、実質法的価値・政策に対してどのような距離を取るべきだろ
うか。まず、特定の実質法的価値・政策の実現を抵触法の目標として掲げるという前者の方
向性を採った場合には、横溝教授が指摘するように、抵触法自体が特定の実質法的価値・政
策の実現を巡る政治的争いの道具と化すおそれがある。本稿でみてきた文化財の不正取引
を巡る議論は、まさに、
「文化財保護」や「文化財の不正取引の防止」といった一見普遍的
に響く実質法的価値・政策であっても、その内実を巡って政治的ないしイデオロギー的な対
立が存在することの一例であったといえる1147。
また、ここでは、抵触法における抵触法的正義と実質法的正義との区分1148を巡る議論が
想起されるべきである。一般に、
「具体的個別的な権利義務の決定における正義の実現に関
わる」1149実質法的制正義とは区別される「抵触法的正義」という考えは、以下のような事
情から要求されてきたといえる1150。すなわち、異なる法秩序に関わる法的問題の解決に際
して、いずれか一つの社会の法を選択することは、ある社会・当事者を満足させる一方で、
他の社会・当事者を不当に扱うこととなる1151。そこで準拠法の選択は、現実の紛争の正し
い（good）解決や正当な（just）解決を生じさせるか否かにより動機付けられることはでき
ず、適切な（proper）国家法の適用を確保するよう努めるべきなのである1152。確かに、この
抵触法的正義と実質法的正義の二分法は、アメリカ抵触法革命理論により、
「純然たる擬制
（une pure fiction）
」1153でしかないとして批判された。だが、Michaels の主張する「技術とし
なお、別の論考では、
「規整的権威」とされている。横溝・前掲注 30）123 頁、横溝大
「グローバル法多元主義の下での抵触法」論究ジュリスト 23 号（2017 年）79 頁、84 頁注
（51）
。
1144 横溝年報・前掲注 30）122-123 頁。
1145 横溝・前掲注 1143）84 頁注（51）
。
1146 横溝・前掲注 30）123 頁。
1147 第 I 部小括参照。
1148 Gerhard Kegel, Begriffs- und Interessenjurisprudenz im internationalen Privatrecht, in Max
Gerwig et al. (eds.), Festschrift Hans Lewald (Helbing & Lichtenhahn, 1953), pp. 259-288.
1149 溜池・前掲注 591）15 頁。
1150 Symeonides, supra note 711, p. 196.
1151 Ibid.
1152 Ibid.
1153 Spyridon Vrellis, Conflit ou coordination de valuers en droit international privé: à la recherche de
la justice, 328 Recueil des cours 175 (2007), p. 327. See also, Symeonides, id.p. 197.
1143
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ての抵触法」という観点からすれば、この点は、次のような異なる評価が可能である。すな
わち、実質法的正義から区別される抵触法的正義という考えは、まさにそれが擬制であるが
故に、さもなくば政治的抵触として法的には解決不可能となるような異なる価値を有する
法秩序の規範の調整を可能としてきた、ということである。抵触法的正義というこのように
実質法的価値・政策から距離を置く考えは、単に、抵触法が各国実質法とはその存在する次
元を異にするという抵触法規範の上位法的性質1154に由来するのではなく、政治的抵触を回
避し異なる法秩序の規範調整を可能とする法技術として再評価されるべきである。
以上のように、抵触法の目標として特定の実質法的価値・政策の実現を正面から掲げるこ
とには問題があることに鑑みれば、政治性や実質法的価値・政策を巡る政治的対立の存在を
否定することなく、その対立を法的に処理することを可能とする法の機能に着目する「技術
としての抵触法」という考えは、有益な視座であると思われる。そこで抵触法は、「技術と
しての抵触法」という考えを受け容れつつ、背後には政治性が存在することを自覚した上で、
実質法的価値・政策の実現という考えに対して一定の距離を取っていくことが適切である
と考えられる。
（3）このように実質法的価値・政策から抵触法が一定の距離を置く場合には、例えば、
横溝教授のように、
「規整的権威の適切な調整」を抵触法の目指すべき目標として設定する
ことが考えられる。ただし、このように考えたとしても、その「適切」性を如何なる基準に
よって判断すべきか、という問題が残る1155。仮に一定の実質法的基準に従って「適切性」
を判断するならば、実質法的価値・政策から距離を置いた目標設定を行うことの意味が失わ
れる。他方で、適切性に関して何らの判断基準も示されないならば、
「規整的権威の適切な
調整」という目標は、
「規範を調整すること」以上のことを意味するものではないため、抵
触法の目標設定としては不十分である。
それでは、何を以て「適切」と考えるべきであろうか。この問題は、以下挙げる点で、準
拠法選択規則における連結点の確定・設定を巡る議論と同様の困難を抱えているといえる。
すなわち、伝統的な抵触法理論上、ある法的問題ないし法律関係がどの法秩序に服すべきか
という連結点の確定・設定の問題は、個々の法的問題ないし法律関係の最密接関係地の法を
探求することによって解決されるべきであると一般に考えられているものの1156、最密接関
係地という概念は、比喩的な表現を用いて一定の指針を示すものにすぎない1157。そのため
具体的な連結点の確定・設定に当たっては、学説上、自己に最も密接な関連を有する法が適
用されることに対する当事者の利益や取引が容易かつ確実に行われることという取引の利

溜池・前掲注 591）14-15 頁。
横溝教授自身もこの点を認める。横溝・前掲注 1143）84 頁注（51）
。
1156 池原季雄『国際私法（総論）
』
（有斐閣、1973 年）120 頁、溜池・前掲注 591）82 頁、澤
木敬郎＝道垣内正人『国際私法入門［第 7 版］』
（有斐閣、2012 年）27 頁、道垣内正人『ポ
イント国際私法 総論［第 2 版］
』
（有斐閣、2007 年）60-62 頁、等参照。
1157 山田・前掲注 28）42 頁。
1154
1155
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益、国際的な判決調和の利益、等の諸利益の衡量や1158、
「準拠法決定の上で保護を与えられ
るべきであると考えられる当事者への配慮や取引の安全への配慮等」1159を行いつつ、最も
「適切」であると考えられる連結点を設定ないし確定せざるを得ない、という点である。こ
れと同様に、規整的権威の適切な調整のあり方について考える際にも、純粋に価値中立的な
観点から「適切」な調整を行うことはできず、やはり一定の普遍性を有するような実質法的
価値に従った判断を行わざるを得ないようと思われる。Mills が述べるように、規整的権威
の適切な調整という問題は、究極的には、
「どのような形で世界が各法秩序に割当てられる
べきなのか」1160、という国際秩序構想に関する規範的な問いに関わるのである。
そこで、どのような形で一定の普遍性を有するような実質法的価値を措定するか、という
点が問題となる。私見では、現実に認識される国際的な社会構造を前提とした上で、ある問
題領域において法秩序間で共有される最小限度の価値を探求し、それを共通価値ないし一
定の普遍性を有する実質法的価値として措定すべきではないかと考えている。抵触法は、こ
のような共通価値に従った規整的機能の調整を目指すこととなる。これを、技術としての抵
触法という観点から評価すれば、規整的機能の調整に当たって、抵触法は、特定の問題領域
において共有される共通価値を措定することにより、その措定自体が一定の政治性含意を
有することを自覚しつつも、さもなければ解決困難な政治的抵触を、具体的紛争において法
的に解決可能なものとする方法として理解されることとなるのである。
4. 小括
以上、グローバル化の下で抵触法が目指すべき方向性に関する考察として、グローバル・
ガバナンスのための抵触法という主張を受け容れるべきか否か、受け容れる場合には、普遍
主義的観点と各法秩序固有の観点とをそれぞれどの程度尊重すべきか、及び、抵触法におい
て実質法的価値・政策をどのように位置付けるべきか、という点について検討した。これら
の点に関する検討の要旨は、以下の通りである。
① 第 1 に、本稿は、グローバル・ガバナンスのための抵触法という主張を受け容れるべ
きであると主張した。具体的には、抵触法が一定の政治的イデオロギーに偏るべきでないこ
と、及び、グローバル空間では私法的規範以外の規範間の抵触についても調整が必要となっ
ていることから、抵触法は、私的利益に関する国際的な具体的正義の実現のための法という
位置付けを越えて、今後は、グローバル社会における規範の抵触を調整する機能を担ってい
くべきであると述べた。このことは、次節で検討する国境を越える文化財の不正取引に関し
ても、伝統的な抵触法理論・方法に従った従来の処理方法について再考する必要があること
を意味する。
② 第 2 に、普遍主義的観点の位置付けに関しては、以下の主張を行った。すなわち、普

1158
1159
1160

同上 42-44 頁。
道垣内・前掲注 1156）48 頁。
Mills 2009, supra note 965, p. 303.
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遍主義的観点から抵触法が目指すべき方向性について論じるべきである一方、具体的な抵
触法規則のあり方を巡っては、法秩序の多元性故に、各法秩序固有の観点が介入する余地が
認められるべきである。そのため、次節で検討するように、国境を越える文化財の不正取引
という問題に関しても、各法秩序の文化財に関する価値・政策を加味しつつ、具体的な抵触
法規則ないし処理方法を検討する必要がある。
③ 第 3 に、抵触法における実質法的価値・政策の位置付けに関しては、以下の主張を行
った。すなわち、抵触法は、政治的抵触を法的に解決可能なものとする「技術としての抵触
法」という考えを受け容れた上で、一方では、特定の実質法的価値・政策から一定の距離を
取りつつ、他方では、問題領域毎に規整的権威の間で共有される共通価値ないし一定の普遍
性を有する実質法的価値に従った規整的権威の調整を行っていくべきである。そこで問題
となるのは、ある問題領域における共通価値に従った規整的権威の調整という主張が具体
的に何を意味するか、という点である。抵触法上、どのように規整的権威の調整が必要とな
る問題領域を確定した上で、当該問題領域においてどのような共通価値を措定すべきなの
であろうか。そして、かかる共通価値に従い具体的にはどのような処理がなされるべきなの
であろうか。次節では、これらの問題について、文化財の不正取引を題材に検討する。
第 2 節 文化財の不正取引に対する抵触法的対応の検討
本節では、グローバル・ガバナンスのための抵触法という観点から、国境を越える文化財
の不正取引という具体的な問題に対する抵触法的対応について検討する。具体的には、第 3
章第 1 節一、第 1 節二、及び、第 2 節において扱った 3 つの問題状況それぞれにつき、抵触
法上採られるべき具体的処理方法について検討することとする（二）
。だが、その前に、そ
もそも抵触法上、文化財1161という財をどのように位置付けるべきかが問題となる（一）
。と
いうのも、従来、抵触法上は、文化財に該当する財であっても、その他の一般財と同様に扱
われてきたからである。
一

抵触法における文化財の位置付け

ここでは、抵触法上、文化財及びそれに関わる法的問題をどのように扱うべきか、という
点について考察する（2.）
。だが、そのためには、文化財という財にどのような特性ないし特
徴があるといえるのか、という点について確認する必要がある（1.）
。というのも、文化財も
その他の一般財と何ら異ならないとすれば、抵触法上、文化財を特別に扱う必要がそもそも
生じないからである。以下、順に検討する。

なお、本稿では、ユネスコ条約（1970 年）やユニドロワ条約（1995 年）上の文化財の
一般的な定義参照しつつ、
「考古学上、先史学上、史上、文学上、美術上又は科学上、国家
又は人類全体にとって重要な意義を有する有体物」を「文化財」として一般的に定義してい
る（前掲注 2）参照）
。
1161
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1. 文化財の特徴
考古学上、先史学上、史上、文学上、美術上又は科学上、国家又は人類全体にとって重要
な意義を有する財である「文化財」は、他の一般財との関係で、どのような点にその特徴が
あるといえるだろうか。一般に、文化財の特徴としては、以下の 2 点を挙げることができる
と考えられる。
第 1 に、河野俊行教授が指摘するように、文化財の基本的な特徴として、同種類・同品
質・同量の物を以て代えることのできない「不代替物」であるという点を挙げることができ
る1162。河野教授は、不代替物の国際的取引の具体例として、
「美術品を含む意味での広義の
文化財取引」1163を挙げる。同教授によれば、
「金銭的に後始末ができるのであれば取引対象
となった物自体を追求することは非効率的」であるが、反対に、不代替物である動産の善意
取得の問題については、代替物の動産とは異なる考慮が必要となるとする1164。第 2 に、私
法上の法律関係に対する公法的規制という観点から、文化財の特徴を考えることができる。
第 1 章で概観したように、世界中には、私法上の所有権に影響を与えるような形で文化財不
正流通規制を行う法秩序が少なからず存在している。確かに、我が国のように、文化財の発
掘・譲渡・輸出に関して緩やかな規制しか行っておらず、文化財との関係でも私法上の所有
権制度を尊重する法秩序は存在する。しかしながら、国際平面では、実際上、文化財が他の
一般財とは異なる一定の価値を有しているという前提の下で、国境を越えた文化財の取引
や譲渡等に関する国家間協力の枠組み作りが行われてきた。さらに、第 I 部小括でも述べた
ように、現在、ユネスコ条約（1970 年）に多くの市場国側が参加しているという事実は、こ
のような認識が市場国の側でも共有されていることを例証するものであるといえる。また、
近時は、国際連合安全保障理事会により、国際的なテロ活動との関係で、国際平面における
文化財不正流通規制の強化が図られる場面もある1165。
このように、文化財は、不代替物である点、及び、その私法上の取引に影響を与える各国
の文化財不正流通規制や国際的な規制枠組みが存在する点に、一般財との比較におけるそ
の特徴があるといえる1166。そこで、このような特殊財である文化財を、抵触法上どのよう
に扱うべきか、という点が問題となる。次に、この点について検討する。

河野俊行「国際物権法の現状と課題」ジュリスト 1143 号（1998 年）45 頁、49 頁。
同上 49 頁。
1164 同上。
1165 前掲注 10）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
1166 なお、不代替物であること、並びに、国内的及び国際的な取引規制が行われていること
は、一方の特徴のみを取り出せば、文化財以外の財にも当てはまる。例えば文化財の定義に
該当しない美術品（現代アートなど）も、不代替物に該当する。また、例えば野生動植物に
対しても、私法上の取引に対する公法的規制が行われている（「絶滅のおそれのある野生動
植物の種の国際取引に関する条約（Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora）
（通称、ワシントン条約）」
。
（1973 年 4 月 30 日署名、1975 年 7 月 1 日
発効）
。同条約は、我が国について、1980 年 11 月 4 日から効力が発生している）
。
1162
1163
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2. 抵触法上の取り扱い
（1）まず、外国の公法・強行的適用法規の適用に関して主張されるように、一般に、文
化財不正流通規制のような外国国家による国際的な私的法律関係への干渉を抵触上も評価
することは、国際的な私法的法律関係の実態をより適切に反映する点で、国際的に活動する
私人の予測可能性という観点からも望ましいと考えられる1167。また、実際にも、第 3 章に
おいて概観した一部の裁判例上は、文化財をその他の一般財とは異なる財として取り扱う
ものも存在する1168。とはいえ、従来抵触法上、文化財は、一般に、特殊な財としては扱わ
れてこなかった。例えば、第 3 章第 1 節一において概観したように文化財の物権を巡る法
選択に関していえば、その他の一般財と同様に原因事実完成当時の物の所在地法主義に従
った準拠法選択がなされることにより、由来国 O 国の文化財に関する国家利益に対して、
当該文化財の買主や現在の占有者の私的権利利益が優先されてきたといえる。
だが、グローバル・ガバナンスのための抵触法という観点からは、このような従来の伝統
的な抵触法上の処理方法については、再考する余地がある。というのも、第 1 に、前節二 1.
において論じたように、私的利益の保護のみを尊重することは、抵触法が市場中心主義とい
った一定のイデオロギーに与することを意味する点で問題がある。具体的に言えば、外国主
権国家による公法的請求を認めないという原則や、文化財の物権準拠法に関する所在地法
主義の維持、外国の文化財不正流通規制の不適用というような私的利益を尊重する調整の
仕方は、決して唯一の調整のあり方ではないのである。第 2 に、私法には常に政策的含意が
あるというアメリカ抵触法革命の主張を完全に受け容れることができないとしても1169、私
法的規範の適用の結果が公法的規範の体現する政策の実現を間接的に阻むという状況があ
る以上、私法的規範と公法的規範との間での規整的権威の調整が必要となると解される1170。
従って、伝統的な抵触法上の処理方法を越えて、国境を越えた文化財取引に関する規整的権
威の間で適切な調整のあり方について改めて検討する必要があるといえる1171。
（2）そこで問題となるのは、国境を越えた文化財取引に関してどのような規整的権威の
調整のあり方を「適切」と考えるべきか、という点である1172。前節二 3．において述べたよ
櫻田＝道垣内・前掲注 861）42-42 頁［横溝大執筆］
。
例えば、文化財に関して特別な考慮を行う代表的な裁判例として、Barakat 事件控訴院
判決【裁判例 12】
（前掲注 785）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照）やナイジェ
リア事件判決【裁判例 13】（前掲注 865863785）に対応する本文、及び、それに続く箇所参
照）が挙げられる。
1169 スイスとニューヨークとの政府利益分析を要求したアメリカの Bakalar 事件判決【裁判
例 6】
（前掲注 607）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照）は、このような理解に基
づくものであるといえる。
1170 なお、規制当局間の抵触に関しては、see, e.g., Matias Audit, Les autorités nationales de
regulation et le droit international privé, in Melanges en l’honneur du Professor Pierre Mayer
(L.G.D.J., 2015), p. 43. 横溝年報・前掲注 30）122 頁、130 頁注（80）参照。
1171 なお、前節二 3.において述べたように、ここでも、例えば「文化財保護」といった実質
法的価値・政策の実現を抵触法の目標として前面に掲げることは適切ではない。
1172 具体的な処理方法については、本節二において検討する。
1167
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うに、適切性の判断基準は、特定の問題領域において法秩序間で共有される最小限度の価値
（共通価値）に求めるべきであることとなる。
文化財取引という問題領域における共通価値を検討するに当たって問題となるのは、国
境を越えた文化財の不正取引に対する法的アプローチを巡っては、国家保護主義アプロー
チと自由市場主義アプローチとが対立してきたことである1173。前者は、特に市場国への考
古学的遺物の無規制的な流出を防ぐべく、実質的に文化財の市場取引を禁止する文化財不
正流通規制を行うことを主張するものであった1174。これに対して、後者は、むしろ前者の
立場のような保護主義的な規制は文化財の闇市場の拡大を助長するものであるとして、合
法的で自由な市場を確立することが闇市場の撲滅にとって最も重要であると主張するもの
であった1175。確かに、これらの 2 つのアプローチは、保護主義と自由主義という、その根
本思想において政治的ないしイデオロギー的に対立しているといえる。だが、いずれのアプ
ローチを採ったとしても、文化財の統一性を保ちつつ、それを後世へと継承するために保全
することが重要であるという理解につき争いがないことは、既に述べた通りである1176。言
い換えれば、両アプローチは、文化財の統一性を破壊したり、その適切な保全を阻止したり
することにより、文化財の後世への継承を妨げるような行為及び取引を認めない、という基
本的目標を同じくするといえる。このように考えると、両アプローチの対立点は、根本的な
ものというよりは、文化財を含む古美術品・美術品が取引される市場に関する認識の違いに
ある、といえるのではないだろうか。すなわち、古美術品・美術品市場を信用することはで
きず、市場参加者が常に略奪者であると考えるのか（国家保護主義アプローチ）、反対に、
古美術品・美術品市場にも市場としての自浄作用が当然備わっており、自由市場こそが闇市
場を駆逐すると考えるのか（自由市場主義アプローチ）1177、という違いである。
いずれの理解が適切といえるのか（あるいは、いずれの理解も適切とはいえないのか）、
という点について考えるには、実際の古美術品・美術品市場の性質を確認する必要がある。
この点については、まず、第 I 部小括において言及したように、代表的には Mackenzie によ
る犯罪社会学の観点からの研究を通じて、古美術品市場においては、取引される古美術品の
原産地を必ずしも問わないといった特殊な慣行が存在する点が指摘されていた1178。また、
博物館・美術館等から盗まれた絵画等に関する美術品市場が闇市場であることに疑いはな
いものの1179、そのような明白な闇市場の存在を越えて、著名な市場参加者による不正取得

第 I 部小括参照。
See, e.g., Wantuch-Thole, supra note 26, p. 5.
1175 See, e.g., ibid.
1176 前掲注 515）
、及び、それに対応する本文参照。
1177 See Wantuch-Thole, supra note 26, pp. 5-6.
1178 前掲注 551）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
1179 例えば、1992 年に北イタリアの近代美術館から盗まれた絵画について、
「ひそかに個人
の収集家に売られるケースが少なくないと」され、また、「美術品盗難専門のマフィア組織
もあるといわれ」るとの報道につき、『日本経済新聞』「ミラノ 美術館の名画 20 点盗難」
1992 年 12 月 15 日夕刊 10 頁（河野・前掲注 21）693-694 頁注（9）も参照）
。以下に挙げる
1173
1174
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に関する数々のスキャンダルが白日の下に晒される中1180、他の市場とは異なり、古美術品・
美術品市場自身がグレーな性質を有しているという認識が一般にも広まりつつあるといえ
る1181。文化財の返還に関する EU 指令が 2014 年に改正された背景には、このような古美術
品・美術品市場の特殊性に関する理解が EU 域内で広まったという事情があったことは、既
に述べた通りである1182。文化財の買い手という需要側に文化財の取得や購入に関する責任
を課すという「需要減少アプローチ」1183が支持を集めつつあるように見える背景にも、こ
の古美術品・美術品市場が特殊であるという認識が広がっていることが大きいものと推測

新聞報道が示すように、博物館・美術館等からの美術品の盗難事件は近年も発生している
（ただし、一般に名の知れた絵画等は闇市場でも売却が困難であることから、以下挙げる新
聞報道のいくつかが示すように、数年後に発見される場合もある）。
『日本金融新聞』
「ウィ
ーン美術品盗難事件『保険金の 20％で返す』犯人、保険会社に脅迫状」2003 年 9 月 5 日 7
頁、
『朝日新聞』
「警報 3 回生かせず、13 億円分ごっそり 伊の美術館、絵画など」2004 年
2 月 22 日朝刊 4 頁、
『朝日新聞』
「ロシアの宝、泣いている エルミタージュ美術館、盗難
は氷山の一角」2006 年 9 月 7 日朝刊 9 頁、
『朝日新聞』「ピカソなど絵画 2 点盗難 ブラジ
ル・サンパウロ、60 億円相当」2007 年 12 月 21 日夕刊 19 頁、
『朝日新聞』
「名画盗難 175 億
円 ゴッホ、モネ･･･被害最大級 有名すぎ 転売無理？スイス」2008 年 2 月 13 日朝刊 34
頁、
『朝日新聞』
「ピカソのスケッチ盗難 パリの美術館、時価 11 億円」2009 年 6 月 10 日
夕刊 14 頁、
『朝日新聞』
「パリ市立近代美術館で名画盗難 総額 110 億円 マチス、ピカソ
など 5 点」2010 年 5 月 21 日朝刊 33 頁、
『朝日新聞』「42 億円相当、ゴッホの絵盗難 警備
不備理由に政府高官拘束 エジプト」2010 年 8 月 25 日夕刊 8 頁、
『朝日新聞』
「ギリシャで
ピカソ盗難 スト中で警備手薄」2012 年 1 月 1 日朝刊 13 頁、
『朝日新聞』
「100 億円の名画
奪還 捜査 4 年、購入装い接触→カーチェイス」2012 年 6 月 29 日朝刊 15 頁、『朝日新聞』
「ピカソなど 7 作品盗難 オランダの美術館」2012 年 10 月 17 日朝刊 39 頁、『朝日新聞』
「イタリアで強奪の絵画、ウクライナで発見 ルーベンスなど 17 点、ポリ袋の中に」2016
年 5 月 13 日夕刊 2 頁、
『朝日新聞』
「マフィアの家に盗難ゴッホ、捜査で 2 作品発見 イタ
リア南部」2016 年 10 月 1 日夕刊 2 頁、等。
1180 前掲注 254）
、及び、それに対応する本文、並びに、前掲注 547）参照。最近でも、例え
ば、2016 年には、イギリスの著名な古美術商 Robin Symes が借りていたスイス・ジュネー
ヴの自由港にある倉庫において、過去に墓荒らしにより盗掘された古代ローマ及びエトル
リアの古美術品が発見されている。See Nick Squires, Disgraced British Art Dealer's Priceless
Treasure Trove Discovered Hidden in Geneva, The Daily Telegraph, Feb. 1, 2016, available at
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/switzerland/12134541/Disgraced-British-artdealers-priceless-treasure-trove-discovered-hidden-in-Geneva.html>. 不正に取得された古美術品
取引における Robin Symes の役割に関しては、Peter Watson & Cecilia Todeschini, The Medici
Conspiracy: The Illicit Journey of Looted Antiquities -- From Italy's Tomb Raiders to the World's
Greatest Museums (Perseus Press, 2006), p. 248 以下に詳しい。また、Robin Symes から古美術
品（不正に取得されたものも含む）を購入していたアメリカの有名な博物館である J. Paul
Getty Museum においてキュレーターを務めていた Marion True が、イタリア及びギリシャの
裁判所において古美術品の密輸に関わる罪で審理されている（ただし、結果として、いずれ
も無罪）
。See Neil Brodie, Case Studies: Marion True, Trafficing Culture: Reseraching the Global
Traffic
in
Looted
Cultural
Objects,
Sep.
2,
2012,
available
at
<http://traffickingculture.org/encyclopedia/case-studies/marion-true/>.
1181 See, e.g., Roodt, supra note 26, p. 22.
1182 第 2 章第 2 節二参照。
1183 Wantuch-Thole, supra note 26, p. 6. また、第 I 部小括参照。
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される。
古美術品・美術品市場がこのようなグレーな性質を有しているとすれば1184、国家保護主
義アプローチと自由市場主義アプローチによる上述の市場理解は、いずれも採用できない
こととなる。一方で、国家保護主義アプローチのように、古美術品・美術品市場が完全に闇
市場であると理解することは、そのような証明に成功していない以上、市場の存在価値を全
面的に否定するものであり、行き過ぎであるといえる。他方で、自由市場主義アプローチの
ように、古美術品・美術品市場が一般的な市場と同様の自浄作用を有していると理解するこ
とも、上述した古美術品・美術品市場の取引慣行に照らせば、必ずしも適切でないといえる。
むしろ、上述した古美術品・美術品市場のグレーな性質という前提を踏まえれば、いずれの
アプローチを採ったとしても、文化財の不正取引、すなわち、文化財の統一性を破壊したり、
その適切な保全を阻止したりすることにより、文化財の後世への継承を妨げるような取引
を防止するためには、古美術品・美術品市場を、少なくともクリーンな市場として機能させ
ることが必要不可欠となるといえるのではないだろうか。このように、文化財取引という問
題領域において共有される一定の普遍性を有する実質法的価値として、
「クリーンな古美術
品・美術品市場の形成」といった価値が措定されると考えるのである。
（3）そこで、抵触法は、グローバル・ガバナンスのための抵触法という考えの下、
「クリ
ーンな古美術品・美術品市場の形成」という観点から、国際的な文化財取引を巡る規整的権
威の調整を図っていくべきこととなる。ただし、クリーンな古美術品・美術品市場の形成と
いう目標実現へと向けた具体的な処理方法のあり方に関しては、前節二 2.において論じた
ように、各法秩序固有の観点が介入する余地が認められるべきである。というのも、法秩序
間での文化財不正流通規制を巡る法政策の多様性に鑑みれば1185、この問題領域において、
世界に一つあるべき具体的な処理方法の受容を各法秩序に求めることは決して理想的では
なく、却って政治的ないしイデオロギー的な対立を深める側面もあると考えられるからで
ある。実際にも、現在のところ、国境を越えた文化財の不正取引に対する法的対応を巡る議
論がユネスコ条約（1970 年）以上の成果を示せていない1186背景には、普遍主義的観点を貫
古美術品・美術品市場をどのように理解するかという問題はそれ自体重要な検討対象で
はあるが、とりわけ社会学的観点から本格的検討を要するため、本稿では、以上の古美術品・
美術品市場の理解が社会的事実であることを前提に議論を進めることとする。
1185 第 1 章参照。
1186
第 2 章第 1 節において述べたユニドロワ条約（1995 年）に対する各国の関心の低さや、
ユネスコ及びユニドロワのモデル条項（2011 年）というソフト・ロー・アプローチへの注目
は、私的紛争に関する普遍主義的観点からの法的議論の行き詰まりを示唆するように思わ
れる。学説上も、非国家法規範である民間団体により作成された規範や仲裁といった代替的
紛争解決手段のような、「法」以外の対応にますます注目が集まっている。See, e.g., Marie
Cornu & Marc-André Renold, New Developments in the Restitution of Cultural Property: Alternative
Means of Dispute Resolution, 17 International Journal of Cultural Property 1 (2010); Maria Shehade
at al, Editorial: Alternative Dispute Resolution in Cultural Property Disputes: Merging Theory and
Practice, 23 International Journal of Cultural Property 343 (2016); Taşdelen, supra note 307; Manlio
Frigo, Methods and Techniques of Dispute Settlement in the International Practice of the Restitution
and Return of Cultural Property, Rivista di diritto internazionale privato e processuale (2017), p. 569.
1184
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徹することの問題性や困難があるようにも思われる。文化財を巡る価値・政策がなおも世界
的に対立している状況では、各法秩序固有の観点を否定することなく、クリーンな古美術
品・美術品市場の形成という最低限の目標実現へと向けて、規整的権威を調整するという本
稿で示した対応を行うことの方が、普遍主義的観点からの対応を議論し続けるよりも適切
であると考えられる。
最後に、抵触法上、
「考古学上、先史学上、史上、文学上、美術上又は科学上、国家又は
人類全体にとって重要な意義を有する有体物」という一般的な定義を越えて、具体的に文化
財を定義する必要があるかという点が一応問題となる1187。だが、第 I 部小括でも言及した
ように、文化財に関する国際的に承認された定義が存在しない現状では、ある文化財がどの
法秩序の文化財に属すのかという「文化財の国籍」1188に関する問題については、当該文化
財に関係する個々の法秩序の文化財不正流通規制を参照しつつ判断していく他ないように
思われる。従って、ある文化財がどの法秩序の文化財にあたるかという問題は、関係する法
秩序の法規の側から一方主義的に判断されると解すべきであろう1189。
3. 小括
以上、本稿は、
「考古学上、先史学上、史上、文学上、美術上又は科学上、国家又は人類
全体にとって重要な意義を有する有体物」
（＝「文化財」
）には、他の一般財とは異なる取扱
いをうけるべきであるという理解を前提に、抵触法上も、文化財を巡る法的問題に関して、
共通価値としての「クリーンな古美術品・美術品市場の形成」という観点から規整的権威の
調整がなされるべきであると主張した。また、クリーンな古美術品・美術品市場の形成へと
向けた具体的な処理方法のあり方に関しては、各法秩序固有の観点が介入する余地がある
ことを確認した。
二

抵触法における具体的処理方法

－我が国法秩序を例として

最後に、国境を越えた文化財の不正取引を巡る問題に関する抵触法上の具体的処理方法
について検討する。本章では、これまで、一方では、共通価値としての「クリーンな古美術
品・美術品市場の形成」という観点から規整的権威の調整の具体的なあり方について探りつ
つ、他方では、その目的に資するような形で、各法秩序固有の観点から具体的処理方法を探
ることが適切であると主張してきた。このように、具体的な抵触法規則設定のレベルでは各
ただし、仲裁という裁判外の紛争解決手段の利用に関して懐疑的な見解も示されている。
See, e.g., Roodt, supra note 26, pp. 191-223.
1187 第 3 章第 1 節一 2.において述べたように、由来国を定義付けする試みとして、Jayme の
見解がある（前掲注 669）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照）
。後掲注 1188）も
参照。
1188 Erik Jayme, Kunstwerk und Nation: Zuordnungsprobleme im internationalen Kulturgüterschutz
(Universitätsverlag C. Winter, 1991), pp. 11-12; id. Identité culturelle et integration: le droit
international prive postmoderne, 251 Recueil des cours 9 (1995), pp. 198-199.
1189 第 4 章第 2 節二 1.も参照。
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法秩序固有の観点が問題とならざるを得ないことから、ここでは具体的な法秩序の一例と
して我が国法秩序を取り上げた上で、抵触法における具体的処理方法について検討するこ
ととする。
以下では、第 3 章第 1 節一、二、及び、第 2 節において取り上げた 3 つの問題状況それぞ
れに対応する問題として、文化財の返還請求における法適用（1.）、外国国家等による返還
請求の許容性（2.）
、及び、私人間での契約紛争等における外国の文化財不正流通規制の効
力（3.）
、という 3 つの問題に関する我が国抵触法上の具体的な処理方法について検討する。
1. 文化財の返還請求における法適用
第 1 に、文化財の所有権を巡る問題につき適用される法規をどのように選択・適用すべき
かという問題について検討する。第 3 章第 1 節一 2.B.において述べたように、文化財の返還
請求における法適用規則としては、伝統的な準拠法選択規則である所在地法主義に代わる
ものとして、由来国法主義に基づく準拠法選択規則1190が提唱されていた。そこで、以下で
は、まず、伝統的な準拠法選択規則やグローバル・ガバナンスのための抵触法という観点か
らすると、由来国法主義に基づく準拠法選択規則は、どのような性質を有する規則であるの
か、という点について確認した上で（A.）
、この由来国法主義に基づく準拠法選択規則を導
入することが妥当か否か、仮に妥当でないとすれば、我が国裁判所において外国文化財の返
還請求が問題となった場合には、どのような法選択・適用がなされるべきか、という点につ
いて検討する（B.）
。
A. 由来国法主義に基づく準拠法選択規則の性質
A-1. 伝統的な抵触法理論における評価
そもそも抵触法上、一般に、法規の選択・適用のアプローチとしては、以下の 2 つがある
1191。すなわち、関係する法秩序の法規の側からその空間的な適用範囲を探求する「法規か

らのアプローチ」と、法律関係ないし法的問題の側からその解決を行う法秩序（法規）を探
求する「法律関係からのアプローチ」である1192。前者は、法規の側からその適用範囲を一
方的に定めるという「一方主義」を採用するのに対して、後者は、「ある問題についての準
拠法を、内国法であるか外国法であるかを問わず、一般的に規定」1193するという「双方主
義」を採用する。
一般には、「由来国の文化遺産に属する美術品の所有権の移転は、当該国の法により規
律される」
（バーゼル会合決議 2 条）という規則（前掲注 679）に対応する本文、及び、そ
れに続く箇所参照。
）を指すが、善意取得者の保護といった配慮を加えるベルギー国際私法
90 条（92 条）や Symeonides の学説（前掲注 711）に対応する本文、及び、それに続く箇所
参照）も、その一種であるといえる。
1191 中西ほか・前掲注 1）
14 頁以下。また、同様の整理を行うものとして、横山・前掲注 862）
16-19 頁がある。
1192 中西ほか・同上 15-16 頁。
1193 同上 46 頁。
1190
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この点、由来国法主義に基づく特別準拠法選択規則は、
「文化財の所有権移転」という法
的問題ないし法律関係から出発して、当該法的問題が連結される法秩序を「由来国」という
一般的な形で規定する点で、双方主義的な法律関係からのアプローチに基づく準拠法選択
規則の外観を呈しているといえる。だが、由来国法主義に基づく準拠法選択規則の根拠、及
び、同規則により適用される法規の範囲からみると、同規則を双方主義的な法律関係からの
アプローチに基づく準拠法選択規則として理解することには以下のような問題がある。
① 第 1 に、根拠に関してである。第 3 章第 1 節一 2．において述べたように、由来国法
主義に基づく準拠法選択規則の根拠としては、学説上、以下の点が挙げられていた。すなわ
ち、まず、動産である文化財については所在地が偶然的な意味しか有さないため、原因事実
完成当時の所在地法に連結することには問題があるという点である1194。また、バーゼル会
合決議の最終報告書では、通常の「原因事実の完成時における目的物の所在地法」を適用す
る考えによると、準拠法となる各国物権法ごとに善意取得の可否の判断等が異なり、実質法
的結果に不確実性が生じることから、元の所在地法への連結を時間的に固定する必要があ
る点が挙げられていた1195。
しかし、所在地の偶然性という問題や実質法的結果が実質法ごとに異なるという問題は、
文化財のみならず動産の物権関係一般について妥当するものであり、文化財の物権関係に
ついてのみ、所在地の時間的固定という由来国法主義を採用する根拠とはなり得ない。従っ
て、由来国への連結を定める準拠法選択規則の根拠は、Jayme のいう「母国法（Heimatrecht）
」
1196という用語が示唆するように、むしろ文化財と文化的関連性を有する法秩序の文化財保

護政策の尊重にあると解すべきであろう。このように、由来国法主義に基づく準拠法選択規
則の根拠は、準拠法選択規則上の技術的な不都合という点にあるというよりは、国境を越え
た文化財保護という政策的考慮にあるといえる。この点については、Symeonides の見解1197
が、自身の提唱する由来国法主義に基づく規則を、
「実質法的色彩を帯びた準拠法選択規則」
1198と位置付けていたことが示唆的である。

ここでは、このように由来国法主義の根拠が国境を越えた文化財保護という実質法的価
値・政策の実現にあるということの意味について、さらなる明確化を図りたい。一般に、実
質法的色彩を帯びた準拠法選択規則、ないし、実質法的価値・政策を内包した準拠法選択規
則とは、一つの単位法律関係につき複数の連結点を採用することで、一定の実質法的結果を
目指す準拠法選択規則のことを指す1199。具体的には、選択的連結や重畳的連結といった連
結点を採用する規則が挙げられる1200。また、当事者に法選択を認める準拠法選択規則（当

1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200

前掲注 670）に対応する本文参照。
前掲注 687）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
前掲注 672）に対応する本文参照。
第 3 章第 1 節一 2.B.参照。
前掲注 720）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
例えば、中西ほか・前掲注 1）48-52 頁、横山・前掲注 1191）95-96 頁。
中西ほか・同上 51 頁。
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事者自治原則に基づく準拠法選択規則）も、当事者が希望する一定の実質法的結果の選択を
事実上当事者に認める点で、実質法的価値・政策から中立的な規則ではないといえる1201。
さらに、消費者や労働者といった特定の関係当事者の利益を保護するために当事者自治原
則に制約を課す規則も、実質的な消費者・労働者保護政策を抵触法に反映させるものである
。

1202

Symeonides による類型化1203を参考にすれば、このような実質法的価値・政策を内包する
規則は、基本的には、以下の 2 つに大別されるといえる1204。すなわち、一定の法律行為の
形式的有効性1205や一定の身分的地位の成立1206に好意的（あるいは否定的）な規則、及び、
一方当事者の保護へと向けた規則1207、である。これらの規則類型は以下の点で異なってい
る。第 1 に、採用される連結政策に関して、前者の規則類型では、選択的適用や重畳的適用
が用いられる傾向があるのに対して、後者の規則類型では、一方当事者による片面的な当事
者自治や、一方当事者のための裁判所の職権による法適用（優遇原則等）が認められる傾向
がある1208。第 2 に、実質法的価値・政策に関して、前者の規則類型では、形式的有効性・
成立といった実質法上の具体的帰結の実現が目指されるのに対して、後者の規則類型では、
他方当事者に対する一方当事者（不法行為の被害者、扶養債権者、消費者、労働者、被保険
者など）1209の権利・利益の保護が重視されるものの、実質法上の具体的帰結までは（基本
的には）目指されない。
この点、由来国法主義に基づく準拠法選択規則は、文化財の元の所有者による取戻しが争
われる場合を念頭に置き、現在の占有者との関係で元の所有者の権利保護を図る点で1210、
実質法的価値・政策を内包する一方当事者の保護へと向けた準拠法選択規則という性質を
有しているといえる1211。由来国法主義に基づく準拠法選択規則の性質がこれに留まるので
竹下啓介「国際私法における価値中立性」国際私法年報 18 号（2016 年）107 頁、121 頁
参照。
1202 例えば、横山・前掲注 1191）96 頁。
1203 Symeonides, supra note 711, p. 213-255.
1204 なお、Symeonides は、厳密には 3 つに区分しているものの、連結政策の点では、本稿で
挙げた形で 2 つに大別している。Id. pp. 215-216.
1205 具体的には、遺言の形式的有効性（favor testamenti）や契約等の法律行為の形式的有効
性（favor negotii）が挙げられる。Ibid.
1206 具体的には、嫡出性、親子関係、認知、養子縁組、婚姻、離婚について、その成立に好
意的な規則が挙げられる。Ibid.
1207 具体的には、不法行為や製造物責任、
（盗難品の元の所有者による返還請求における）
物権などに関して、一方当事者（弱者）の保護になるような形で、当該当事者にのみ法選択
を認める規則や、裁判所による法の選択・適用を認める規則が挙げられる。Ibid.
1208 Id. pp. 215-216. See also, Ted M. de Boer, Living Apart Together: The Relationship between
Public and Private International Law, 57 Netherlands International Law Review 183 (2010), p. 203.
1209 Symeonides, id. pp. 236-237.
1210 由来国にのみ連結する純粋な由来国主義に関しては、
元の所有者である由来国の文化財
不正流通規制上の政策の実現を目指すものであるといえるだろう。
1211 なお、Symeonides は、一方当事者である、不法に輸出された又は盗取された文化財の元
の所有者に対してのみ、由来国法と請求当時所在する国の法のいずれかを選択する権利を
1201
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あれば、同規則は、依然として（伝統的なそれではないものの）双方主義的な準拠法選択規
則として位置付けられることとなる。しかし、次に述べるように、実際はそうではない。
② 第 2 に、由来国法主義に基づく準拠法選択規則により適用される由来国法の適用範囲
（送致範囲）が問題となる。抵触法理論上、一般には、準拠法選択規則の送致範囲には公法・
強行的適用法規にあたる法規は含まれず、私法的規範のみが適用されると解されている1212。
これに対して、由来国法主義に基づく準拠法選択規則では、由来国における私法上の物権に
関する法規のみならず、公法・強行的適用法規である文化財不正流通規制がその送致範囲に
入ることが前提とされている1213。このように、由来国法主義に基づく準拠法選択規則は、
私法と公法との区分という前提を採る通常の準拠法選択規則とは異なり、私法的規範に加
えて公法・強行的適用法規の適用も認める規則なのである1214。
ここで注目されるのは、由来国法の送致範囲に公法・強行的適用法規が含まれる点に加え
て、由来国法主義に基づく準拠法選択規則上、
「由来国」をどのように確定するのかという
問題について、具体的な判断基準が示されていない点である。例えば、ベルギー国際私法 90
条は、用語上は由来国という連結点を用いていないものの、問題となる文化財を自国の文化
遺産として定める返還請求国の法を適用すると定める1215。同規則は、由来国を特定する判
断基準を設定することが実際上困難であることから1216、由来国に関する抵触法独自の定義
付けを放棄した上で、問題となる文化財について特別な保護ないし規制を行う国家の法を
一方主義的に選択し適用するものである。

付与する点で、ベルギー国際私法 90 条や 92 条（条文については、前掲注 711）対応する本
文以下参照）のような規則を一方当事者の保護へと向けた規則として位置付ける。
Symeonides, supra note 711, p. 242.
1212 例えば、横山・前掲注 926）41 頁は、
「契約当事者間の私法的権利義務関係を規律すべ
き法と当該関係に介入する外国公法とでは、その適用理由が異なる」として、契約準拠法の
送致範囲に、当然、当該国の公法・強行的適用法規が含まれるという考えを採ることはでき
ないとする。ただし、この点については異論もある（石黒一憲『金融取引と国際訴訟』（有
斐閣、1983 年）59 頁以下参照。なお、石黒教授の見解は契約準拠法の選択に関して異なる
前提に立つ点に注意が必要である。さしあたり、石黒一憲『国際私法［第 2 版］』
（新世社、
2007 年）315-341 頁参照）
。以上の議論につき、横溝大「抵触法における不正競争行為の取
扱い―サンゴ砂事件判決を契機として―」知的財産法政策学研究 12 号（2006 年）185 頁、
225-229 頁、横溝・前掲注 694）41-42 頁参照。
1213 前掲注 686）
、及び、それに対応する本文参照。
1214 確かに、我が国の準拠法選択規則上、公法・強行的適用法規の適用が全く認められてこ
なかったという訳ではない。例えば、我が国の準拠法選択規則である「法の適用に関する通
則法」11 条 3 項では、消費者契約の成立の問題に関して、消費者の常居所地法上の「強行
規定」の適用が認められており、この「強行法規」には「国内的強行法規のみならず、いわ
ゆる『強行的適用法規』の双方が含まれる」と解されている（櫻田嘉章＝道垣内正人編『注
釈国際私法（1）
』
（有斐閣、2011 年）250 頁、261 頁［西谷祐子執筆］
）。だが、ここでは、一
般的な用語である「法」に対して、あえて「強行法規」という異なる用語が用いられている
点には注意が必要であろう。
1215 第 3 章第 1 節一 2.B.参照。
1216 由来国法主義に対する批判として挙げられていた点である（第 3 章第 1 節一 2.参照）
。
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このように、由来国法主義に基づく準拠法選択規則は、それが実質法的価値・政策を内包
する一方当事者の保護へと向けた双方主義的な準拠法選択規則の外観を呈しているとして
も、私法的規範に加えて公法的規範の適用が前提とされている点、及び、文化財の由来国に
関する判断基準を抵触法上独自に定めることなくその点を法規の側に委ねている点で、む
しろ、一方主義的な法規からのアプローチに基づく（公法・強行的適用法規をも含む）法適
用規則として理解されるべきである。
A-2. グローバル・ガバナンスのための抵触法の下での評価
以上述べたように、由来国法主義に基づく準拠法選択規則は、実質法的価値・政策を内包
する一方当事者の保護へと向けた一方主義的な法適用規則という性質を有するものである
といえる。そして、このように由来国法を適用する一方主義的な法適用規則は、通常の双方
主義的な準拠法選択規則とは性質を異にしており、伝統的な抵触法理論の観点からは容易
には是認し難いものであると解される。これに対して、グローバル・ガバナンスのための抵
触法という観点からは、由来国法主義に基づく準拠法選択規則、より正確には、文化財不正
流通規制という公法・強行的適用法規をも含む由来国法を適用する一方主義的な法適用規
則は、どのような評価が可能であろうか。
グローバル・ガバナンスのための抵触法の下での由来国法主義に基づく準拠法選択規則
の評価に関しては、前節二 3.において検討した「技術としての抵触法」という視点が重要と
なる。第 3 章第 1 節一 2.において述べたように、由来国法主義は、とりわけ「由来国」の特
定に関する判断基準の曖昧さ故に批判されてきた。とはいえ、由来国法主義が、国境を越え
た文化財の不正取引への対応を巡る政治的ないしイデオロギー的な対立の中にあっても1217、
政治的・イデオロギー的な観点からの批判を正面から浴びることはなかったことは、注目に
値する1218。由来国法主義は、文化財という財の物権に関するあり得べき特別準拠法選択規
則の一つとして議論され、実際上、第 3 章第 1 節二 2.で概観したように、立法例及び学説上
一定の支持を集めてきたのである。このように由来国法主義が抵触法上の法的言説として
一定の支持を得ることができた要因としては、以下の点が重要であったと思われる。すなわ
ち、
「連結点としての由来国」という由来国法主義の考え自体も、また、実質法的結果が準
拠実質法毎に異なることから所在地を時間的に固定する必要がある、という由来国法主義
の根拠も、法律関係ないし法的問題の最密接関連地を探求するという、伝統的な抵触法上の
連結政策を巡る法的言説の枠内に留まっていたという点である。
このように、由来国法主義を巡る議論は、連結点の設定を巡る抵触法上の技術的な議論を
介して、国境を越えた文化財保護という政策的意図が存在しない「かのように」
、文化財の

第 I 部小括参照。
ただし、Bator や Merryman によるユネスコ条約の批判は、由来国法主義の根底にある
文化財保護という政治的意図にまで及ぶものであるといえる（前掲注 316）
、並びに、それ
に対応する本文、及び、それに続く箇所参照）
。
1217
1218
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物権関係に関する規整的権威の調整を図る試みであったと評価できよう。この意味で、由来
国法主義を巡る議論は、グローバル・ガバナンスのための抵触法という観点からは、抵触法
の技術性を活用する具体例として、その試み自体は積極的に評価されるべきであるようと
思われる。とはいえ、問題は、由来国法主義を巡る議論の下で行われてきた規整的権威の調
整のあり方が適切であるといえるか否か、すなわちクリーンな古美術品・美術品市場の形成
に資するものであるといえるか否か、という点である。
B. 検討
そこで次に、クリーンな古美術品・美術品市場の形成という観点から、我が国法秩序を念
頭に置きつつ、返還請求が問題となる場合における由来国の文化財不正流通規制の処理方
法について検討することとする1219。これは、どのような場合に、通常の準拠法選択規則に
より指定される物権準拠法 S 国法の適用に優位する形で、問題となる文化財につき特別な
保護ないし規制を行う O 国法上の文化財不正流通規制の効力を認めるべきか、という問題
である。この問題は、従来中心的に議論されてきた私人間の契約紛争等を念頭に置くもので
はないものの、外国の公法・強行的適用法規の適用ないし考慮の問題であるといえる。
そこで外国の公法・強行的適用法規の適用ないし考慮の問題と同様に、外国の文化財不正
流通規制の適用に関しても、その適用要件が問題となる（B-2.）。だが、その前に、外国の文
化財不正流通規制の適用に関しては、特に当該規制により不法に取引された文化財の第三
者取得者との関係で、当該規制の効力範囲について検討する必要がある（B-1.）。以下、順に
検討する。
B-1. 由来国の文化財不正流通規制の効力範囲
（1）まず、B-2.において挙げる適用要件が充足される際に、外国の文化財不正流通規制
の効力をどこまで認めるべきかという点が問題となる。この点につき、外国の公法・強行的
適用法規の効力に関する従来の議論では、例えば外国国家による国有化・収用措置の効力が
法廷地で承認された場合、国有化・収用前の元の所有者は無権利者となり、当該国有化・収
用措置に反して締結された私人間の契約が無効となることが認められてきた1220。これに対
して、当該国有化・収用措置の効力が法廷地で承認された結果として無権利者となった元の
所有者が、国有化・収用後に当該措置の対象財産を第三者に売却していた場合、当該第三者

以下の議論は、基本的に解釈論を念頭に置くものである。
外国国有化・収用措置の効力に関する各国比較法について、横溝・前掲注 829）229 頁
以下参照。なお、外国国有化・収用措置の効力については、外国国家行為承認アプローチが
提唱されており、外国の公法・強行的適用法規の効力というここでの問題とは厳密には異な
るが、上記見解において両者のアプローチは連続的に捉えられており（横溝大「国際倒産法
の再検討⑥ 否認・双方契約・相殺（下）」NBL666 号（1999 年）37 頁、38 頁以下等参照）
、
外国国有化・収用措置の効力範囲において論じられていることは、ここでの問題についても
同様であると考えられる。
1219
1220
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の物権関係については、通常の準拠法選択規則により指定される原因事実完成当時の所在
地法が適用されることが前提とされてきたものと解される1221。言い換えれば、承認される
外国国家行為や外国の公法・強行的適用法規の効力範囲は限定的であり、物権関係に関して
言えば、当該国家行為や公法・強行的適用法規の直接の対象とならない第三取得者の物権関
係についてまでは、その効力は及ばないと解されてきたのである。
そのため、外国の公法・強行的適用法規の効力に関する従来の議論に従えば、外国の文化
財不正流通規制（発掘・譲渡・輸出規制）の効力は、当該国領域内での発掘行為や取引譲渡
行為、あるいは当該国からの輸出行為をなした私人の物権関係についてのみ及び、その後の
取引譲渡から生じた第三取得者の物権関係については及ばないこととなる。そして、第三取
得者の物権関係に関しては、原因事実完成当時の物の所在地法を選択・適用するという通常
の準拠法選択規則に従った処理がなされるため、当該所在地が O 国以外の外国（S 国）であ
る場合には、S 国法上、問題となる文化財について当該第三者取得者による善意取得等が成
立する可能性がある。だが、古美術品・美術品市場がしばしば国境を越えて展開される事実
に鑑みれば、由来国の文化財不正流通規制の空間的ないし物的適用範囲は、自国領域内にお
いて行われた発掘行為や取引譲渡行為、当該国からの輸出行為の後の取引譲渡から生じた
第三取得者の物権関係についても、その効力を及ぼすことを欲するものであると解される。
（2）それでは、由来国の文化財不正流通規制の効力をどこまで認めるべきであろうか。
本節一において検討したように、ここでは、クリーンな古美術品・美術品市場の形成という
観点から、由来国法上の文化財の発掘・譲渡・輸出規制に関する文化財不正流通規制と、通
常の準拠法選択規則により指定される所在地法上の物権に関する規則との間での、規整的
権威の適切な調整のあり方について検討する必要がある。
① この点につき、第 1 の方向性としては、由来国の文化財不正流通規制の効力範囲を最
大化する方向性が考えられる。すなわち、バーゼル会合決議 2 条のように、由来国と当該国
の文化財不正流通規制上保護を受ける文化財との文化的な関連性を重視し、第三取得者と
の関係でも、由来国法の文化財不正流通規制の効力を一般的に認めていくという方向性で
ある1222。
第三取得者との関係でも由来国の文化財不正流通規制の効力を一般に及ぼすという処理
は、善意取得等により当該規制が破られることから生じる抜け途を認めないという点で、私
訴を利用した文化財取引に対するグローバルな規整という観点からすれば理想的なもので
あるように映る1223。しかし、文化財の物権を巡る争いにおける「現在の占有者」たる相手

例えば、反対に国有化・収用措置が承認されなかった場合、国有化・収用後の新たな所
有者（＝無権利者）から国有化・収用措置の対象財産を購入した第三者の物権関係について
は、善意取得の問題として、法例 10 条〔通則法 13 条〕に従った処理がなされることとなる
と述べるものとして、石黒一憲『ボーダーレス社会への法的警鐘』（中央経済社、1991 年）
137-138 頁、横溝・同上 334 頁。
1222 前掲注 679）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
1223 このことは、由来国法主義が、私訴を利用した環境規整を目指す前述の EU のローマ II
1221
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方は事案毎に様々であるため、以下のような問題が生じる。すなわち、現在の占有者は、文
化財の窃盗犯自身や窃盗集団の一員であることも考えられるが、古美術品・美術品の売買を
仲介する古美術商・美術商、組織的な収集家、著名な個人収集家、オークション・ハウス、
博物館・美術館等といった主要な市場参加者であることもあり、さらには、これらの主要な
市場参加者を介して古美術品・美術品を購入した個人資産家や、遺産として過去に不正に取
引された文化財を相続した相続人等まで、多岐にわたることが容易に想定される1224。この
ように文化財の返還請求訴訟における現在の占有者として多様な属性を有する当事者が立
ち現れることが想定される状況では、事案によっては、被告である現在の占有者が規整され
るべき直接の対象とは言い難いことが考えられる1225。それにも関わらず、あらゆる被告に
対して由来国の文化財不正流通規制の効力を及ぼすことは、由来国の文化財不正流通規制
の規制範囲を過度に拡大することで、却って闇市場の拡大を招く危険をはらむように思わ
れ1226、クリーンな古美術品・美術品市場の形成という観点からは問題であるといえる。
また、この方向性については、クリーンな古美術品・美術品市場の形成に関わる上述した
問題点に加えて、我が国法秩序の観点から以下のような問題点を指摘できる1227。第 1 に、
我が国憲法上の財産権保障（日本国憲法 29 条参照）という観点からは、通常の準拠法選択
規則により指定された物権準拠法上、現在の占有者が得た正統な権利を不当に奪うことま
では、一般には認められないと考えられる。第 2 に、文化財保護法（1950 年）を基軸とす
る我が国の文化財保護政策は、文化財に関する私法上の取引の価値を尊重した上で、国家に
よる一定の公的な制限を認めるものである1228。この点に関しては、我が国がユニドロワ条

規則上の環境侵害に関する特則（同 7 条）と同様の機能を果しうることを意味する（同 7 条
に関しては、前掲注 1131）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照）
。
1224 このような被告側の属性の多様性は、第 3 章で挙げた裁判例からも推察されよう。
1225 この点は、
同じく私訴を利用した環境規整を目指す EU のローマ II 規則 7 条が前提とす
る問題状況とは大きく異なる。というのも、環境侵害訴訟では、規整の対象者である「汚染
者」たる事業者が常に被告として立ち現れることが想定されているからである（同 7 条につ
いては、前掲注 1131）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照）
。
1226 この懸念につき、前掲注 322）に対応する本文参照。
1227 なお、我が国法秩序において、外国の文化財不正流通規制上の効力を認める余地が完全
に否定されているとは解されない。我が国では、2002 年にユネスコ条約（1970 年）の枠組
みに加わって以降、文化財の不法な輸出入等の規制を含む、文化財に関する国際協力へと向
けた取組みの充実が図られてきた（文化財部伝統文化課「文化財行政この 10 年の歩み」文
化庁月報 503 号（2010 年）14 頁、16 頁）。このような進展に鑑みれば、我が国法秩序にお
いても、通常の準拠法選択規則により指定される物権準拠法によれば善意取得者にあたる
者の保護に欠けない限りにおいて、外国の文化財不正流通規制の効力を認める余地がある
というべきであろう。ただし、
「文化財の国際協力」という場合、主として念頭に置かれる
のは、流出した外国文化財の返還に関わる協力というよりも、文化財の保存・修復に関わる
支 援 で あ る 点 に は 注 意 が 必 要 で あ る （ 文 化 庁 HP ：
<http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/kokusai/index.html>.）
。
1228 第 1 章において述べたように、我が国の文化財保護政策は、
「文化主義」という文化財
の国際的な流通を推進するリベラルな基本思想に依拠するものである。
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約（1995 年）の枠組みに加わっていない理由の一つとして、由来国の文化財不正流通規制
の効力を以上のような範囲で認める同条約は、
「盗取文化財や不法輸出文化財であることに
つき善意・無過失で文化財を取得した者の財産的な利益の保護」1229に欠ける、という点が
挙げられていたことを想起すべきであろう。このように、財産権保障という憲法上の権利保
障の観点や現在の我が国の文化財保護政策の基本的な理念に鑑みれば、我が国抵触法上、第
1 の方向性に従って由来国の文化財不正流通規制の効力を一般的に認めることは困難であ
ると言わざるを得ないだろう1230。
② これに対して、第 2 の方向性として、外国の公法・強行的適用法規の効力に関する従
来の議論に従うという方向性、すなわち、第三取得者の物権関係については由来国の文化財
不正流通規制の効力を認めず、通常の準拠法選択規則による処理に委ねるという方向性も
考えられる1231。だが、グレーな市場形成に直接的に加担しているような市場参加者であっ
ても、第三取得者である限り、原因事実完成当時の所在地法上の善意取得等に関する保護を
受けることができるとする処理は、以下詳しく論じるように、クリーンな古美術品・美術品
市場の形成という観点からは直ちに採用することはできないといえる。
③ そこで、第 3 の方向性として、上述したような文化財の返還を巡る争いにおける相手
方の多様性に鑑みれば、どのような属性を有する第三取得者（被告）に対して由来国の文化
財不正流通規制の効力を認めることがクリーンな古美術品・美術品市場の形成にとって適
切であるといえるか、という観点から、由来国の文化財不正流通規制の効力範囲に関して文
化財の現在の占有者（被告）の類型化を行うべきことが適切であると考える。ここで問題と
なるのは、古美術商・美術品商や、個人又は組織的な収集家、オークション・ハウス、博物
館・美術館、等といった、古美術品・美術品市場の主要な市場参加者ないしプロフェッショ
ナルである第三取得者の物権関係についても、通常の準拠法選択規則により指定される原
因事実完成当時の所在地法に服させることが、クリーンな古美術品・美術品市場の形成とい
う観点から適切であるか、という点である。
この点、以下の事情に照らせば、上述した古美術品・美術品市場の主要な市場参加者の物
権関係に関しては、通常の準拠法選択規則により指定される原因事実完成当時の所在地法
ではなく、由来国の文化財不正流通規制に服させるべきであると考えられる。第 1 に、第 I
部小括や本節一 2.において述べたように、古美術品・美術品市場において名の知れた市場参
加者であっても、文化財の不正取引に何からの形で関わっていることが明らかとなってお

清水・前掲注 18）68 頁。
従って、立法論としても、上述した我が国の現在の法状況に照らせば、我が国抵触法上、
バーゼル会合決議 2 条のような純粋な形での由来国法主義に基づく準拠法選択規則を採用
することは困難であると考える。
1231 前掲注 1220）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
1229
1230
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り1232、Mackenzie が述べるように1233、合法的な市場を形成するためにも、少なくとも古美
術品・美術品市場の中心的なアクターに対しては、問題となる古美術品・美術品について規
制を行う各国法やその出自ないし原産地に関する調査義務を課していくことが必要となる
と解される。第 2 に、古美術品・美術品市場の主要な市場参加者は、各種の民間団体による
倫理規範や行動規範1234により、古美術品・美術品の取得時に合理的な範囲で出自ないし原
産地に関する調査を行うこと等、不正取引の防止へと向けた行動をとることが道徳的に義
務付けられている点が指摘できる。民間団体による自主規制が「法」に当たるか否かという
点は別途問題となるものの1235、一定の社会的な実態として、このような自主規制が古美術
品・美術品市場参加者の行動に影響を与えていることは否定できない1236。そうであるなら
ば、古美術品・美術品市場の主要な市場参加者に対して、これらの自主規制に従った由来国
の文化財不正流通規制の遵守を求めることは不合理とまではいえないだろう。
従って、現在の占有者が古美術品・美術品市場の主要な市場参加者（古美術商・美術品商
や、個人又は組織的な収集家、オークション・ハウス、博物館・美術館）である場合には、
クリーンな古美術品・美術品市場の形成という観点から、由来国の文化財不正流通規制の効
力を認め、善意取得等といったそれに反する所在地法上の物権的効果を否定すべきである
と考える。これに対し、それ以外の第三取得者が現在の占有者として訴えられる場合には、
由来国の文化財不正流通規制の効力が及ぶことはなく、通常の準拠法選択規則により指定
される所在地法上の物権的効果が認められるべきである。以上が本稿の主張である。
（3）ところで、以上述べたような解釈論とは異なり、立法論としては、ベルギー国際私
法 90 条（92 条）や Symeonides の見解のように、文化財の物権関係に関する由来国法の適
用を原則とした上で、善意取得者の保護に関する例外則を備えた準拠法選択規則を導入す
ることが考えられる1237。だが、前節二 3.において検討したグローバル・ガバナンスのため
の抵触法という観点からは、実質法的価値・政策から一定の距離を置いた抵触法規則が目指
されるべきであり、その意味で、ベルギー国際私法 90 条（92 条）や Symeonides の見解の

古美術品・美術品市場に関するスキャンダルや美術品等の盗難事件については、前掲注
254）
、前掲注 547）
、前掲注 1179）
、及び、前掲注 1180）参照。
1233 前掲注 557）に対応する本文参照。
1234 See, e.g., Manlio Frigo, Ethical Rules and Codes of Honor related to Museum Activities: A
Complementary Support to the Private International Law Approach Concerning the Circulation of
Cultural Property, 16 International Journal of Cultural Property 49 (2009).
1235 横溝大「抵触法の対象となる『法』に関する若干の考察 : 序説的検討」筑波ロー・ジャ
ーナル 6 号（2009 年）3 頁参照。
1236 なお、前掲注 12）においても言及した我が国文化庁による『盗取されたイラク文化財の
不 法 な 輸 出 入 に お け る 取 扱 い に つ い て 』 と 題 す る 通 知 で は
（<http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/kokusai/yushutsu/iraq_bunkazai_tsuchi.html>）、博物
館・美術館等が収蔵品を取得する際には、当該美術品等に関する発見・政策等を含む過去の
履歴を確実に検証すべきであるとする「国際博物館会議（ICOM）
」（前掲注 842）参照）の
倫理規程が引用されている。
1237 両規則の内容については、第 3 章第 1 節一 2.B.参照。
1232
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ように、
「善意取得」といった実質法上の概念により法適用関係を画することは妥当でない。
クリーンな古美術品・美術品市場の形成という観点から、古美術品・美術品市場の主要な
市場参加者を由来国の文化財不正流通規制に服させることが重要であるのは、立法論とし
ても同様である。そこで、本稿で主張した処理方法を特別準拠法選択規則という形で立法化
するならば、文化財不正流通規制を含む由来国法の適用を原則とした上で、例外的に、問題
となる文化財がどの国の文化財不正流通規制上の保護を受けるのかという点、言い換えれ
ば、当該文化財の由来国につき、現在の占有者である被告側において予見可能性を欠く場合
には、原則に戻り、原因事実完成当時の文化財の所在地法を適用するといった規則が考えら
れよう1238。重要な点は、同規則の適用上、予見可能性の判断に際して、現在の占有者の属
性を踏まえた判断がなされるべきである点である1239。すなわち、上述した古美術品・美術
品市場の主要な市場参加者が現在の占有者として訴えられる場合には、それ以外の第三取
得者が訴えられる場合と比較して、予見可能性の判断が厳格になされるべきであるという
ことである。
B-2. 由来国の文化財不正流通規制の適用要件
（1）次に問題となるのは、由来国の文化財不正流通規制の適用要件である。適用要件に
関しても、外国の公法・強行的適用法規の適用一般についてと同様、基本的には、外国国家
行為承認ないし外国の公法・強行的適用法規の適用の際に要求されるべき要件にならい1240、
国際（立法）管轄1241、手続的保障、公序、相互の保証といった要件が課されるべきである
と考えられる1242。以下、各要件の内容について検討する。

このように、原則的な連結点を定めた上で予見可能性を欠く場合の例外的な連結を定め
るという枠組みは、我が国通則法上、不法行為の準拠法に関する 17 条において採られてい
る。
同 17 条「不法行為によって生じる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地
の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであっ
たときは、加害行為が行われた地の法による。」
1239 ここでは、ユニドロワ条約（1995 年）上の補償要件（4 条、6 条）を参考に、取得時に
合理的な範囲で、十分な調査がなされたか否か、といった事情も考慮されるべきである。
1240 横溝・前掲注 694）44-45 頁参照。
1241 外国の公法・強行的適用法規に関する同要件に関して、横溝教授は、基本的には、法廷
地国が同様の自国規則について国際的な立法管轄を有するか否かが基準となるとする（同
上 44-45 頁）
。
1242 なお、外国裁判所の確定判決の承認要件については、民事訴訟法（平成 8 年法律第 109
号）118 条に以下の定めがある。
同 118 条「外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、そ
の効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告か訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達（公示送達その他これ
に類する送達を除く。）を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
1238
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（2）第 1 に、国際（立法）管轄に関しては、予測可能性及び法的安定性の確保という観
点から、返還請求の対象となる文化財と当該文化財につき立法上特別な規制を行う国家と
の間に、場所的ないし空間的関連性が存在することが必要となる。具体的には、自国領域内
において、新たに発掘されたか、又は、展覧会等を通じて一時的に存在するのではなく、恒
常的に所在する文化財につき、その発掘や譲渡、輸出に関する規制を国家が行う場合、国際
（立法）管轄の要件は充されるものと解される。これに対して、ある国家が他国に所在する
私人や博物館等により所有されている文化財につき、立法的措置により突如として自国文
化財に含める場合には、当然、同要件は充されないと解すべきである。このように、自国領
域内（地中及び海中を含む）に存在する文化財につき文化財不正流通規制を行う場合、当該
文化財と当該国との間には場所的ないし空間的関連性が肯定されるといえる。なお、このよ
うに文化財と由来国 O 国との間に場所的ないし空間的関連性が一旦確立されれば、B-1.で
述べた人的な効力範囲に関する制限が課される場合を除き、O 国の文化財不正流通規制の
国際（立法）管轄は、O 国において盗掘・盗取され、又は O 国から不法輸出された後、他国
において取引譲渡された文化財についても肯定されることとなる。
（3）第 2 に、手続的保障の要件に関しては、特に文化財不正流通規制の立法内容の明確
性や遡及効の禁止が問題となる。前者の明確性の要件については、第 3 章第 1 節一におい
て挙げたアメリカの刑事裁判手続が想起されるべきである。同国の刑事裁判においては、刑
事法である NSPA 上の「盗まれた（stolen）
」物であること、という要件について判断する際
に、外国の文化財不正流通規制（特に、新たな発掘物に国家所有権を付与する規則）が参照
されてきたが、参照されるための要件としてその規制内容の明確性が要求されている1243。
アメリカの NSPA 上、明確性の要件は刑事裁判手続における罪刑法定主義の観点から課さ
れるものではあるものの、ここで問題となる国際民事訴訟においても、純粋な私法的規範で
はなく、文化財不正流通規制という公法・強行的適用法規の適用が問題となる以上、NSPA
訴訟と同様に文化財不正流通規制の立法内容の明確性が要求されるべきであろう。具体的
には、問題となる文化財が自国の文化財不正流通規制上どのような規制を受けるのか、とい
う点につき、外国人にも了知可能な形で1244明確に規定していることが要求されるべきであ
る。第 1 章で概観したような、新たな発掘物を国家財産とする規定や、譲渡不可能・時効の
制限を受けないとする規定、輸出を禁止する規定、不法な輸出に伴う自動的没収規定につい
ては、基本的には、明確性要件が充されているものと解してよいように思われる1245。
四 相互の保証があること。」
前掲注 775）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
1244 なお、本稿でも度々引用してきた各国文化財不正流通規制に関する UNESCO のデータ
ベース（< http://www.unesco.org/culture/natlaws/>）は、言語面（英語訳）でも、国・地域の対
象範囲の面でも、比較的充実しているものであると考えられるため、基本的に当事者の了知
可能性それ自体が問題となる状況は考え難いといえよう。
1245 むしろ実務上は、立法内容の明確性よりも、いつ、そして、どの場所から問題となる文
化財が盗掘・盗取・不法輸出されたのか、という事実に関する証明がより問題となると思わ
れる。例えば、このような事実の証明が奏功せず、請求が退けられた事件として、ベルリン
1243
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また、後者の遡及効の禁止という点は、アメリカの NSPA の適用上要求されていた要件で
あり1246、さらに、ユニドロワ条約（1995 年）上も認められているものである1247。遡及効を
禁止し、外国の文化財不正流通規制の施行当時に問題となる文化財が当該国の領域内に恒
常的に所在したことを要求することは、予測可能性及び法的安定性の確保という観点から
は必要不可欠であると解される。
（4）第 3 に、公序要件に関しては、外国法の適用や外国の公法・強行的適用法規の適用
の場合と同様、適用結果の異常性と内国関連性との相関関係による判断形式に従うべきで
あると考えられるが、問題となるのは、由来国法の国際法違反性ないし憲法違反性である
1248。実際にも、欧州司法裁判所

Beyeler v. Italy 事件1249において争われていたように、財産

権保障という観点から、文化財不正流通規制の国際法違反や憲法違反が問題となることが
考えられる。基本的には、国家に所有権を付与する効果をもたらす規制に関しては、外国人
財産の国有化・収用措置に関する国際法上の議論にならい、公的目的に基づくものであるこ
とや無差別に行われること、補償1250が支払われること、といった要件を求めていくべきで
あるろう。また、欧州司法裁判所 Beyeler v. Italy 事件におけるような、時期に遅れた先買権
行使による収用行為も、私人の所有権を著しく不安定な状態に置くものであり、十分な補償
がなされてもいないという点で、公序に反するものであると解すべきであろう。
（5）第 4 に、相互の保証の要件に関してである。学説上、外国の確定判決の承認に関す
る同要件（民事訴訟法 118 条 4 号）1251に関しては、国際的な私法的権利実現の促進という
観点からすれば広く外国判決の効力を認めるべきであること等から、立法論的には廃止す
ることが望ましいと主張されてきた1252。だが、外国文化財の返還請求において外国の文化
財不正流通規制を適用することは、契約や不法行為等に関する私法的規範の適用とは異な
り、法廷地国裁判所による任意的な形での国家間協力という側面を有するものであるとい
える1253。そうである以上、外国の文化財不正流通規制の適用に当たっては、当該国の国家
裁判所においても法廷地国の文化財不正流通規制の適用が期待されること、といった互恵

高等裁判所 2006 年判決【裁判例 9】
（前掲注 732）に対応する本文、及び、それに続く箇所
参照）がある。
1246 問題となる文化財が同法の施行当時に同国に所在したことが要件として課される。
前掲
注 778）に対応する本文参照。
1247 ユニドロワ条約（1995 年）10 条参照（第 2 章第 1 節二 1．
）
。
1248 この点につき、横溝・前掲注 1220）333 頁参照。
1249 第 I 部小括（前掲注 524）に対応する本文及びそれに続く箇所）参照。
1250 いわゆるハル方式によれば、
「十分、実効的、かつ迅速」な補償が支払われることが求
められることとなる。参照、小寺ほか・前掲注 800）430 頁［柳赫秀執筆］
。
1251 前掲注 1242）参照。
1252 例えば、鈴木忠一＝三ヶ月章編『注解民事執行法（1）
』
（第一法規、1984 年）367 頁［青
山善充執筆］等。また、高橋宏志＝加藤新太郎編『実務民事訴訟法講座〔第 3 期〕
（6）－上
訴・再審・少額訴訟と国際民事訴訟』
（日本評論社、2013 年）441 頁、450-451 頁［中野俊一
郎執筆］参照。
1253 拙稿・前掲注 740）参照。
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的な考慮がなされるべきであろう1254。相互の保証要件が文化財不正流通規制の適用を妨げ
る消極的要件として正面から課されるべきではないとしても、その適用に当たっては、一定
の共通した規整目標、すなわちクリーンな古美術品・美術品市場の形成といった目標が法廷
地国法秩序と当該外国法秩序との間で共有されていることが前提とされるべきである1255。
2. 外国国家等による返還請求の許容性
本節二 1.の法適用の問題に加えて、外国国家等が原告として外国文化財不正流通規制に
基づく返還請求を行う場合には、かかる公法的請求の許容性が問題となる（B.）
。この問題
を検討するに当たっては、その前提として、外国国家等による公法的請求一般の許容性につ
いて検討する必要がある（A.）
。
A. 公法的請求一般の許容性
（1）第 3 章第 1 節二 2.において述べたように、学説上、外国国家等による公法的請求に
関しては、条約や立法による国家的同意がない場合にも、法廷地国裁判所が外国国家等によ
る外国公法に基づく請求を認めることができる否か、という点を巡って争いがあった。
① 学説上は、国際法上の執行管轄権の属地的制約や主権独立の原則、国内憲法上の権限
配分の観点から、外国国家等による外国公法に基づく請求を法廷地国裁判所が受理するに
は、条約や立法による国家的同意が制度的に必要となるとする立場があった。この主張につ
いては、以下の理由から賛成できないと考える。
一方で、外国国家等による外国公法に基づく訴えの提起段階では、法廷地国において当該
公法に基づく執行の効果は生じておらず、法廷地国裁判所は当該請求を却下する権限を有
している以上、国際法上の執行管轄権の属地的制約の原則が当該訴えの提起行為自体を禁
止しているとまではいえないと解される1256。第 3 章第 2 節二 2.で取り上げた学説上も主張
されていたように、外国国家等による外国公法に基づく請求について、法廷地国裁判所がそ
の裁判管轄権を行使することを禁止する又は許容すべきであるとする国際法上の準則を見
出すことは困難であると考えられる1257。他方で、国内憲法上の権限配分の観点から、外国
国家等による外国公法に基づく請求を受理する際に国家的同意が必要となるかという見解
1258についても、憲法上の制約やその解釈は法秩序毎に異なると解されることから1259、国内

同上（2・完）92-93 頁参照。
基本的には、ユネスコ条約（1970 年）の締約国間であれば、上述の規整目標が共有され
ていると評価してよいと思われる。
1256 前掲注 805）参照。
1257 第 3 章第 1 節二 2.参照。
1258 これを肯定する見解として、前掲注 806）
、及び、それに対応する本文参照。
1259 例えば、アメリカにおいては、外国国家によりその領域内でなされた国家行為の有効性
についての司法判断を差し控えるという「Act of State Doctorine」の根拠を「権力分立の体制
における政府の部局間の基本的関係」に由来する判断した裁判例（Banco National de Cuba v.
Sabbatino, 84 S. Ct. 923 (1964).）が存在するように、国際民事紛争の場面で憲法上の制約が援
1254
1255
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憲法がこの問題について国家的同意を要求しているか否かについて一般的に論じることは
できず、法秩序毎に検討する必要があると考えられる。
従って、法廷地国裁判所が外国国家等による外国公法に基づく請求を受理するには、国際
法上の義務として又は国内憲法上一般に、条約や立法による国家的同意が必要であると解
することは困難であるといえる。
② このように外国国家等による外国公法に基づく請求を受理する際に国家的同意は不
要であるとすると、学説上主張されていたように、この問題は、国家利益の収束や国家間協
力の必要性といった考慮に基づく法廷地国裁判所の判断に委ねられる、ということになり
そうである。だが、このような処理にも以下のような問題がある。例えば、一言に国家利益
といっても、グローバル化の下で国家自身も機能的に分化している中では、行政府・立法府・
司法府毎に、さらには、行政部に属する規制当局毎でも、国家利益というものが必ずしも明
確に特定されないことが想定される1260。このような状況において法廷地国裁判所による事
案毎の国家利益に関する衡量を要求することは、条約や立法により明確な形で法廷地国の
国家利益の表明がなされている場合を別にすれば、法廷地国裁判所に対して国家的政治に
影響を及ぼすような政策的判断を強いることとなるように思われる1261。前節二 3.において
述べたように、法廷地国裁判所にかかる政策的判断を全面的に委ねることは、むしろ政治的
抵触の解決を法的に可能とするという法的技術の利点を奪うこととなるといえる。従って、
外国国家等による外国公法に基づく請求の許容性に関する判断を法廷地国裁判所の裁量に
委ねるという処理方法にも問題があると考える。
③ 以上の考察を踏まえれば、民事訴訟との関係での法廷地国裁判所は、
「私法的法律関係
に関する請求」1262を扱うために民事裁判権1263を行使する国家機関である、という前提に立
用されることがあるが、我が国や大陸法系諸国においてこのような考慮がなされることは
稀であるように思われる。なお、アメリカにおいては、国際裁判管轄規則の形成に関して、
ヨーロッパとは異なり憲法が重要な役割を果たしてきたことにつき、Ralf Michaels, Two
Paradigms of Jurisdiction, 27 Michigan Journal of International Law 1003 (2006) 参照。
1260 この点に関して、
現代国際社会の分析に際して、従来は統一的に把握されてきた国家を、
個別の役割と能力を有する制度という構成要素に分解（aggregationed）する必要があると主
張するものとして、Anne-Marie Slaughter, A New World Order (Prinston University Press, 2004),
p. 5, pp. 12-15 以下参照。
1261 ここでは、法廷地国裁判所による自国競争法の域外適用に関して、その適用対象となる
外国企業が所在する外国政府と自国政府との間で深刻な政治的対立が生じる中で、裁判例
上も、裁判所が個別事案毎に利益衡量を行うことの限界が指摘され、訴訟の前段階で多くの
情報が集中する競争当局間での調整に注目が集まるようになったというアメリカの事例を
想起すべきである。この点につき、伊永大輔「競争法の域外適用に伴う国際的執行の現代的
課題―管轄権の牴触とその調整原理としての国際礼譲の規範化―」法学研究80巻12号（2007
年）563頁、572-573頁参照。
1262 横溝・前掲注 725）261 頁。
1263 民事裁判権とは、一般に、
「裁判所が私人間の権利関係についての争いを解決するため
に行使しうる権能の総体を指す」ものと解されている（伊藤眞『民事訴訟法［第 5 版］』
（有
斐閣、2016 年）39 頁）。
190

ち返ることが適切なのではないだろうか1264。言い換えれば、
「私法的法律関係に関する請求」
に該当しないと判断される請求は民事訴訟法の対象範囲外であるということとなるから、
法廷地国裁判所は当該請求を受理する権限を有さないと解すべきであるということである
。ここで重要なのは、
「私法的法律関係に関する請求」か否かという点に関する性質決定

1265

は、請求の基礎となる法規が私法であるか公法であるかといった形で、一義的かつ形式的に
なされるものではないという点である1266。すなわち、外国国家等による請求が「私法的法
律関係に関する請求」か否かという点について判断するに当たって、法廷地国裁判所は、一
方で、対等な私人間相互の私法的法律関係に関する争いに相当するといえるか否かを検討
しつつ、他方で、前節二 3.において述べたグローバル・ガバナンスのための抵触法という観
点から、当該請求を許容することが「規整的権威の適切な調整」に資するか否かを検討する
必要があるということである。そこで、公法・強行的適用法規に該当する法規に基づく請求
であっても、一定の場合には、上述の観点から「私法的法律関係に関する請求」に該当する
と判断され、その限りで法廷地国裁判所により受理されることとなる1267。
ところで、前節一で紹介したグローバル・ガバナンスのための抵触法を巡る議論において
は、例えば Wai の見解のように、国内裁判所によるグローバル規模での経済・社会の規整的
機能が注目されている。国家利益の収束や国家間協力の必要性から外国国家等による外国
公法に基づく請求を許容すべきであると主張する見解1268の背景にも、このような国内裁判
所によるグローバルな規整という考えがあるものと解される。確かに、Mills が述べるよう
に、管轄権配分及び国際的な権利義務関係の実現ないし確定を通じて、国際民事訴訟におけ
る国内裁判所が一定のグローバルな規整的機能を担っていることは否定できない1269。とは
以下の議論は、我が国法秩序を念頭に論じるものである。なお、Bauer, supra note 806, pp.
483-484 が主張するように、ここで我が国憲法上、我が国裁判所が私法的法律関係に関する
請求以外の請求について受理することが禁止されているとまでいえるかという点について
は、疑問がないでもない。少なくとも、管見の限り、我が国憲法上そのような議論は見当た
らない。このような状況では、法廷地国裁判所が私法的法律関係に関する請求以外の請求に
ついて受理しない点は、憲法上の問題というよりは、あくまで民事訴訟が対象とする範囲の
問題であると考えるべきなのではないだろうか。
1265 従って、これらの請求については、条約の枠組み（例えば、刑事や租税に関する二国間
又は多国間での共助条約）に委ねられるか、あるいは、相互の保証を前提とする国内法の枠
組み（例えば、送達及び証拠調べに関する我が国に関する共助に関する「外国裁判所ノ嘱託
ニ因ル共助法」第 1 条ノ二第 1 項 6 号。澤木敬郎＝青山善充編『国際民事訴訟法の理論』
（有斐閣、1987 年）285 頁［小林秀之執筆］参照）によることとなろう。
1266 この点に関して、
外国国家等による公法的請求の裏返しの問題である主権免除における
制限免除主義の区分（
「主権的行為」と「私法的・業務管理的行為」）を参照することもある
いは可能であろう。だが、この区分については、国際的なコンセンサスが形成されていない
こともあり、あまり有用ではないと解される（中野・前掲注 724）136 頁参照）
。
1267 この点について、具体的には、本節二 2.B.において文化財不正流通規制に基づく請求に
関して後述する。
1268 前掲注 811）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
1269 同様の分析として、Christopher A. Whytock, Domestic Courts and Global Governance, 84
Tulane Law Review 67 (2009).
1264
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いえ、上述したように、国内裁判所に裸の政策的判断を任せることは、却って政治的対立を
招く恐れもあるため適切ではないだろう。そこで、国内裁判所がグローバル・ガバナンスの
ために一定の規整的機能を担うべきであるという主張を容れる場合にも、正面から一定の
実質法的価値・政策の実現を目標として掲げるのではなく、あくまで「私法的法律関係に関
する請求」に関する性質決定といった法的技術の運用において、
「規整的権威の適切な調整」
という視点が加味されるに止まると考えるべきであろう1270。
B. 文化財不正流通規制に基づく請求の許容性
（1）以上の検討を踏まえ、外国国家等による当該国の文化財不正流通規制に基づく請求
の許容性について検討する。まず、諸外国の裁判例上1271、発掘物である「所有者のいない
動産（無主の動産）
」に国家所有権を付与する立法を根拠とする国家の請求は、私法上の財
産的請求であるとするものや1272、国内的に執行されていない輸出規制に基づく請求は認め
られないとするもの1273、私法上の請求における先決問題として国家の所有権の有無を判断
する際に、輸出規制を含む原告国家の文化財不正流通規制を参照するものがあった1274。ま
た、学説上は1275、租税債権の回収のような特権的請求が認められないことを前提に、私法
上の請求とみなされる文化財返還請求、すなわち財産的請求については許容されるとする
点で一定のコンセンサスがあった。このように、裁判例及び学説上は、刑事法や輸出管理規
制に基づく請求は特権的請求として許容されないとしつつも、無主物である発掘文化財の
所有権ないし権原を国家に付与する立法に基づく請求は、所有権に基づく請求であるため
許容されるとする点で概ね一致があるといえる。
（2）それでは、どのように考えるべきであろうか。本節二 2. A.において論じたように、
ここでの問題は、外国国家等による当該国の文化財不正流通規制に基づく請求が「私法的法
律関係に関する請求」と性質決定され得るか否か、という点にある。グローバル・ガバナン
スのための抵触法という考えによれば、この問題は、規整的権威の適切な調整という観点か
ら判断されるべきであることとなる。言い換えれば、外国国家等による外国文化財不正流通
規制に基づく請求のうち、どのような請求を許容することがクリーンな古美術品・美術品市
場の形成に資するか、という点が問題となる。ここで問題となる文化財不正流通規制に基づ
く請求としては、①新たな発掘物に国家所有権を包括的に付与する規則、②国有文化財又は
この限りにおいて、本稿の著者は、国内裁判所がグローバルな規整的機能を担うべきで
あるという考えに賛成するものである。
1271 第 3 章第 1 節二 1.参照。
1272 イギリス Barakat 事件控訴院判決【裁判例 11】
（前掲注 756）に対応する本文、及び、そ
れに続く箇所参照）
。
1273 アメリカ Peru v. Johnson 事件判決【裁判例 12】
（前掲注 785）に対応する本文、及び、そ
れに続く箇所参照）
。
1274 ベルリン高等裁判所 2006 年判決【裁判例 9】
（前掲注 732）に対応する本文、及び、そ
れに続く箇所参照）
。
1275 第 3 章第 1 節二 2.参照。
1270
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私有文化財の輸出を禁止ないし制限する規則、及び、③不法に輸出された文化財の自動的な
没収規則に基づく返還請求が考えられる。
そこで検討すると、まず、クリーンな古美術品・美術品市場の形成という観点からすれば、
出発点として、各国は、国内法上、文化財を保護・保全し、その統一性を保ったまま後世へ
と継承するために1276、自国領域内に所在する文化財の不正流通の防止へと向けた適切な規
制を行う必要があるといえる。この点に関して、とりわけ未登録である新たな発掘物につい
ては、既に登録されている美術品のような他の文化財とは異なり、盗掘され、文脈から引き
剥がされた上で、闇市場に流れてしまうと、その文化的・歴史的な損失は計り知れないこと
が指摘されてきた1277。その意味で、①新たな発掘物に国家所有権を包括的に付与する立法
は、私有地において発掘された文化財をも対象とする点で、私有財産の没収・国有化・収用
1278という法的性質を有する1279ものの、発掘文化財の後世への保全的な形での継承という観

点からは、考古学的遺跡が多く所在する国家がなすべき正統な規制であると解される。また、
このような国家所有権の包括的な付与立法は、イギリスの Barakat 事件控訴院判決【裁判例
11】1280が判示したように、新たな発掘物という、いわば「所有者のいない動産（無主の動
産）
」につき、新たな所有権を国家に発生させるものである点で、私人の財産権の保障とい
う観点からも問題が少ないといえる。
従って、各国は、発掘物に国家所有権を包括的に付与する他国の正統な規制権限を尊重す
べきであり、国際民事訴訟においても、新たな発掘物に国家所有権を包括的に付与する立法
に基づく外国国家等による請求を私法的法律関係に関する請求として受け容れるべきであ
ると考える1281。
これに対して、③不法に輸出された文化財の自動的な没収規則は、登録等を通じて歴史的
文脈を保持する私有文化財につき、適切な補償なくその所有者である私人から所有権を自
動的に奪うものである点で、①新たな発掘物に対する国家所有権の付与規則とは性質を異
にする。クリーンな古美術品・美術品市場の形成という観点からすれば、私法上の取引に対
して公的に干渉するよりも、まずは自国領域内で実効的な輸出管理規制を行うことの方が
重要であり、不法に輸出された文化財を自動的に没収することが正統な規制権限の範囲内
に留まるといえるのか疑問がないではない。少なくとも、そのような法制度を有しておらず、
この点については、前掲注 515）
、及び、それに対応する本文参照。
See, e.g., Patty Gertsteinblith, Controlling the International Market in Antiquities: Reducing the
Harm, Preserving the Past, 8 Chicago Journal of International Law 169 (2007), pp. 170-174.
1278 国有化と収用との違いについて、横溝・前掲注 1220）227 頁注（2）参照。また、没収
という用語について、例えば、小寺ほか・前掲注 800）429 頁［柳赫秀執筆］参照。
1279 See, e.g., Wantuch-Thole, supra note 26, p. 61.
1280 前掲注 756）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
1281 従来、一般に、国家自身が他国裁判所において没収・国有化・収用に関わる措置の効力
に基づき、問題となる動産の現在の占有者等に対してその引渡しを求めることは認められ
ないとされてきたが（横溝・前掲注 1220）228 頁注（14）参照）
、クリーンな古美術品・美
術品市場の形成という観点からは、発掘物に国家所有権を包括的に付与する規則に関する
限りで修正が図られるべきであると考える。
1276
1277
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財産権保障や私法上の取引の価値を尊重する我が国法秩序の観点からは、③のような規則
に基づく外国国家等による請求を認めることには問題があると考えられる。同じことは、②
国有文化財又は私有文化財の輸出を禁止ないし制限する規則という、純粋な輸出禁止規則
に関しても当てはまる。そもそも、②の規則に基づく請求に関しては、同規則上、国家には
問題となる文化財の所有権的権利すら発生していない以上、当該請求を私法上の所有権に
基づく返還請求として性質決定することは、やはり困難であると言わざるを得ないだろう
。

1282

このように、②国有文化財又は私有文化財の輸出を禁止ないし制限する規則、及び、③不
法に輸出された文化財の自動的な没収規則に関しては、由来国の国内において適用・執行さ
れるべき規制であるといえ、また、かかる請求を認めることがクリーンな古美術品・美術品
市場の形成に繋がるかは疑問であり、むしろかかる請求を認めることには財産権保障や私
法上の取引の尊重という我が国法秩序の観点からは問題が大きいといえる。従って、外国国
家等が原告として返還を求める場合には、我が国抵触法上、①新たな発掘物に国家所有権を
包括的に付与する規則に基づく返還請求のみが許容されると考えるべきである。
3. 外国の文化財不正流通規制の効力
（1）最後に、私人間での契約紛争といった返還請求以外の場面において、外国の文化財
不正流通規制の効力が問題となった場合に、我が国抵触法上採られるべき具体的処理方法
について検討する。ここでは、第 3 章第 2 節三において整理したように、次の 2 つの点につ
いて検討する必要がある。すなわち、第 1 に、外国の文化財不正流通規制の効力に関して、
その直接的な適用を行うとすべきか（適用）
、それとも、準拠実質法上の契約義務や公序適
合性等の判断の際に、その事実的な影響を考慮すべきか（考慮）
、という点、第 2 に、外国
国家等が訴訟に参加していないこの場合には、必ずしも外国の文化財不正流通規制の効力
を認める必要はないと解すべきか否か、という点である。
（2）第 1 に、外国文化財不正流通規制の適用か考慮かという点についてである。外国の
公法・強行的適用法規の適用に関する学説上も主張されていたように1283、仮に外国の公法・
強行的適用法規をデータないし事実として考慮する場合でも、当事者の予測可能性や正統
な権利保障という観点からは、当該外国と事案との密接な関連性や公序適合性といった適
なお、第 3 章第 1 節二 2.B.-2.において取り上げた見解は、国際的な文化財の不正流出を
防止すべく、外国国家による返還請求一般について許容されるべきであるとするものであ
った。だが、Vigneron の見解は文化財保護という観点を強調するのみで理論的には不十分で
あるといえ、また、領域主権原理や所有権概念の再構成を行う Gordley の見解については、
コモン・ロー上の議論という留保があることに加えて、同見解の当否について判断するには、
私法理論における所有権概念自体に関する歴史的・法理論的検討を要することから、本稿で
は十分に精査できなかった。とはいえ、クリーンな古美術品・美術品市場の形成という観点
からも、また、以上述べたような現在の一般的な（我が国の）民事訴訟の理解からも、彼ら
の見解を受け容れることはやはり困難であると考えられる。
1283 第 3 章第 2 節二 1.参照。
1282
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用要件が課される必要があるといえる1284。また、外国法の事実的影響力を考慮することは
準拠実質法上の問題にすぎないと指摘されることがあるが1285、そうであるならば、例えば、
準拠実質法である A 国における公序良俗適合性の判断に際して、O 国の公法・強行的適用
法規の違反等を加味するという処理が果たして妥当かという疑問が生じる1286。このように、
適用要件の必要性や準拠実質法の適用においてそれとは異なる国の法を考慮するという理
論構成を問題点に鑑みれば、外国の公法・強行的適用法規の処理方法としては、一定の要件
の下でそれを適用するというアプローチを採用するのが適切であると考える。
そこで、外国の文化財不正流通規制の適用に関しても、基本的には、外国の公法・強行的
適用法規の適用に関する一般論の下で処理されるべきこととなる。具体的には、由来国の文
化財不正流通規制に基づく返還請求が問題となる場合と同様、国際（立法）管轄、手続的保
障、公序、及び、相互の保証という要件が課されるべきである1287。
ところで、本節二 1.において文化財の返還請求における法適用の問題に関して主張した
ように1288、私人間の契約紛争等において外国の文化財不正流通規制の適用が問題となる場
合にも、当該国の文化財不正流通規制の影響をを受ける当事者の属性毎にその効力が及ぶ
範囲（人的な効力範囲）を考えていくべきか否か、という点がここでも問題となる。確かに、
本節二 1.において問題となったのは、由来国の文化財不正流通規制が無権利者から取得し
た第三取得者の物権関係についてまで及ぶか、という由来国の文化財不正流通規制の直接
的な物権的効力の問題であった。これに対して、ここで扱っている私人間の契約紛争等にお
いては、由来国の文化財不正流通規制の中でも、文化財の輸出や取引譲渡の制限規定が、そ
れに反して締結された契約の有効性に間接的にどのような影響を与えるのか、という点、す
なわち由来国の文化財不正流通規制による契約の有効性への影響が問題となる。このよう
に、返還請求において由来国の文化財不正流通規制の効力が問題となる場合（直接的な効力）
と、私人間の契約紛争等において由来国の文化財不正流通規制の効力が問題となる場合（間
接的な効力）とでは、状況が異なるようにみえる。
だが、クリーンな古美術品・美術品市場の形成という目標の実現のためには、由来国の文
化財不正流通規制の直接的な効力が問題となる場合のみならず、私人間の契約紛争等にお
いて由来国の文化財不正流通規制の間接的な効力が問題となる場合においても、一貫した
処理を行うことが望ましいといえる。そこで後者の場合においても、国際（立法）管轄要件
の下で、以下の処理がなされるべきである。すなわち、古美術品・美術品市場の主要な参加
者（古美術商・美術品商や、個人又は組織的な収集家、オークション・ハウス、博物館・美
術館）が契約当事者となる契約の有効性につき、由来国の文化財不正流通規制の効力が問題
例えば、横山教授は、考慮アプローチにおいても関連性の要件が課されねばならないこ
とを指摘する（前掲注 941）に対応する本文参照）
。
1285 データ理論に対する指摘である（佐野・前掲注 933）451 頁参照）
。
1286 横溝・前掲注 938）35 頁参照。
1287 本節二 1.B-2.参照。
1288 本節二 1.B-1.参照。
1284
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となるときには、例えばスイスのインド金貨事件【裁判例 14】1289やオーストリアの中国古
陶磁事件【裁判例 15】1290のように、不正に取引され、国内に不法に輸入された後に締結さ
れた契約であっても、由来国の文化財不正流通規制の効力が及ぶ、ということである。なお、
ドイツのアルジェリア事件における貨物海上保険のように、由来国からの文化財の輸出に
関わる運送契約や保険契約等、由来国からの輸出に直接関わる契約関係に関して由来国の
文化財不正流通規制の国際（立法）管轄が肯定される点については、特に問題ないといえよ
う1291。
（3）第 2 に、外国国家等が訴訟に参加していない場合、外国の文化財不正流通規制の効
力を認める必要がないと解すべきか否か、という点についてである。第 3 章第 2 節二及び
三の小括において言及したように、Siehr は、オーストリアの中国古陶磁事件判決【裁判例
15】1292を引き合いに出しつつ、由来国自身が訴訟当事者でない場合にも当該国の文化財不
正流通規制（輸出・譲渡規制）の効力を認める必要があるのか、と疑問を呈している。だが、
外国国家等が訴訟に参加していない場合に、当該国の文化財不正流通規制の効力を認めな
いとする処理は、以下の点から支持できないと考える。
まず、文化財不正流通規制に関してのみ当該規制が属する外国国家等の訴訟参加の有無
に応じてその効力を制限するという処理は、私人間の契約紛争等における外国の公法・強行
的適用法規の適用に関する一般論との整合性を欠いており、妥当ではない。また、クリーン
な古美術品・美術品市場の形成という観点からは、由来国の文化財不正流通規制の効力をこ
のように限定することは認められないように思われる。具体例として、第 3 章第 2 節二 2.
において挙げたケルン地方裁判所 2013 年 4 月 24 日判決1293のような事例を考えてみよう。
すなわち、O 国から不法に輸出された文化財の現在の占有者 B が、O 国自身や元の所有者
である A から任意による当該文化財の返還を求められた場合である。この場合、B の対応
としては、当該文化財を購入したオークション・ハウス C や出品者 D に対して、当該文化
財の返還と引き換えに、売買契約の無効を理由とする売買代金の払戻しや損害賠償等を求
めることが考えられる。確かに、Siehr が指摘するように、この事例において O 国の文化財
不正流通規制の効力が認められ B の請求が認容された場合、C 又は D は、事実上、当該文
化財を誰にも売却できない状況に陥る。だが、クリーンな古美術品・美術品市場の形成とい
う観点からすれば、古美術品・美術品市場の主要な参加者であるといえる C や D が古美術
品・美術品の不正な取引に間接的又は直接的に関与している可能性が否定できない以上1294、

前掲注 878）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
前掲注 897）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
1291 我が国学説上、
同判決がナイジェリアの文化財不正流通規制の効力を認めた点を肯定す
るものとして、河野・前掲注 21）727 頁。
1292 前掲注 897）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
1293 前掲注 944）に対応する本文、及び、それに続く箇所参照。
1294 実際にも、著名な古美術商・美術商や収集家等が不正取引に関与していることが明るみ
になった事件については、前掲注 254）
、及び、前掲注 547）参照。
1289
1290
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彼らとの関係においても、由来国の文化財不正流通規制の効力を認める必要があるのでは
ないだろうか。従って、由来国自身が訴訟当事者として関与しない場合にも、返還請求にお
ける場合と同様の処理がやはりなされるべきであろう。
第 3 節 小括
（1）以上、第 4 章では、グローバル化の下で抵触法が果たすべき機能について検討した
上で（第 1 節）
、国境を越える文化財の不正取引に対する抵触法的対応について検討した（第
2 節）
。以下では、小括として各節における主張を要約した上で、本章において主張した枠
組みによる具体的な処理方法について示す。
（2）第 1 節では、グローバル規模での経済・社会の適切な規整へと向けた抵触法の新た
な機能について論じる主要論者の見解を整理・概観した上で（一）、これらの見解の検討を
通じて、グローバル化の下で抵触法が果たすべき機能について検討した（二）。
① 第 1 節一では、Wai、Mills、Muir Watt、及び、Michaels の見解を取り上げ、これらの見
解においては、私的利益に関する国際的な具体的正義の実現のための法という位置付けを
超えて、抵触法がグローバル社会における規範抵触の調整システムないしモデルとして捉
えられていることを指摘した。また、普遍主義的観点と各法秩序固有の観点の位置付け、及
び、抵触法における実質法的価値・政策の位置付けに関して、これらの見解が対立している
ことを確認した。
② 第 1 節二では、第 1 節一において整理した以下の 3 点について検討を行った。すなわ
ち、グローバル・ガバナンスのための抵触法という考えの適否（1.）、普遍主義的観点の位置
付け（2.）
、及び、抵触法における実質法的価値・政策の位置付け（3.）の 3 つの点である。
その結果、本稿は以下の点を主張した。
1. まず、グローバル・ガバナンスのための抵触法という考えについては、その考えを受
け容れるべきであるとした。すなわち、現代国際社会の構造変化に従い、従来抵触上
重要視されてきた私的利益の地位を問い直す必要が生じていること、及び、国家法秩
序以外についても異なる法秩序に属する規範の抵触を調整する必要性が存在するこ
とを理由に、抵触法は、国際的な私的利益の保護を図ることを越えて、グローバル規
模での経済・社会の統御機能を果たしていくべきであると主張した。
2. 次に、普遍主義的観点の位置付けに関しては、普遍主義的観点から抵触法が目指すべ
き方向性を定めることは重要であるとしつつも、具体的な抵触法規則のあり方を巡っ
ては、法秩序の多元性に鑑み、各法秩序固有の観点が介入する余地が認められるべき
であると主張した。
3. 最後に、抵触法における実質法的価値・政策の位置付けに関して、抵触法の目指すべ
き方向性ないし目標として特定の実質法的価値・政策を掲げることは、政治的抵触を
法的に解決可能なものとする法の技術性という利点を奪うものであることから、採用
することができないとした上で、抵触法が目指すべき目標として Mills や横溝教授に
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より主張されていた「規整的権威の適切な調整」という、いわば手続的な目標を掲げ
るべきであるとした。とはいえ、何を以て「適切」とするかを定める際には、問題領
域毎に規整的権威の間で共有される共通価値ないし一定の普遍性を有する実質法的
価値を探求する必要があると主張した。
（3）第 2 節では、以上のグローバル・ガバナンスのための抵触法という考えに関する考
察を踏まえつつ、抵触法上、文化財という財をどのように位置付けるべきかという点につい
て検討した上で（一）
、第 3 章第 1 節一、第 1 節二、及び、第 2 節において扱った 3 つの問
題状況それぞれにつき、抵触法上採られるべき具体的処理方法を探った（二）。
① 第 2 節一では、まず、不代替物である点、及び、各国法上、私法的法律関係に影響を
及ぼす形で公法的規制が行われている点に、文化財の特徴があることを確認した。その上で、
文化財取引という問題領域において共有されていると解される価値として、
「クリーンな古
美術品・美術品市場の形成」が挙げられると主張し、抵触法上も、この観点から文化財取引
を巡る法的問題に関する規整的権威の調整がなされるべきであることを主張した。また、ク
リーンな古美術品・美術品市場の形成へと向けた具体的な処理方法のあり方については、各
法秩序固有の観点が介入する余地があることを確認した上で、具体的処理方法を探るに当
たり、我が国法秩序を一具体例として取り上げた。
② 第 2 節二では、3 つの問題状況それぞれにつき、我が国抵触法上の処理方法として、
以下のような処理方法を提唱した。
1. まず、文化財の返還請求が問題となる場合には、当該文化財について特別な保護を定
める国（＝由来国）の文化財不正流通規制の適用について検討する必要があるとした
上で、我が国抵触法の解釈論として、以下の処理方法を提唱した。すなわち、由来国
の文化財不正流通規制の物権的効力は、原則として無権利者から購入した第三者には
及ばないものの、相手方たる第三者取得者が古美術品・美術品市場の主要な市場参加
者（古美術商・美術品商や、個人又は組織的な収集家、オークション・ハウス、博物
館・美術館）である場合には、クリーンな古美術品・美術品市場の形成という観点か
ら、由来国の文化財不正流通規制法上の物権的効力が彼らの物権関係について例外的
に及ぶ、とする処理方法である。また、由来国の文化財不正流通規制の適用要件とし
て、外国の公法・強行的適用法規の適用に関する一般論と同様、国際（立法）管轄、
手続的保障、公序、及び、相互の保証という要件が課されるべきであると述べた。
2. 次に、外国国家等による外国公法に基づく請求が問題となる場合、当該請求は、我が
国抵触法上、「私法的法律関係に関する請求」として性質決定される限りで許容され
るべきであること、及び、如何なる請求が私法的法律関係に関する請求と性質決定さ
れるか、という点については、単純に請求の基礎となる法規の性質により判断される
のではなく、規整的権威の適切な調整という観点を踏まえつつ判断されるべきである
ことを主張した。その上で、由来国による文化財不正流通規制に基づく返還請求に関
しては、一方で、新たな発掘物について国家所有権を付与する立法を根拠とする返還
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請求は、私法的法律関係に関する請求として許容されると考えられるが、他方で、そ
れ以外の請求である、国有文化財又は私有文化財の輸出等を禁止ないし制限する規則、
及び、不法に輸出された文化財の自動的な没収規則に基づく返還請求については認め
られないと解すべきである、という処理を提唱した。
3. 最後に、私人間での契約紛争等において外国の文化財不正流通規制の効力が問題とな
る場合であっても、由来国自身が訴訟に参加しているか否かに拘わらず、由来国の文
化財の返還請求が問題となる場合と同様、国際（立法）管轄、手続的保障、公序、及
び、相互の保証という要件の下で、由来国の文化財不正流通規制の効力を承認すべき
であると主張した。
（4）本章で主張した処理枠組みによれば、我が国の国際民事訴訟における由来国（O 国）
の文化財不正流通規制は、以下のように処理されることとなる。
① まず、O 国自身が原告として返還を求める場合、当該請求は、新たな発掘物に国家所
有権を付与する立法（第 1 章第 1 節一参照）に基づくものであるときのみ許容される。そし
て、現在の占有者 Y（被告）が古美術品・美術品市場の主要な市場参加者（古美術商・美術
品商や、個人又は組織的な収集家、オークション・ハウス、博物館・美術館）であるときに
は、通常の準拠法選択規則により指定される原因事実完成当時の所在地法（S 国法）上、問
題となる文化財について Y による善意取得等が成立する場合であっても、O 国の文化財不
正流通規制が適用要件（国際〔立法〕管轄、手続的保障、公序、相互の保証）を充足する限
り、O 国法上の国有文化財に関する取引譲渡の制限規定等（第 1 章第 2 節一 1.参照）が優先
して適用される。反対に、Y が古美術品・美術品市場の主要な市場参加者以外の者であると
きには、S 国法に従った通常の処理がなされることとなる。
② 次に、元の所有者である私人による返還請求が問題となる場合も、法適用の方法及び
要件は①の場合と同様であるが、この場合には、O 国法上の私有文化財に関する取引譲渡の
制限規定等（第 1 章第 2 節一 2.参照）の適用が問題となるという違いがある。
③ 最後に、私人間の契約紛争等において O 国の文化財不正流通規制の効力が問題となる
場合については、法適用の方法及び要件は①の場合と同様である。具体的には、契約当事者
に古美術品・美術品市場の主要な市場参加者（古美術商・美術品商や、個人又は組織的な収
集家、オークション・ハウス、博物館・美術館）が含まれるときには、O 国以外の国におい
て締結された売買契約のように、当該契約が O 国からの文化財の輸出に直接関わる契約で
はないとしても、O 国法上の国有・私有文化財に関する輸出や取引譲渡の制限規定等（第 1
章第 2 節一参照）の効力が及ぶこととなる。

結語
以上、グローバル・ガバナンスのために抵触法が果たすべき役割について考察しつつ、国
境を越えた文化財の不正取引に対する抵触法的対応について検討した。「グローバル・ガバ
ナンスのための抵触法」という考えを受け容れた上で、国家裁判所も、外国から不正に流出
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した文化財の国際民事訴訟における回復請求が問題となる紛争等の解決を通じて、
「クリー
ンな古美術品・美術品市場の形成」へと向けて、国境を越えた文化財取引に対する一定の規
整的役割を果たすべきである、というのが本稿の結論である。詳しい処理方法については、
第 4 章第 3 節小括において述べた通りである。
ところで、本稿においては、国境を越えた文化財取引に対する抵触法の規整的機能につい
て探ってきたが、このような抵触法の規整的機能の外延を明確にするには、抵触法と他の法
分野及び枠組みとの適切な役割分担という多角的な視点からの検討が不可欠となる。とい
うのも、国境を越えた文化財取引の規整方法としては、抵触法的対応の他にも、外交ルート
1295、各国の税関法・刑事法を通じた外国文化財の輸入規制1296、さらには、考古学者や美術

館・博物館、美術品・骨董品等を取り扱うディーラーから成る種々の国内的・国際的な民間
団体が作成する自主規範1297を通じた対応が考えられるからである。また、紛争発生後の仲
裁契約等に基づく裁判外の紛争解決手続の利用も注目されているところである1298。そこで
今後は、上述した他の法分野及び枠組みによる規整の実態や機能について探ることにより、
国境を越えた文化財取引という問題領域における抵触法と他の規範枠組との協働の具体的
なあり方について検討し、抵触法が果たすべき役割のさらなる明確化を図りたい。この問題
に関する具体的・包括的な検討は、環境汚染や外国投資といった他のグローバル社会におけ
る課題への対応を考える際にも、示唆を与えるものだろう。
また、グローバル・ガバナンスのための抵触法の可能性について考察するに当たっては、
本稿において行った具体的事例の検討を越えて、グローバル化の下で抵触法が調整の対象
とすべき規範は何か1299、また規範抵触の調整方法はどうあるべきか1300、等の点について問
うことも含め、様々な理論的前提をさらに根本的に問い直す必要がある。例えば、現在、世
界的には、従来抵触法が対象としてきた国家私法以外にも、様々な私的集団が非国家的規範

例えば、二国間での個別的な交渉の他、UNESCO の「文化財の原産国への返還及び不正
流出の場合における回復を促進する政府間委員会」
（前掲注 399）参照）において、文化財
（特に、植民地支配や武力紛争を通じて不正に移転させられたもの）の回復・返還に関する
二国間交渉が斡旋されている。例えば、社会的耳目を集める案件としては、ギリシャからイ
ギリス及び大英博物館に対する「パルテノンの諸彫刻（Parthenon Sculptures）」の返還請求
が挙げられる（第 20 回政府間委員会〔2016 年〕においても決着せず、現在に至るまで係争
中 で あ る 。 See <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution-of-culturalproperty/sessions/20th-session-2016/ >.）
。同政府間委員会による活動の概要及び評価に関して
は、例えば、Taşdelen, supra note 307, pp. 136-153 参照。
1296 輸入規制については、第 2 章第 1 節一 3.参照。また、自国刑事法よる外国文化財の盗取
や不法輸出の処罰については、前掲注 296）に対応する本文に続く箇所（イギリス）、及び、
前掲注 775）に対応する本文に続く箇所（アメリカ）参照。
1297 最も重要な自主規制としては、前掲注842）で挙げたICOMが作成する倫理規程が挙げら
れる。
1298 前掲注 1186）参照。
1299 横溝・前掲注 1235）
、横溝・前掲注 1143）81-83 頁参照。
1300 横溝・前掲注 1143）84 頁参照。
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（商人法〔lex marcatoria〕1301、インターネット法、スポーツ法、等）を国家横断的な形で形
成されている1302。今後は、公法・私法の区分や対象とする法を国家法に限定する見方とい
った近代法体系の見直しをも視野に入れつつ、特にグローバル空間における非国家法的規
範をも「法」とみなす「グローバル法多元主義（Global Legal Pluralism）
」を巡る諸外国にお
ける議論1303の分析を通じて、グローバル・ガバナンスのための抵触法の理論的体系構築を
図りたいと考えている。
〔完〕

古典的には、多喜寛「国際取引法における lex mercatoria の理論（1）
（2・完）
」法學（東
北大学）50 巻 1 号 41 頁、50 巻 2 号 159 頁（1986 年）、山手正史「lex mercatoria についての
一考察－その生成と展開および適用プロセス（1）
（2・完）」大阪市立大学法学雑誌 33 巻 3
号 343-374 頁、33 巻 4 号 539-568 頁（1987 年）等参照。近時の論考として、西谷祐子「レ
ークス・メルカトーリアと自主規制」法学論叢（京都大学）180 巻 5・6 号（2017 年）341 頁
がある。
1302 横溝・前掲注 30）111 頁、参照。
1303 例えば、横溝・前掲注 1143）参照。
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