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第 3節　輸出に関する規制
本節では、文化財の輸出に関する各国法制度を概観する 1）。まず、文化
財の譲渡規制を行う前節一で概観した法制度 2）においては、不法に輸出さ
れた文化財は自動的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、とする定めが置かれることが多い（一） 3）。これに対して、文化財につ
いても私法上の自由処分を尊重する法制度 4）においては、不法に輸出され
た文化財の所有権の喪失等に関する特別な定めは置かれず、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）。

一　輸出規制を行う法制度
文化財の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という、

1） なお、文化財の輸出等に関しては、貿易に関する国際的な枠組みにおいても、
各国の文化政策の実現という観点から、その例外的取扱いが認められている。例
えば、「貿易及び関税に関する一般協定（General Agreement on Tariffs and Trade, 
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〕における「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」のための措置に
関する例外。

2） 本稿第 1章第 2節一（本誌 278号（2018年）115頁以下）参照。
3） ただし、輸出規制を行う一方で、不法に輸出された文化財の押収や没収に関す
る規定は設けないという国もある（例えば、オランダ、デンマーク、ノルウェー）。
See Mara Wantuch-Thole, Cultural Property in Cross-border Litigation: Turing Rights 
into Claims （De Gruyter, 2015）, pp. 75-77.

4） 本稿第 1章第 2節二（本誌 278号（2018年）117頁以下）参照。
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国家保護主義的な思想 5）にあるとされる  6）。輸出規制としては、原則的に輸
出を禁止するもの 7）と、一定類型の文化財について輸出許可制度を採るも
の 8）とがある  9）。各国の文化財不正流通規制が私法上の権利義務関係にどの
ような影響を与えるのか、という本稿のここでの関心から問題となるのは、
輸出が禁止される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に加えて、私人の所有権に影響を与える法的措置
としてどのようなものがあるのか、という点である  10）。
この観点から重要となるのは、制裁・罰則目的に加えて、文化財の保護

やその国内的な保持という目的を有する、文化財の没収（confiscation）措
置である 11）。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、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（1.）、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もの（2.）、とに大別される。

　1．自動的没収
まず、文化財が不法に輸出された場合に、税関当局等による押収等の手

5） 文化財に関する国家保護主義については、本稿第 2章第 1節一において詳述す
る。

6） See 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.

7） エジプト、ペルー、エクアドル、イタリア等のように考古学的・歴史的遺跡が
多く所在する国々において、このような規制が行なわれている。See Wantuch-
Thole, supra note 3, p. 58. See also, 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, p. 103.

8） 博物館・美術館が多く所在するヨーロッパ諸国において、このような規制が行
なわれている。輸出許可制度の様態としては、登録文化財や一定類型の文化財に
つき輸出許可を必要とするもの（フランス、オランダ、ドイツ、オーストラリア等。
See Wantuch-Thole, supra note 3, pp. 58-60.）や、一定類型の文化財の輸出につき専
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（イギリスやカナダ等。なお、イギリスに
おけるこのような審査制度は「Waverly System」と呼ばれる。See Wantuch-Thole, 
id. pp. 65-75.）がある。

9） 輸出規制の様態については、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、695頁以下も参照。

10） 制裁・罰則については、Lyndel V. Prott & Patrick J. O’Keefe, Law and The Cultural 
Heritage, Volume III, Movement （Butterworths, 1989）, pp. 523-528に簡潔に整理され
ている。

11） Id. p. 526.
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続を経ることなく、法律上、自動的に当該文化財が没収される旨の規定を
設ける国々がある 12）。このような自動的没収制度の利点としては、新たに
発掘された物を自動的に国有財産とする法制度 13）と同様、輸出禁止文化財
や必要な許可を得ていない文化財が輸出された場合でも、行政府や裁判所
による没収のための決定や命令等を要することなく、当該文化財につき国
有財産に関する保護規制を適用することが可能となる点が挙げられよう。
① 自動的没収制度を採用する代表的な国として、ニュージーランドが

挙げられる。同国では、1962年の「歴史的文化財法」14）により、「歴史的
文化財（historic article）」（Section 2）に該当する物件の許可なき輸出が禁
止され 15）、これに反して不法に輸出された場合、当該物件は「没収される
（shall be forfeited to Her Majesty）」こととなる（Section 12） 16）。だが、従来、
不法に輸出された文化財がどの時点で没収されるのか、という点について
は、明確な規定がなかった 17）。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 Attorney-General of New Zealand v. Ortiz事件 18）

では、第一審裁判所が、同法の「没収される」という文言を不法輸出に伴
う自動的没収を定めたものと解釈したのに対して、控訴審裁判所は、同法
の解釈上、没収には現実の押収（seizure）が必要であると解したため、結
論として、原告であるニュージーランド政府の主張は退けられた。

12） 同種の法制度を採用する国として、以下で挙げるもののほか、アフガニスタン、
エクアドル、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 3, p. 63, footnote 292.

13） 詳しくは、本稿第 1章第 1節（本誌 278号（2018年）104頁以下）参照。
14） Historic Articles Act ［An Act to provide for the protection of historic articles and to 

control their removal from New Zealand］ （1962, No. 37）, available at <http://www.nzlii.
org/nz/legis/hist_act/haa19621962n37220/>. 

15） Section 5 （1） of Historic Articles Act of 1962.
16） なお、同法を受け継ぐ 1975年の「古代遺物法（Antiquities Act ［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］ （1975, No. 41））」にも
同様の規定がある（Art. 10）。河野・前掲注 9）695-696頁も参照。同法の条文は、
以下のサイトから入手可能。<http://nzlii.org/nz/legis/hist_act/aa19751975n41181/>.

17） Wantuch-Thole, supra note 3, p. 63; 河野・同上 695-696頁。なお、1962年の「関
税法（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））」にも、そのような定めはなかった。
1962年の関税法の条文は、以下のサイトから入手可能。<http://www.nzlii.org/nz/
legis/hist_act/caaa19621962n118270/>.

18） ［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. 詳しくは、本稿第 3章第 1節二において後述する。
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その後、ニュージーランドでは、1962年の歴史的文化財法を受け継ぐ
1975年の「古代遺物法」19）を改正する 2006年の「保護を受ける財産に関
する改正法」 20）により、輸出が禁止される物件を輸出するか又はそれにつ
き輸出の試みがなされた場合、当該物件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、と定める 1996年の関税法
Section 225 （2） が参照されることとなった 21）。従って、現在では、ニュー
ジーランドの文化財輸出規制上、2006年の改正法により、没収に関して
現実の押収は必要ではなく、不法に輸出される（その試みも含む）時点で
当該文化財は自動的に没収される、とする立法的な解決がなされている。
② 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では、没収時点に関する明確な定めが予てより存在す
る。すなわち、オーストラリアの 1986年の「動産文化財保護法」22）では、
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
み込まれた船舶若しくは航空機が出発した時点、又は郵送するために引渡
された時点において没収される（同 Section 9 （4））、とされている 23）。

　2．行政官庁による手続を経た没収
次に、不法輸出に伴う自動的没収を定める上述した法制度とは異なり、

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 24）。ここでは、このような法制度を採る国として
ドイツ  25）を例に挙げ、その具体的内容を概観する。

19） 前掲注 16）参照。
20） 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）. 

21） Wantuch-Thole, supra note 3, p. 64. 
22） Movable Cultural Property Act of 1986. 
23） See, e.g., Wantuch-Thole, supra note 3, p. 64; 河野・前掲注 9）696頁。
24） 同様の法制度をとる国として、以下で挙げるドイツのほか、イタリア、フラン
ス、フィジー等がある。See Wantuch-Thole, id. p. 65; 河野・同上 696-697頁。

25） ドイツ文化財保護法の邦語での紹介として、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。
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従来、西ドイツでは、1955年の「文化財流出防止法」 26）により、各州に
おいて登録され 27）、かつ、連邦により「国の貴重な文化財リスト（Verzeichnis 
national wertvollen Kulturgutes）」（同 1条）又は「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又
は文書の輸出には許可が必要とされており  28）、これに反して輸出された場
合には、その没収を言い渡すことができるとされていた（同 16条）29）。
現在、ドイツでは、2016年の「文化財保護法」 （以下、「2016年法」という） 30）

により、以下のような規制がなされている。2016年法によれば、「国の貴重な
文化財」31）（同 6条 1項 1号）のほか、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）、及び、連邦又は州のコレクションを構成す
る文化財（同 4号）が、「国の文化財（Nationales Kulturgut）」として輸出規制
の対象となる。「国の文化財」の一時的又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なる（同 22条、23条）32）。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と信じるに足る十分な理由

26） BGBl. I S. 501.
27） 戸田・前掲注 25）116頁によると、対象となるのは、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、であるとされる。

28） 戸田・同上 116頁、河野・前掲注 9）696頁。なお、戸田・同上によると、「リスト」
に組み入れられた物件を保護の対象とするこのような考えは、「リスト原則」と呼ばれる。

29） 河野・同上 ; Wantuch-Thole, supra note 3, p. 65. なお、同法律は、「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）（本稿第 2
章第 2節三参照）を国内において執行するために制定された、1998年の「文化財
保護法」（BGB1. I. S.3162）の制定を受けて 1999年に新規公布され（BGBl. I S. 
1754）、さらに、ユネスコ条約の実施法（BGBl. I S. 757, 762）の制定を受けて
2007年に改正されている（戸田・同上 116-117頁参照）。

30） Gesetz zum Schutz von Kulturgut ［KGSG］ （BGBl. I S. 1914）, available at <http://
www.gesetze-im-internet.de/kgsg/index.html>. 同法は、1993年の指令（93/7/EEC）の
内容を改正し 2014年に新規公布された EU指令（2014/60/EU）（本稿第 2章第 2
節三参照）を国内法化しつつ、1955年の「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（戸田・前掲注 25）117頁）。

31） これは「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）。

32） なお、2016年法では、以上の文化財に加えて、EU派生法である「文化財の輸
出に関する規則」（No. 116/2009）（2009年）付属書 Iに該当する物件についても
輸出許可が必要とされており（同 24条）、当該物件を EU構成国以外の第三国へ
輸出する場合は同付属書 Iの基準がそのまま適用され、他の EU構成国へ輸出す
る場合はその基準が緩和して適用される（同）。EUにおける輸出規制については、
本稿第 2章第 2節二において述べる。
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がある場合、当該文化財を押収せねばならない（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っても特定されない等の理由
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）。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、そして、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）。
このように、ドイツの文化財輸出規制上は、不法輸出文化財につき自動

的没収制度を採用するニュージーランドやオーストラリアといった国々と
は異なり、押収された文化財の占有及び所有が州に移転するためには、権
限ある当局による没収命令が必要とされている。

二　輸出規制を行わない法制度　－我が国を例として
以上挙げた国々とは異なり、文化財の譲渡についてリベラルな態度を示

す国々においては、文化財の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つき特別な定めが置かれることはない。このよう
な国々としては、米国 33）やスイスの多くの州 34）、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例に、文化財の輸
出に関するリベラルな法制度の内容を概観する。
我が国の文化財保護法（1950年）35）においては、「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）36）、と定
められている  37）。譲渡に関する規則 38）と同様、ここでも問題となるのは、

33） Wantuch-Thole, supra note 3, pp. 56-57; 河野・前掲注 9）698頁。
34） Wantuch-Thole, id. p. 57; 河野・同上。
35） 昭和 25（1950）年 5月 30日法律第 214号。同法の沿革や概要については、本
稿第 1章第 2節二（本誌 278号（2018年）117頁以下）参照。

36） 同規定に違反して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）。

37） なお、同法の起草に携わった専門員及び法政局関係官による解説において、同
法が立脚する文化主義という立法理念（本誌 278号（2018年）119頁以下参照）
と同 44条の輸出制限規定との関係については、以下のように説明されている。
すなわち、「原則的には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のである。この見地から……輸出の制限を
規定しているのである」（竹内敏夫＝岸田実『文化財保護法詳説』（刀江書院、
1950年）158頁）。

38） 本稿第 1章第 2節二（本誌 278号（2018年）117頁以下）参照。
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同条に反する輸出が行われた場合、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 39）

においては何らの言及もないが、学説上は、同 44条は輸出許可なく締結
された私法上の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 40）がある。譲渡に際して国に対する
売渡申出を行なうことを定める同 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する同 46条に対
する解釈 41）を前提とすれば、輸出禁止規定である同 44条に違反する不法
輸出行為も、関連する私法上の契約の有効性には影響を与えない、と解す
るのが整合的であるといえよう。
このように、我が国の文化財不正流通規制における文化財の輸出規制は、

単に輸出行為を行った者に対する刑事罰を課すにとどまり、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ことが分かる。

第 4節　小括
本章では、各国の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およぼすのか、という問題関心から、代表的な国々
を挙げつつ、文化財の発掘（第 1節）・譲渡（第 2節）・輸出（第 3節）に
関する国内法を整理・概観した。ここでは、私法上の文化財取引の有効性
をどの程度尊重するかに応じて、各国の文化財不正流通規制が 2つのグ
ループに分かれることを確認した。各節の要約は、以下の通りである。
① 第 1節では、新たな発掘物の所有権を国家に自動的に付与する法制

度を有する各国国内実質法を中心的に紹介した。このような国家所有権の
包括的な付与立法は、自国領域内に埋蔵されている考古学的・歴史的遺物
に対する国家的関心の高まりに呼応して、とりわけ 20世紀頃から、多く
の遺跡が所在する国々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

39） 竹内ほか・前掲注 37）157-159頁参照。
40） Jun Yokoyama, Cultural Property in Private International Law, The Japanese Annual of 

International Law, No. 37 （1994）, p. 95, p. 98.
41） 本誌 278号（2018年）121頁以下参照。



66

論　　説

拾得に関するルールが適用されている。
② 文化財に関する譲渡規制の様態について概観した第 2節では、まず、
発掘物につき国家所有権の包括的な付与立法を有する国々においては、国
有財産である文化財の譲渡が禁止され、時効の制限も受けないこと、さら
に、私有財産である文化財の移動・譲渡の際にも、国家への通知が必要と
されたり、国家に先買権が発生したりすることを述べた。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、所蔵品の取引・譲渡
が制限される。これに対して、我が国のように、文化財の譲渡規制に違反
する所有権譲渡行為であっても私法上は有効であるとする法制度も存在す
る。我が国の文化財保護法（1950年）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を述べた。
③ 第 3節では、文化財の輸出規制に反して輸出された場合の没収制度

を中心的に紹介した。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が多いが、それに加えて、一部の国々
においては、輸出規制に反して文化財が輸出された場合、当該文化財を自
動的に没収すると定める規定が存在する。そのような自動的没収制度をと
らないドイツといったヨーロッパの国々においても、押収や事後的な決定
により没収という効果が生じると定める規定が置かれている。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ていないことを確
認した。

第 2章　国際的な枠組み

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
度や様態に応じて、各国が 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
するために、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（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）を行う国々と、
反対に、文化財の所有権に関する厳格な規制を行なわず、文化財の国際的
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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。各国の文化
財不正流通規制に関する政策がこのように対立する中、国際及び地域レベ
ルでは、どのような国際的な枠組み作りがなされてきたのだろうか。その
形成段階では、どのような議論があり、どのような利益対立が顕在化した
のだろうか。また、現在、それらの国際的な枠組みが十分に機能している
と評価できるのだろうか。
本章では、以上のような問題関心から、国際（第 1節）、及び、地域（第

2節）レベルで形成された、文化財保護に関する国際的な法的枠組みを概
観することとする。国境を越えた文化財の不正取引という問題に対する抵
触法的対応を探る本稿の関心からは、国境を越えた文化財の輸出入や所有
権移転を規制し、そのようにして不法に移転させられた外国文化財の返還
を促すような国際的な枠組みが特に重要となる。

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 3つ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、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）
（一）と、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）（二）を取り上げ、それぞれにつき、条約が成
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・批判を
整理する。これらの点について整理することで、国境を越えた文化財の不
正取引への対応として両条約が満足のいく枠組みを提供しているか否かと
いう点につき若干の考察を行うと共に、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、条約形成過程やその後の議論において顕在化し
た政治的ないしイデオロギー的な対立を明確にする。
次に、条約という形式をとるものではないものの、2011年にユネスコ

及びユニドロワにより作成された「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
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る近時の国際レベルでの議論を追う（三）。同モデル条項は、第 1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。

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）42）である。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、2018年 5月現在、その数は 134カ国にのぼる 43）。我が国は、平成 14
年（2002年）9月 9日に同条約を受諾している（同年 12月 9日、我が国
おいて発効） 44）。
以下では、ユネスコ条約（1970年）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.）について述べる。
これから詳しくみていくように、現在では、多くの国々が同条約の締約国
となっている一方で、同条約の対象となる文化財の範囲や同条約上用いら
れる手段は限定的であり、各締約国による国内執行状況も様々であること
が見て取れる。本節二において述べるように、かかる限界を有するユネス
コ条約（1970年）を補完し、国際的な状況に合わせてアップデートすべく、
ユネスコの依頼を受けたユニドロワにより、新たな条約作りがなされるこ
ととなる。

42） 本誌 278号（2018年）97頁（注 20）参照。
43） See <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-prop-

erty/1970-convention/states-parties/>. 
44） 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頁参照。
同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）が新たに制定されたほか（条文は、
以下のサイトから入手可能。<http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_
horei/bunkazai/>）、文化財保護法（1950年）の一部が改正されている。
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　1．条約の成立に至る経緯
最初に、ユネスコ条約（1970年）の成立に至る経緯を簡単に確認す

る  45）。そもそも平時における国境を越えた動産文化財の不法取引に関する
国際的な規制については、1930年代より国際的な議論がなされてきた 46）。
例えば、1933年には、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）」 47）により、「紛失し、盗取
され又は不法に譲渡若しくは輸出された、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 48）。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、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る 49）。すなわち、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、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 50）、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 るのである 51）。

45） 以下の記述につき、次の文献を参照。河野・同上 198-199頁； James A. R. 
Nafziger, The 1970 UNESCO Convention: 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.

46） Charles de Visscher, La protection internationale des objets d’art et des monuments 
historiques, 16 Revue de droit international et de législation comparée 32 （1935）, p. 246.

47） See <https://atom.archives.unesco.org/records-of-international-museums-office-oim>.
48） 河野・前掲注 44）198頁。
49） 例えば、IMO（1946年にその役目を終えている）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（前掲注 47）に挙げたサイトを参照）。

50） 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、以下のサイトから入手可能。<http://www.
jcic-heritage.jp/wp-content/uploads/2015/11/2015_17th.pdf>. 我が国の同条約批准に至
るまでの経緯について、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。

51） See <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/
convention-and-protocols/>. 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止することに加えて（第一議定書 I条（1））、
被占領地域から輸入された文化財を保管し（同（2））、戦争状態終結後にそれを
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これに対して、平時における動産文化財の国際的な不法取引の問題につ
いては、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、ようや
く 1950年代後半から、最終的にユネスコ条約（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ることとなった 52）。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は、ユネスコ第 11回
総会（1960年）においてメキシコ及びペルーにより提出され、可決された、
文化財保護のための国際協力に関する提案 53）である 54）。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同提案は、中央・南アメリカ
大陸の国々から支持を得たとされる  55）。同提案に基づき、ユネスコは、「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」（1964年）56）を採択し 57）、同勧告を受け、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 58）。同策定作業の結果、1969年には第一草案 59）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 60）が作成された。第一

返還すること（同（3））、とされている。See <http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=15391&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>. 我 が 国 は、
1954年 9月 6日に同条約及び第一議定書に署名し、2007年 9月 10日に両文書の
批准書を寄託している。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>.

52） Nafziger, supra note 45, p. 211.
53） S. Exec. Rep., No. 29, 92nd Cong., 2nd Sess., 1972, 17. See Nafziger, ibid.
54） ユネスコ条約（1970年）に影響を与えたその他の勧告として、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 44）198-
199頁参照）。

55） 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.

56） 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/cgi-bin/ulis.pl?catno=68685&set=0059966AE0_3_439&gp=
1&lin=1&ll=1>.

57） 河野・前掲注 44）198-199頁。
58） 河野・同上 199頁。
59） 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/cgi-bin/ulis.pl?catn
o=68688&set=0059966AE0_3_439&gp=1&lin=1&ll=1>.

60） 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/cgi-bin/ulis.pl?catno=
68690&set=0059966AE0_3_439&gp=1&lin=1&ll=1>.
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草案・改訂草案においては、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・改訂草案 1条）、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入を禁止すること（第一草案・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・美術館等の施設の職員を罰すること（第一草案 7条（i）・
改訂草案 7条（h））等の義務が締約国に課された 61）。
ところが、考古学的・歴史的遺物や美術品等が多く輸入されることでそ

の市場となる国々（以下、「輸入国・市場国」という）の側からは、上記
草案が、他の締約国、とりわけかかる遺物や美術品等を領域内に保持しそ
の輸出国となる国々（以下、「輸出国・原産国」という）の輸出規制の自
国における執行を要求する点について、異論が出され、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  62）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 63）等を背景に、この点に異議
を唱えた 64）。また、アメリカと並ぶ代表的な輸入国・市場国であるイギリ
スやスイスは同条約に全く関心を示さず、交渉プロセスに参加すらしな
かった 65）。他にも、博物館・美術館等の施設は、博物館・美術館職員に対
する上記の罰則に異議を唱えていた 66）。
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成功にとって不可欠であったこともあり 67）、政府専門
家による特別委員会（1970年 4月 13日から 24日）68）において、アメリカ
の提案を大幅に容れる形で最終草案が作成された 69）。以上述べた経緯を経

61） See Nafziger, supra note 45, p. 212.
62） 河野・前掲注 44）199頁参照。
63） 本稿第 1章第 3節二参照。
64） Nafziger, supra note 45, p. 212. 
65） Forrest, supra note 55, p. 166.
66） Nafziger, supra note 45, p. 212.
67） Ibid; Forrest, supra note 55, p. 167.
68） 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/cgi-bin/ulis.pl?catno=160954&set=0059967AA
E_1_333&gp=1&lin=1&ll=1>.

69） 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/cgi-bin/ulis.pl?catno=160954&set=0059967AA
E_1_333&gp=1&lin=1&ll=1>.
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て、ユネスコ第 16回総会（1970年 11月 14日）において採択されたのが、
ユネスコ条約（1970年）である 70）。本節一 4.において詳しく述べるように、
交渉過程でアメリカがこのように大きな影響力を及ぼしたこともあり、同
条約の文言には不明瞭な点が多く残され 71）、その意義が曖昧となったとい
われている  72）。

　2．条約の構造
そこで、次に、ユネスコ条約（1970年）の内容について確認すること
とする。ここでは、①同条約における「文化財」の定義を確認した上で、
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概観する 73）。
① 第 1に、「文化財（cultural property）」の定義である。同条約上、文化
財は、以下の分類に属する物件であるとされる（同 1条） 74）。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、

70） 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/cgi-bin/ulis.pl?catno=114046&set=0059969434_1_150&gp=1&lin=1&
ll=1>.

71） 河野・前掲注 44）199頁。
72） 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）, p. 7; Forrest, supra note 55, 
p. 167.

73） ここで挙げるもののほか、ユネスコ条約（1970年）における主要規則としては、
取得制限（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。同条約上の規則の包括的な紹介については、河野・前掲注
44）199-201頁参照。

74） 全体的に文言がより具体的かつ詳細になっているものの、これは、改訂草案 1
条で列挙された文化財の類型を基本的に受け継ぐものである。
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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 75）、である。
重要な点は、同第一草案・改訂草案における定義とは異なり、同条約上、

文化財とは、以上で挙げたいずれかの類型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」であること（同 1条）が要件とされている点である（こ
れを「指定要件」という）。この指定要件については、それが文化財を個
別に目録に記載することを要求するのか、それとも対象となる文化財の一
般的な類型の記述で足りるとするものなのか、という点を巡って、解釈上
の争いがある 76）。本節一 3.において述べるように、各締約国の国内実施法
上、この点に関しては様々な立場が採られている。
② 第 2に、輸入規制に関する規則に関して、同条約では、「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」（同 3条）とされている。そして、締約国
には、「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」
（同 7条（b）項（i））が求められる。同 7条（b）項（i）が意味を有するの
は、次に述べる盗難文化財の返還に関する規定との関係においてである。
③ 第 3に、上述した同条約 7条（b）項（i）の輸入禁止にもかかわらず、
締約国である原産国（the State Party of origin）77）の博物館等の施設から盗取

75） 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>.

76） See O’Keefe, supra note 72, pp. 36-37.
77） ユネスコ条約（1970年）上、「原産国」の定義規定は存在しないものの、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
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された目録記載の文化財が国内に持ち込まれた場合、締約国は、当該国の
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））78）。ただし、ここでいう「適当な措置」という概念は相対的なもので
あり 79）、それが具体的にどの程度の措置を意味するのかについては、条約
上明らかでない 80）。そのため、具体的な措置に関する判断は、各締約国に
委ねられているのである。
④ 第 4に、不法輸出文化財の返還に関して、まず、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」につき目録を作成した上で（同 5条（b））、これ
に関する輸出許可制度を導入し（同 6条（a））、輸出許可に関する証明書
が添付されていない限り、自国領域からの文化財の輸出を禁止しなければ
ならない（同 6条（b））。そして、文化財の原産国が以上の規則に反して
不法に輸出された文化財の再取得を欲した場合、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することを確保」
せねばならない（同 13条（b））。加えて、締約国が、特定の文化財を譲渡
不可能かつ輸出禁止物として分類することは、その奪い得ない権利であり、
そのように分類された文化財が輸出された場合も、他の締約国は、「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
容易にせねばならない（同 13条（d））。「適当な措置」（同 7条（b）項（ii））
についてと同様、同 13条（b）（d）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について、
条約上明らかでなく、各締約国の判断に委ねられているとされる 81）。
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

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）を指すものと解される。

78） なお、「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」が条件とされる（同
7条（b）項（ii））。

79） O’Keefe, supra note 72, p. 60.
80） Id. p. 62; 河野・前掲注 44）200頁。
81） 河野・同上。なお、河野・同上 200-201頁によれば、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ため、現行法上可能であ
るものに限られると解されるという。
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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により自国
の文化遺産 82）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。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」との定めである。
同規定は、アメリカが独自に作成した草案に含まれていた規定に由来す

るものである 83）。本節一 3.において述べるように、アメリカ自身は同条に
基づく措置を採るためには二国間条約が必要であると解している 84）。だが、
条約上は、この点について何らの定めもないため、カナダやオーストラリ
アのように、二国間条約は必要ではないと解する立場もある 85）。

　3．国内執行状況
本節一 2.では、ユネスコ条約（1970年）の中心的規定（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
する規定）を確認したが、いずれの規則も曖昧な文言を多く用いており、
その多くが義務的な性質を有する規則と呼べるものではなかった。各締約
国は、このような曖昧な規則を多く有するユネスコ条約（1970年）をど
のように国内的に執行しているのであろうか。
そこで以下では、同条約の実効性について確認するために、ユネスコ条

82） ユネスコ条約（1970年）においては、以下の物件が「文化遺産」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。

83） O’Keefe, supra note 72, p. 69; 河野・前掲注 44）201頁。See also, Paul M. Bator, 
An Essay on the International Trade in Art, 34 Stanford Law Review 275 （1982）, p. 379.

84） O’Keefe, id. p. 71. ドイツ連邦共和国政府も 1985年に同様の立場を表明してい
た。Ibid.

85） Id. p. 72. 詳しくは、本節一 3.において後述する。
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約（1970年）の国内執行状況を整理する   86）。ここでは、先行研究 87）を参考
にしつつ、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
内執行状況を 4つに大別し、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。4つのモデルとは、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.）、である。

A．広範な外国文化財を輸入規制の対象とするモデル
第 1に、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。
① 最も広範な形で同条約の履行を行う国として、オーストラリアが挙

げられる  88）。すなわち、1986年の「動産文化遺産保護法」89）では、相手国が
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、かつ、オーストラリアに輸入された
場合、当該物件は没収される（Section 14 （1））、と定められている 90）。
② カナダでも、広範な外国文化財が輸入規制の対象とされている。す

なわち、ユネスコ条約（1970年）を国内法化する 1977年の「文化財輸出
入法」91）においては、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」合意（Section 37 （2））の締約国から不法に輸
出された文化財 92）のカナダへの輸入は違法である（同）、とされており、

86） 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. ま
た、河野・前掲注 44）203-207頁では、2003年当時までの我が国を含む主要国の
国内執行状況が紹介されている。

87） Gerstenblith, supra note 86. 河野・前掲注 44）203-207頁も参照。
88） O’Keefe, supra note 72, p. 100.
89） Protection of Movable Cultural Heritage Act 1986, available at <https://www.

legislation.gov.au/Details/C2014C00597>. See Gerstenblith, supra note 86, p. 11, footnote 
10.

90） その輸出が禁止されていることを知りつつ文化財を輸入した者は、10万オー
ストラリアドルを超えない罰金若しくは 5年以下の懲役又はその両方に処される
（Section 14 （2））。

91） Cultural Property Export and Import Act （R.S.C., 1985, c. C-51）, available at <http://
laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-51/index.html>.

92） 同法上、「外国文化財（foreign cultural property）」とは、文化財の国際的な不正
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税関職員は、これに反して輸入された疑いがある物につき、関税法 93）に基
づく留置や押収等を行う権限を有するとされている（Section 51）94）。

B．二国間条約を基礎とするモデル
第 2に、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締約国として、①アメリカ、及び、②ス
イスが挙げられる。
① アメリカでは、ユネスコ条約（1970年）第 7条（b）及び第 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」95）が制定されている。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
の内容がそのまま適用される一方で（Section 308）96）、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）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）、又は、大統領によ
る「緊急措置」（Section 304）が必要となる。このような個別的対応をア
メリカが行う背景には、同条約 9条が対象とする大規模な略奪への対応が
同条約の最重要問題であると考える一方で、自由貿易の原則のために、広
範な輸入規制の自国法制度への導入が困難であるという事情があるとされ
る 97）。
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、他の締約国

である外国は、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
かつ正確な目録を整備することが求められる（Section 305）。そのように

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））を指す。

93） R.S.C., 1985, c. 1 （2nd Supp.）.
94） 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若しくは 5年以下の懲役又はその両方に処せられる
（Section 43, 45）。

95） Convention on Cultural Property Implementation Act of 1983, available at <https://eca.
state.gov/cultural-heritage-center/cultural-property-protection>.

96） 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措置に服
する（Section 310 （a））。

97） 河野・前掲注 44）203頁。See also, <https://eca.state.gov/cultural-heritage-center/
cultural-property-protection/process-and-purpose/background>.
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して具体的かつ正確に指定された考古学上又は民俗学上の外国文化財は、
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））。アメリカは、
これまで 18カ国との間で二国間条約を締結している 98）。緊急措置について
は、これまで数回発動されているが、2018年 5月現在、イラク、シリア、
及び、リビアにつき効力を有するものがある 99）。
② 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

スが挙げられる。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」100）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
することができる」（同 7条 1項）。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 8カ国との間で二国間条約
を締結している 101）。各条約の付属書の中では、両国それぞれつき、条約に

98） 二国間条約の締約国は、以下の通りである（2018年 5月現在。括弧内の年号は、
二国間条約が締結された年を表わす）。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。現在では失効）、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）、リビア（2018年）。See <https://eca.state.gov/cultural-heritage-
center/cultural-property-protection/bilateral-agreements>.国家間合意は 5年の有効期
間を有し、5年を越えない期間で更新されるとされており（Section 303 （b）, （e））、
上記二国間条約は、カナダを除く国々につき 5年ごとに更新されている。

99） See <https://eca.state.gov/cultural-heritage-center/cultural-property-protection/
bilateral-agreements>.

100） Loi féderale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels, entrée en 
vigueur, 1 juin 2005, available at  <https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/20001408/index.html>.

101） 二国間条約の締約国は、以下の通りである（2018年 5月現在。括弧内の年号は、
二国間条約が締結された年を表わす）。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）、
ペルー（2016年）、メキシコ（2017年。ただし未発効）。なお、アメリカとは異なり、
これらの二国間条約に有効期間は設けられていない。See <https://www.bak.admin.
ch/bak/fr/home/patrimoine-culturel/transfert-des-biens-culturels/accords-bilateraux.html>.
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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おり、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 102）。

C．最小限度の履行を行うモデル
第 3に、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行わない締約国も存在する。
その代表として、従来、①我が国、及び、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ので、その点についても確認する。
① 我が国は、ユネスコ条約（1970年）の最小限の履行を行う締約国で

あるといわれる 103）。というのも、同条約を国内的に執行するために制定さ
れた 2004年の「文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律」104）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 105）。すなわち、同法律は、条約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、つまりユネスコ条約（1970年）の締
約国である外国による同条約 1条に従った指定を受けた文化財（同 2条）
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
（同 3条）についてのみ、原則としてその輸入を禁止する（同 4条）106）。同

102） See <https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/patrimoine-culturel/transfert-des-biens-
culturels/accords-bilateraux.html>.

103） Gerstenblith, supra note 86, p. 20.
104） 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。<http://

www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/kokusai/yushutsu/kisei.html>. 我が国における同条
約の国内執行について、詳しくは、河野・前掲注 44）205頁以下参照。

105） See Gerstenblith, supra note 86, 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同 9条ではなく、博物館等の目録記載
の文化財に関する同 7条である、と同法が捉えていることにつき、河野・同上
206頁。

106） なお、「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、輸入承認を受けることを義務
付けられる（同 4条）。輸入承認を受けないで特定外国文化財を国内に持ち込ん
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）。また、「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 6条 1項）。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ユネスコ条約
（1970年）第 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
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条約を博物館等の施設から盗取された文化財（同 7条（b）項）について
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文化財（盗掘文化財）の不正
取引の問題に対応していないとして、しばしば批判される 107）。
② ドイツも、我が国と同様、ユネスコ条約を限定的に履行する締約国であ

るといわれてきた 108）。というのも、ユネスコ条約の実施法である2007年の「文
化財返還法」（以下、「2007年法」という）109）では、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がその返還義務
の対象とされていたからである。すなわち、その持ち出し以前に、又はその
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」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（同条 2項第 2文。いわゆる「リスト原則」）110）。
だが、2008年から 2013年にかけて行われた包括的な評価作業の結果、

2007年法は、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の評価を受けたため、2013年より、その改正作業が
開始された 111）。その結果、新法である 2016年法 112）では、批判の強かった

規定として位置付けられる。
107） See, e.g., O’Keefe, supra note 72, pp. 124-128. その他の点に関しては、例えば、不
法に輸出された外国文化財に対する自国博物館等による取得防止措置（同条約 7
条（a）項）に関して、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/
culture-without-context-2004-issue-14-cambridge-mcdonald-institute-for-archaeological-
research/>.

108） See Gerstenblith, supra note 86, pp. 19-20.
109） Kulturgüterrückgabegesetz ［KulGüRückG］ vom 18 Mai 2007 （BGB1 I S. 757）.
110） 前掲注 28）、及び、それに対応する本文も参照。
111） See, e.g., Federal Government Commissioner for Culture and the Media, Key Aspects 

of 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.

112） 前掲注 30）に対応する本文、及び、それに続く箇所も参照。
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上記リスト原則が廃止された上で、以下の要件に該当する文化財は、締約
国の求めに応じて返還しなければならない（2016年法第 52条 1項）、と
改められた。すなわち、①ユネスコ条約（1970年）第 1条 113）に挙げられ
るいずれかの類型に属すること、②同条約の他の締約国から当該国法に反
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
宣言されていたこと、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。
このように、現在、ドイツでは、基本的にユネスコ条約（1970年）第 1

条に掲げられるいずれかの類型に該当する外国文化財については、締約国
の求めに応じて返還せねばならないとされている。

D．特別な立法措置を行わないもの
最後に、ユネスコ条約（1970年）の国内執行に国内立法措置は不要で
あるとして、国内実施法を制定しない国々もある 114）。このような締約国と
して、イギリスやフランス 115）、ギリシャ、スウェーデンが挙げられる 116）。
例えば、イギリスでは、現行法上の対応で同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されてきた 117）。ただし、同国で
は、同条約の国内実施法ではないものの 118）、「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）119）。
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、建築上若しくは考古学上価値のあ

113） 前掲注 74）に対応する本文、及び、それに続く箇所を参照。
114） 河野・前掲注 44）204頁。
115） 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. 408-411.
116） See Forrest, supra note 55, p. 193.
117） 河野・前掲注 44）204頁。See also, Gerstenblith, supra note 86, p. 18.
118） Gerstenblith, id. p. 19, footnote 60.
119） 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。
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る建物等から剥ぎ取られた、歴史上、建築上若しくは考古学上価値のある
物件を指す（Section 2 （1）, （2）, （3））。2003年刑事法の処罰規制は、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、さ
らに、当該行為がイギリス法の下で処罰対象となるか、外国法の下で処罰
対象となるか否かにかかわらず、適用される（Section 2 （3））。2003年刑
事法上、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））、違法文化財がイギリスに不法に輸入された場合、税関
当局は、同法 Section 4により付与される権限に基づき、当該文化財の押
収 120）が可能となると解されている 121）。
このように、イギリスの 2003年刑事法は、実質的には、ユネスコ条約

（1970年）第 9条が対象とする、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ものであるといえる。

　4．学説上の議論
これまで本節では、ユネスコ条約（1970年）の形成過程において、第

一草案・改訂草案に対して輸出国・市場国側の国々、とりわけアメリカが
異議を唱えたため、同条約により締約国に課される義務が全体的に限定的
なものなったこと、また、それに伴い各国の国内執行状況にもばらつきが
生じていることを述べた。学説上は、このようなユネスコ条約（1970年）
の枠組みに対して、どのような評価がなされているのであろうか。
以下では、ユネスコ条約（1970年）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、という点について若
干の検討を行うべく、同条約の評価に関する学説上の議論を整理する（A.）。
その上で、アメリカのMerrymanによる同条約に対する根本的な批判を紹
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
題に関する政治的ないしイデオロギーな対立を確認する（B.）。

120） この場合、1979年の「関税・物品税管理法（Customs and Excise Management 
Act 1979）」に基づく没収も可能となると解されている。See Gerstenblith, supra 
note 86, p. 19.

121） 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 
also, Gerstenblith, ibid.
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A．評価
（1）学説上、一般に、ユネスコ条約（1970年）については、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
が高く評価されている  122）。だが、同条約には、以下のような問題があるこ
とも指摘されてきた。
第 1に、同条約の対象となる文化財の範囲が限定的である点が問題とな
る。同条約が対象とする文化財は、締約国により「特に指定」（同条約 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 123）。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 124）。
第 2に、回復措置（返還）（同条約 7条（b）項）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、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、同条約 7条（b）項（ii）
の文言から、一般に、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 125）。そのため、同条約上、締
約国は、外国の文化財不正流通規制に照らして単に不法に輸出された文化
財（同 3条参照）については、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ととなる。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るのである 126）。
第 3に、同条約上、私人による返還請求の方法や私法上の問題が扱われ

122） See, e.g., Irini A. Stamatoudi, Cultural Property Law and Restitution （Edward Elgar, 
2011）, pp. 63-64; Forrest, supra note 55, pp. 195-196; Alper Ta delen, The Return of 
Cultural Artefacts: Hard and Soft Law Approaches （Springer, 2016）, pp. 70-71.

123） See, e.g., Wantuch-Thole, supra note 3, 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.

124） Wantuch-Thole, ibid.
125） ただし、この点について、同条約の仏語版や西語版の文言から、同 7条（b）
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-bf6b-49537780efc7/ASSET1>.

126） See, e.g., Wantuch-Thole, supra note 3, p. 187. 
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ていない点も問題となる 127）。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、条文の文言に不明瞭なところが多い点が挙げられる 128）。文言の
不明瞭さは、義務的規則の少なさと相まって、各条文についての広い解釈
の余地を締約国に与えており、それが本節一 3.で整理した国内執行状況
の多様性という事態を招く一因ともなっているといえる 129）。このように、
学説上、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に評価する要因となって
いると指摘されるのである 130）。
以上述べたように、ユネスコ条約（1970年）は、とりわけ未発掘ない
し未登録の（盗掘）文化財、及び、私法上の返還請求に関する問題をその
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、不十分であると批判されてきた 131）。加えて、学説上は、
現実的な問題としても同条約は闇市場の駆逐に失敗しているとするもの
や 132）、以上挙げた不十分さを有し制定後 40年以上も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がある 133）。
（2）確かに、本節一 3.において整理したように、ユネスコ条約（1970年）
の枠組みは、曖昧な文言を多く残し、かつ、義務的規則も少ないために、
実際上その実効性を阻害するような国内執行状況の多様性を許してしまっ
ている。特に、外国の博物館等から盗取された目録記載文化財についての

127） See, e.g., ibid.
128） See, e.g., id. p. 188.
129） Id. p. 189.
130） Ta delen, supra note 122, p. 71.
131） 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（本稿第 2章第 1節二参照）。

132） 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. See 
also, John H. Merryman, A Licit International Trade in Cultural Objects, 4 International 
Journal of Cultural Property 13 （1995）

133） Stamatoudi, supra note 122, p. 64; Forrest, supra note 55, p. 196.
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み返還義務を課すという、我が国を含む一部の国々における限定的な国内
執行状況に鑑みれば、文化財一般の不正取引に対する対応として、同条約
が統一的で満足のいく枠組みを提供しているとは評価し難い。従って、以
上述べた学説上の評価と同様、同条約の枠組みは、国際的な文化財の不正
取引の抑制という基本的な目標との関係では、やはり満足のいくものでは
ないと評価せざるを得ないと思われる。
他方で、本節一の冒頭 134）において述べたように、ユネスコ条約（1970年）
の締約国が、文化財の輸入国・市場国をも含める形で増加している点は注
目に値する。輸入国・市場国といわれる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 135）、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 136）。その後、1997
年にフランスが同条約を批准して以降、2002年にはアメリカにつぐ重要
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・
市場国であるとされる我が国も同条約を受諾した 137）。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  138）。今日では、実に世界中の 7
割もの国々が同条約の締約国となっているのである 139）。
文化財が多く所在するか又は多く発掘される国々である輸出国・原産国

側の国々のみならず、文化財の輸入国・市場国側の国々もユネスコ条約
（1970年）の枠組みに参加するようになった背景には、国境を越えた文化
財の不正取引の防止に関する輸入国・市場国側の関心の高まりがあるとい

134） 前掲注 43）に対応する本文参照。
135） なお、主要な輸出国・産出国であるイタリアは、1978年に批准している。See 

<http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13039&language=E>.
136） Ibid.
137） Ibid.
138） 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）、といった国々が締約国となって
いる。Ibid.

139） ただし、重要な非締約国として、アジア地域では、主要な経由地国であるシン
ガポール（See Forrest, supra note 55, p. 194.）や、カンボジアの文化財の取引経由地
国であるタイ（See Alper Ta delen, Cambodia’s Struggle to Protect its Movable Cultural 
Property and Thailand, in Brigitta Hauser-Schäublin and Lyndel V. Prott （eds.）, Cultural 
Property and Contested Ownership: The Trafficking of Artefacts and the Quest for 
Restitution （Routledge, 2017）, p. 45.）が挙げられる。See also, Keun-Guwan 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>.
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える。例えば、アメリカ・イギリスという二大輸入国・市場国がユネスコ
条約（1970年）を受諾した要因として、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になっ
たことや、考古学者らによる熱心なロビー活動等を通じて、国境を越えた
文化財保護に関する国内的なコンセンサスが形成されてきた点が指摘され
ている  140）。また、同条約の採択から 30年以上経過してようやく同条約を
締結するに至った我が国に関しては、駐仏大使（当時）であった松浦晃一
郎氏がユネスコ事務局長に就任（1999年～ 2009年）したことを契機として、
文化財の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、国際連合総会における早期締結勧告決議の採択（2001
年）がなされ、アフガニスタンにおける文化遺産の破壊行為が発生した、
という背景事情が指摘されている 141）。
このように、ユネスコ条約（1970年）は、一方では、国境を越えた文

化財の不正取引への対応として満足な枠組みを提供できているとは言い難
いものの、他方では、「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であること」（同条約 2条）
という点に関する、国際的なコンセンサス形成に寄与するという重要な機
能を果たしていると評価できよう。
ところで、一部の学説上は、ユネスコ条約（1970年）の根底にあるイ

デオロギーを批判し、むしろ同条約が国境を越えた文化財の不正取引を助
長する虞すらあると主張するものがある 142）。このようなユネスコ条約
（1970年）に対する根本的批判について、次に述べることとする。

140） Asif Efrat, Getting Governments to Cooperate against Looting: Insights from American 
and British Experience, 8 Journal of Art Crime 31 （2012）. See also, Forrest, supra note 
55, p. 193; Peter Watson, Sotheby’s: The Inside Story （Random House, 1st ed., 1997）.

141） 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.e-hoki.com/law/diet/85.html>）参照。

142） John H. Merryman, Two Ways of Thinking about Cultural Property, 80 American 
Journal of International Law 831 （1986）.
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