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国際社会における文化的財の保護に関する考察
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序　論

本稿は文化保護1）と自由貿易の対立の構図を分析し、「文化的表現の多様性の

保護及び促進に関する条約」（以下、「文化多様性条約」とする。）と、「国際貿易関

連の条約である世界貿易機関を設立するマラケシュ協定とその附属書」（以下、

「WTO協定」とする。）、「関税及び貿易に関する一般協定」（以下、「GATT」とする。）、

及び「サービスに関する一般協定」（以下、「GATS」とする。）2）という重複レジー

ム間の調整に関する考察を行う。

国際連合教育科学文化機関（以下、「UNESCO」とする。）はこれまでに伝統的な

文化的価値の認められる有形物を対象とした文化財保護条約を採択してきた。例
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えば世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約（1972年条約）では歴史的

価値の認められる「文化遺産（cultural heritage）」の保護について規定している。

さらに近年では歴史的遺産の他に国際的に保護すべき対象を文化産業分野の製品

（文化的な価値が認められる「文化的表現」としての出版物、デジタル・コンテンツなど）

にまで拡大しようとする動きが見られ、2005年に文化多様性条約を採択するに

至った。しかし、文化多様性条約において規定される「文化的表現」を持つ財は、

多くの場合同時に商業的価値を持つ商品でもある。したがってそのような商品の

保護に関してしばしば自由競争を原則とする国際貿易関連協定との摩擦を引き起

こす。

このように、現代では国際法が発展するにつれ、各条約間の調整が図られてい

ないことによる問題が頻繁に生じるようになっている。20世紀後半以降、文化保

護を含め人権、経済、環境などの各分野に対応した特別な枠組みにおける様々な

条約が採択され、国際法はその欠缺を補充してきた。しかしその一方でそれら個

別の条約の立法過程においては各条約間の調整が必ずしも図られていなかったた

めに、国際法全体が「国際法の断片化」と称される状態に陥っている。国際法の

断片化という現象は国際法学上の様々な領域において問題となっているが、本稿

では、特に文化多様性条約と自由貿易協定とが整合的でないという点に着目して

論じることとする。

なお、既に UNESCOの他条約において対象とされている世界遺産や国宝等は、

GATT第20条により当然自由競争の例外として認めることができるので、本稿で

考察対象とする文化的な多様性を持つ商品やサービス（以下、「文化的財」とする。）

には含まないこととする。

本稿Ⅰ章第 1節においては、主に UNESCOの文化多様性条約起草会議に関す

る議事録、報告書、また積極的に起草に関わった他の国際機関の資料に基づき、

文化多様性保護宣言3）から文化多様性保護条約が採択されるまでの過程で議論さ

れていた問題点について、整理する。第 2節から第 4節にかけては、第 1節にお

いて取り上げた議論が最終的に条約にどの程度反映されたのかに着目しながら完

成した条約と最終草案とを比較し評価する。また自由貿易協定との関係について

どのような批判が考えられるかについて検討する。

Ⅱ章第 1節では、自由貿易市場に着目し、実務上WTOのパネル4）においてど

のように対象製品の文化的要素が検討され、最終的なパネル判断に影響している

のかを 2つの事例を通して分析する。また第 2節では、文化多様性条約よりも文
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化的財の流通に関してより明確な規定を持つ FTAの内容を検討する。

Ⅲ章第 1節では自由貿易協定と文化多様性条約との現状における関係について

考察する。また第 2節においては前節を踏まえて、「文化と貿易」という関係に

おいて、文化多様性条約と自由貿易協定との整合性をどのようにして図ることが

できるかを検討する。

最後に結論として、文化多様性条約が国際法の断片化という問題を生じさせて

いながらも、その法的な存在意義が認められることを確認する。

Ⅰ　文化多様性条約起草の経緯

1　条約起草過程における議論

（ 1） 複数の条約草案

UNESCO憲章第 1条第 3項に「統一性及び実りの多い文化の多様性を維持す

るために」と規定されていることを根拠として、国際的に認められる、文化の多

様性に関する法的な枠組みを作るべきであるとして文化多様性保護宣言の内容を

強化した条約の起草が始まった5）。2001年から2003年にかけては、文化政策に関

してWTO上で交渉されている案件について盛んに議論が交わされた。当時、既

に「文化」について何らかの規定を定めている UNESCOによる協定は他に 2つ

存在していたが、相次ぐ自由貿易協定（WTO協定、GATS）の採択を受けて改定

されつつあった。さらに、これらの UNESCOの協定のみを採択していた国々も、

自由貿易協定を採択していなくても国内法を新しい協定に沿うように改正しよう

としていたか、もしくは既に自由貿易促進を目的とした立法を行っていたという

事実があった。このように、国家が先行してWTOに対応していったため

UNESCO自体が具体的な法的枠組みを作成しようとする積極的な動機に欠け、

条約の起草は滞った。

条約起草段階において、UNESCO以外の文化に関わる国際機関も積極的に活

動していた。例えば、International Network on Cultural Policy（以下、「INCP」と

する。）は、「文化多様性保護宣言の発表は世界の文化的表現の多様性に関する法

的な拘束力のある枠組み、すなわち条約を標榜していると確信している」と述べ、

条約の草案を発表している。

また、International Network for Cultural Diversity（以下、「INCD」とする。）は

本条約の制定に際して主導的な役割を担った。INCDが出した草案において当初
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から強調されていたのは、本条約が GATT、GATSに匹敵する地位にあり、文化

政策や文化の多様性を考慮する場面においてはそれらの協定に優先して適用され

ること、締約国の政府が自由に文化保護政策を制定できること、発展途上国に

とって効果的な内容であること、文化の多様性を促進するために文化産業部門を

保護することが可能であることの 4点である。なお、アメリカは条約の採択にあ

たり、締約国が条約の規定に沿った政策を行った場合、その国民の表現と情報の

自由を侵害することになると主張し、一貫して条約の採択に反対していた。

しかしながら INCDによれば、文化の多様性の維持は、締約国の文化政策に

よって外国からの単一的な文化の過剰な流入を防ぎ、同時に国内では文化的価値

を生み出すための表現の自由を保障することによって内部における文化の多様性

を促進するという 2方向の施策によって達成される。INCDは文化の多様性を促

進するために保護的ではなく積極的な文化政策の必要性を強調していた。

他方、INCPは条約の草案作成に関する報告の中で、新しい条約によって、文

化に関わる国際流通に対して流通の割り当てや補助金に関する国内政策を実施す

る権利を保障すべきであると述べ、INCDと比較すると保護主義的な見解を示し

ていた。

ヨーロッパ連合（以下、「EU」とする。）も文化的財について国際的に規定する

ことに非常に積極的であり、条約起草に大きく貢献した。EUは文化多様性保護

宣言を採択した後、オーディオビジュアル分野と他の産業分野との関係について

言及し、「文化多様性を促進するための文化、オーディオビジュアルに関する政

策は貿易政策を補完するために不可欠なものである」と述べている6）。草案段階

において中心的な問題となっていた既存の自由貿易協定と本条約との整合性につ

いて、EUは実現可能かつ有効な提案（後述の C案）を行った。

複数の条約がそれぞれに規定している同一の事項に関しては、ウィーン条約法

条約第30条第 3項によれば、条約の当事国の「全てが」後の条約の当事国となっ

ている場合には、後の条約が規定する限度においてのみ先の条約は適用される。

したがって、WTO協定の締約国全てが文化多様性条約の締約国である場合は文

化多様性条約が優位性を持つこととなる。しかしながら、同条約第30条第 4項

（b）によると、先の条約の当事国全てが後の条約の当事国ではない場合、双方

の条約の当事国と、いずれか一方のみの条約の当事国との間では、両者が当事国

である条約が優先して適用される。この場合には、WTO協定が優位となる可能

性が高い7）。
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そこで、文化多様性条約第17条において、他の条約と本条約との関係について

言及する運びとなった。当初は以下の 3つの案が提示された。

A案：本条約は、加盟国が参加している他のどの条約にも一切影響しない。た

だし、文化的多様性の維持に著しく悪影響を及ぼす可能性がある場合にはこ

の限りではない。

B案：本条約は、加盟国が参加している他のどの条約にも一切影響しない。

C案（EU加盟国により提出された案）：

1.加盟国は、文化的多様性に関わる他の条約において、文化的表現の保護を

的確に行うべきである。

2.加盟国は、他の条約を解釈もしくは適用する場合、文化的財やサービスに

ついては本条約の規定を尊重する。

3.加盟国は本条約と他の条約との間の相互支持体制を築くべく働きかける。

4.本条約は他の条約に従属しない。また、他の条約は本条約に従属しない。

以上 3つの案は、B、A、Cの順に自由貿易協定が文化多様性条約に対してよ

り優先的になる。B案については、そもそもこの条約を制定することの意義自体

を薄れさせる内容である。次に A案は、B案と比べると文化多様性に対する著

しく悪影響を及ぼす場合を考慮してはいるが、この但書の内容はWTO上の議論

として一切取り上げられていないため、WTO協定に対してやはり B案と同じく

何らの効力も持たない内容である。

C案は EUによる提案であり、本条約とWTO協定との関係を強く意識した内

容であり、本条約が目的とする文化的財の保護について具体的に加盟国に対して

どう行動すべきかを示している点で当時評価された。

UNESCOの草案も含め、いずれの機関による草案も、文化の多様性を保護す

るという目的を達成するためには国内政策が最も有効であるという認識に基づい

て作られた。したがって、条約において国家が適切な文化政策を行えるような規

定を設けることが非常に重要視されていた。文化多様性の保護が主に国家単位で

行われることを意識していた理由としては、自由貿易協定と同様の仕組みを作り、

対抗しうる条約とするためであったといえる。

その他にも自由貿易協定との調整を図る上での工夫も検討された。特に貿易協

定との関係を重視していた INCDの条約草案においては、自由貿易協定で使用

されている用語を用いることにより、経済市場において文化的財に関する紛争が

起きた際に条約加盟国が文化多様性条約を援用しやすくなるよう意図されていた。
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その一方で、INCPのワーキンググループで作られた案ではユネスコの宣言に近

い形での条約作りが試みられた。INCPにおいては国際的に文化保護を支援する

ことが一定の加盟国数を確保する第一段階だと考えられており、自由貿易協定と

の対立は優先度が若干低かった。

（ 2） UNESCOと自由貿易関連機関との協議

2004年 3月には、当時の UNESCOの事務局長が文化多様性条約の内容に関連

する他の国際的組織として、国連貿易開発会議（以下、「UNCTAD」とする。）、世

界知的所有権機関（以下、「WIPO」とする。）、そしてWTOを挙げ、これらの機関

の活動との整合性を図るために文化多様性条約草案8）への意見をそれぞれの機関

に求めた9）。

以下、各機関が指摘した問題点10）と、既存の制度と文化多様性条約との不一

致を回避するために UNESCOに提案した修正案とを整理する11）。

（a） WTOの見解

WTOは27の国、地域、地域連合12）から代表を選出し、草案の各条項について

個別に評価した非公式見解を作成・提出した。WTO代表団の指摘は多岐に渡り、

草案の内容について肯定的な意見もあった。否定的な意見の中では実際に文化多

様性条約が採択された後に問題視された点が既に複数指摘されていた。

まず文化多様性条約の対象及び適用範囲が曖昧であるとして、草案第 4条、附

属書Ⅰ、Ⅱの内容の修正を求めた。これらの条文における「文化的商品とサービ

ス」の定義が不正確であり、どのような商品やサービスの貿易や生産が本条約の

対象となるのかが特定できない。このような不明確な対象の定義と「非包括的な

表」に基づくと、ほぼ全ての財が本条約の対象となり、そのような商品の定義は

WTOには存在しないため国際貿易上不具合を生じる。また、どのような商品が

本条約の対象となるのかについて締約国に広い裁量権を与えることとなり、本条

約の適用範囲、またその権利義務の適用に関して混乱と議論を生じさせかねない。

自由貿易の原則に反する可能性のある条項としては、主に以下の 3条を挙げて

いる。草案第 6条において認められている締約国の国内的権利が行使された場合、

保護貿易を創出し、WTOにおける義務違反を構成する可能性がある。また、草

案第14条と第17条は GATTと GATSの最恵国待遇原則に抵触する13）。

貿易自由化、WTOの交渉を妨げる内容としては草案第13条、第 3章、第 5章

を挙げている。草案第13条の内容は、WTOの交渉において、本条約で対象となっ
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ている製品に関する交渉を行わない可能性があり、WTOの交渉に悪影響を及ぼ

す。草案第 3章の規定全体がサービス貿易の自由化を妨げることを正当化するた

めに利用可能である。サービス貿易の自由化に関する議論については、GATSの

下で文化政策に限定することなく行うことができる。さらに、第 5章の紛争解決

手続は、同一の事件がWTOの紛争解決にかかる規則及び手続に関する了解（以

下、「DSU」とする。）と本条約上の手続との両方の対象となる場合、各紛争解決

機関の判断が異なる場合等に混乱を招く恐れがあるので不要である。

草案第19条（他の条約との関係）に関しては、様々な見解が見られた。本条の

2つの選択肢については、代表の大多数が B案「この条約のいかなる規定も他

の既存の条約において、締約国の権利及び義務に影響しない」を支持した。A案

については、「文化的多様性の維持に著しく悪影響を及ぼす可能性がある場合」

という但書の文言が具体的にどのような状況を指すのかが不明確であるとの批判

があった。中にはウィーン条約法条約のような国際法の一般的な解釈によればよ

く、したがって本条項は削除すべきとの意見もあった。

また、各国の政府は本条約を採択することによってWTO協定上で定められて

いる権利及び義務を他のWTO加盟国の同意なしに放棄することはできないこと

を確認した。さらに、本条約は DSUで定める「対象規定」（DSU第 1条第 1項、

同附属書 1）に含まれていないためWTOの紛争解決パネルにおいて法的拘束力

を持たない（しかしながら、パネル判断において本条約の内容が考慮されないとはい

えない。）点を強調した。

（b） WIPOの見解

（i）　草案全体の評価

本草案が対象物に対して明確な所有権を与えていないのに対して、WIPOの活

動においては財産の所有権が誰にあるのか、また当該財産を利用しているのは誰

であるのかを法的に明らかにすることが重視されているという点が UNESCO、

WIPO両機関の文化的財に関する活動の相違点といえるが、本草案の目的と知的

財産保護は概ね相互支援的な関係にある。

文化の多様性を保護するためには文化の創造のために適した状況を保つ必要が

あり、この「創造性」については知的財産保護の主要な目的の 1つであり、

WIPOは本草案の目的に賛同する。

（ii）　草案の内容に対する見解

前文で知的財産権について述べられている部分について、WIPOにおける知的
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財産保護と内容を共有する方がよい。

草案第 4条における「文化的商品とサービス」の定義についても、保護すると

いう観点から知的財産と明らかに一致する。ただし、既存の知的財産に対する取

り扱いを反映して文言をより明確にするべきである。

草案第13条について、他の国際機関における議論や交渉の場において本条約締

約国の活動が制約される恐れがあるので修正すべきである。

第19条の内容については、WTOの代表団の多数が B案を支持したのに対して、

WIPOは本条は知的財産関連の機関やその他の分野における機関との重複や衝突

をさけるために設けられており、両案とも利点があると述べた。

（c） UNCTADの見解

（i）　草案全体に対する評価

UNCTADは文化産業の中でも特にオーディオビジュアル分野において国に

よって発展の差が大きいことに注目しており、このような国家間の文化産業の発

展の程度を考慮し、各締約国が文化的財の質と競争性を高めることを目的とした

国内文化政策や国内政策を実施する主権的権利を保障されることが重要であると

考える。

本草案は、WTO協定が現行のままでは自国の文化的多様性を促進するような

政策を行うことを政府に許可していないという認識のもとに起草されたものであ

るようだが、実際にはWTO協定において、加盟国政府が国内でそのような措置

を取ることは正当な行為として認められている14）。

（ii）　草案の内容に関する見解

UNCTADも、WTOと同じく草案の文言が曖昧である点を特に指摘した。草

案第 4条における対象の定義は非常に広範で不明確であり、また第 6条の「文化

的表現が消滅の危機にさらされているもしくは脅威の下にある場合」が具体的に

どのような場合を指すのかも明らかではないと評価した。さらに、草案第13条に

ついて、どのような条約が対象となっているのか、またどのような対応が想定さ

れているのかを明確にする必要があり、また緊急時のセーフガード措置は GATS

において交渉されることに留意しなければならないと指摘した。

草案第19条については否定的で、文化多様性条約の中で他の条約との関係につ

いて言及する必要があるか疑問であるとし、ウィーン条約法条約第31条やその他

の国際法の一般原則に則れば、本条がなくとも複数の条約間の関係は定まるとの

見解を示した。また、提示されている 2つの案が現在の国際的な実行に勝るとは
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いえないものの、本条が必須であるとするならば A案における「文化的表現に

対する著しい侵害」の定義が明確でないため、B案の方が好ましいと述べた。

また GATS第14条（一般的例外規定）（a）により、公衆の道徳の保護または公

の秩序（GATT第20条（a）の「公徳」と同義とみなされる。）の維持のために必要な

措置については本協定の規定が適用されないため、そのような場合にも文化的財

を国内政策によって積極的に保護することが可能である15）と述べ、既存の自由

貿易協定に則った形での文化多様性保護もあり得ると示唆した。

2　条約最終草案と条約との比較

本節では前節で検討した文化多様性条約最終草案と完成した条約の内容を比較

する16）。

（ 1） 第 2条（原則）

第 2条において、草案では 9つ目の原則として「Principle of transparency（締

約国は自国の文化政策の改善と実施を行うにあたり透明性を保障する（shall）という原

則）」があったが、本条約では削除されている。

（ 2） 第 4条（定義）

定義については草案作成時に多くの議論が交わされた部分である。

草案第 1項（文化）は削除された17）。

本条約第 1項（文化的多様性）は本条約で保護、促進の対象となる「文化的多

様性」とは何か、どのような概念のことを指すのか、ということを記す非常に重

要な条項である。草案では文化的多様性そのものの定義に加え、文化の多様性の

重要性を強調している。本条約ではいくらか簡略化された。

本条約第 2項では、「文化的内容（cultural content）」の項目が新たに設けられた。

草案では文化的内容は芸術的表現と共に文化的表現の一部に含まれていたが、本

条約では独立して取り扱われている。なお草案における芸術的表現の記述は本条

約第 4項（文化的活動、商品またはサービス）に含まれている。

草案第 4項（文化的商品およびサービス）は、どのような特徴を持つ物品やサー

ビスを条約が対象とするのかについて 3つの項目に分けていた。しかしながら本

条約ではそれらが 1つにまとめられ、より広範に捉えられるような表現へと置き

換えられている18）。
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草案第 6項（文化的資本）は削除された。

本条約第 6項（文化に関する政策及び措置）では、新たに文化自体に対する政策

も追加された。また、草案第 7項には文化的表現のあらゆる面について取り組む

もしくは影響を与える（affect any aspect of the cultural expression）ような政策を指

す」という記述があったが、本条約においては「文化的表現に直接的な影響を与

えることを意図されている（are designed to have a direct effect on cultural expressions）

政策および措置」と修正された19）。

（ 3） 本条約第 6条（締約国の国内的権利）

草案第 6条における「文化的表現が脅かされる、もしくは脆弱になるような状

況において特に実施される政策」という条件が削除されている20）。

本条約第 6条（e）では文化的活動を支援する政策の受益者を、公的な組織に

限らず非営利団体や私的組織にまで広げた。同条（h）には公共放送を含むメディ

アに対する政策も追加された。

（ 4） 本条約第 8条（文化的表現を保護する措置）

草案第 8条（文化的表現の脆弱性を保護するための義務）は「文化的表現が危険

にさらされやすい状態にあるか、消滅や深刻な縮小の可能性にさらされている場

合（to be vulnerable to or threatened by the possibility of extinction or serious 

curtailment）」に締約国は該当する文化的表現の多様性を保護するために適切な措

置を取る（shall）と定めていた。本条約第 8条（文化的表現を保護する措置）第 1

項は、「自国の領域内の文化的表現が消滅の危機にさらされている場合もしくは

重大な脅威の下にある場合、または当該文化的表現を緊急に保護する必要がある

場合（special situations where cultural expression on its territory are at risk of extinction, 

under serious threat, or otherwise in need of urgent safeguarding）」にはこれらの特別

な事態の存在を認定することができ（may）、また同条第 2項にて、そのような事

態において文化的表現を保護する適当な措置を取ることができる（may）として

いる。

文化的表現の多様性を保護する措置が取られるべき状況とはどのような事態の

ことを指すのか不明確である、という批判は草案時から存在した。本条約におい

て多少文言が修正されたものの、意味内容としてはほぼ草案と変化せず、依然と

して曖昧な内容にとどまっている。また、草案においては同条の内容は締約国の
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「義務」であったが、本条約では義務ではなく締約国がそのような措置を取るこ

とができる権利を有することを確認する、と解釈できるように修正されている21）。

（ 5） 本条約第20条（他の条約との関係―相互支持、補完及び非従属）

草案第19条（他の条約との関係）においては 2つの案が提示され、保留となっ

ていたが、最終的には草案作成時に EUが提案した案に近い条文となった。EU

案の特徴は、各締約国が本条約と自国が締結している他の条約との間に摩擦が生

じないように努める義務を負う点、また他の条約の解釈、適用において本条約の

規定を考慮する義務を負う点であり、これらは本条約第 1項（a）、（b）に反映さ

れている。

（ 6） 条約から削除された草案の 2つの附属書

（a） 附属書Ⅰ（文化的商品およびサービスに関する非包括的な表）

「包括的ではない」とあるように、文化的財は本附属書で挙げられている分類

に限られない、という趣旨の下 7つの分類が列挙されている22）。注釈として、こ

れらに分類される文化的財は他の既存の UNESCO条約において既に対象となっ

ているものも含まれるが、量産が可能な映画フィルム、書籍のようなものが「市

場に流通する」場合について、本条約は新たに定めたと考えることができると述

べられている。

（b） 附属書Ⅱ（文化政策に関する非包括的な表）

附属書Ⅱの第 1条は文化政策がどのような成果を目標とすべきかについて、第

2条では前条のような目的を達成するために文化政策として特に取り扱うべき分

野について定めていた。

3　条約締約国による宣言及び留保

文化多様性条約採択にあたり、自由貿易と関連する部分に関する宣言もしくは

留保を行った国家は以下の 3ヶ国である。

（ 1） オーストラリア

本条約第20条（a）、（b）を留保した。「本条約は、WTO協定を含む、我が国

が締約国である全ての他の条約における我が国の権利と義務に矛盾のないように

解釈され、適用される（shall）。本条約は我が国が現在または将来条約締結の交
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渉をするにあたり自由に交渉する権利と義務を侵害しない（shall）。」

（ 2） メキシコ

本条約第20条の適用とその解釈について以下のように留保した。「（a）本条約

は他の条約、特にWTO協定と調和し、矛盾のないように運用される（shall）。（b）

同条第 1項について、本条約は他のいかなる条約にも従属せず、また他の条約も

本条約に従属しないと我が国は認識する。（c）同条第 1項（b）について、我が

国は条約締結のための交渉においてその地位を予断しない。」

（ 3） ニュージーランド

本条約の承認にあたり、「（我が国は）本条約の規定が、締約国の他の条約に基

づくいかなる権利や義務も変更しないということを保障するために、第20条が明

確に法的効果を持つと考える。」と宣言した。

4　条約全体の評価

本条約が画期的であったのは、文化的財の二面性を初めて国際的に法的に認識

したという点である。

前節で比較してきたように、草案と実際の条約の条文との内容にはいくつかの

違いが見られる。全体として、条約は草案よりもさらに広範な文化的多様性の保

護促進を希求した内容となっていると評価できる。この点に関しては草案時から

多くの議論が交わされており、対象となる文化的財の定義が非常に曖昧であるた

めに、多様な商品、サービスの国際的な流通が本条約を根拠とした国内文化政策

の名の下に妨げられるという懸念があり、条約採択後も同様の批判がなされてい

る。その定義が広いとはいえ、一定の文化的価値を持ちかつ経済的価値を持つと

法的に認めることのできる範囲を国際的に定めたという意味で意義があるといえ

る23）。

本条約第Ⅳ節においては、締約国の義務よりも権利により重点をおいている24）。

また第20条、第21条は本条約起草時に最も大きな課題となっていた部分だが、

最終的に様々な意見の妥協点を取った内容となった。（b）は締約国が他の条約

について解釈もしくは適用する上で別の条約を利用することについて定めた初め

ての国際的な取極である。また、この規定は続く第21条によって補強されている。

しかしながら第20条（b）は同条第 2項によって制限されているかのように理解
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することができ、条文上で本条約の存在意義を損なわせるような宣言をしている

かのように受け取れる。この 2つの規定の内容の矛盾は、文化多様性を法的に保

護することにより文化的財が正当に評価されるようにしようという理想と、自由

貿易協定との整合性を図ること、の 2つを両立させようと努めた結果生じたが、

この矛盾が条約採択後大きな議論の的となっている。

さらに、紛争解決手続について、本条約は締約国に対して強制力を持たない手

段しか規定していない。WTO協定における紛争解決手続は全ての締約国に課さ

れた義務であり、パネルの判断には強制力がある。しかしながら、文化多様性条

約においては紛争解決手続を取ることは締約国の権利であり、したがって締約国

は条約で定められた調停手続を認めないことも可能であると定められている25）。

実際、複数の締約国が第25条の内容を留保している。さらに、本条約に沿った紛

争解決手続を取った場合の第三者の判断は法的な拘束力も強制力も持たない。

紛争解決手続における以上のような相違点が、文化多様性条約が形式上は

WTO協定と全く同等の法的地位にあるにも関わらず、実務上の影響力がWTO

協定に劣っている最大の原因であると考えられる。

Ⅱ　自由貿易市場における文化的財

1　WTOパネルにおける事例

（ 1） カナダ雑誌事件26）（対アメリカ、1996年）

カナダでは長年に渡ってアメリカのスプリット・ラン雑誌の輸入量を、高い関

税や自国の補助金政策等により、実質的に制限していた27）。このようなカナダの

自国の出版物を優遇するような政策に対して、アメリカがWTOにパネル設置を

要請した。カナダは一連の措置を自国の文化的財を保護する上で伝統的に行って

きた政策であると主張した。

パネルは報告の中で、「カナダの文化保護の目的自体を問題としているのでな

く、その目的の達成手段が問題なのである」と述べ、自国文化保護の目的を尊重

する姿勢を見せたものの、判断においてはカナダの措置が適切であるかどうか、

という点と、カナダの雑誌とアメリカの雑誌が「同種の産品」として扱えるかど

うかの 2点について精査し、結論を出した。上級委員会は輸入スプリット・ラン

雑誌と国産非スプリット・ラン雑誌は GATT第 3条第 2項の意味における同種

の産品となりうる、と判断し、カナダの一連の措置は GATT違反であるとして
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改善を命じた。

（ 2） 中国・出版物およびAV製品関連措置事件28）（対アメリカ、2009年）

中国が出版管理条例に基づいて出版物、音楽・AVソフトの輸入禁止、輸入品

差別、国有輸入業者による内容の検閲を行っていたため、アメリカはこれらの措

置をWTO協定違反であるとしてパネル設置を要請、これを受け紛争解決機関は

パネルを設置した。

中国側の主張の中心は、問題の措置は GATT第20条（a）に規定されている「公

徳」の保護のための措置であるので正当であるというものであった。問題となっ

た出版物等の「文化関連製品」は公徳に大きな影響を与える可能性があるため、

中国政府として検閲を行う必要があり、検閲を輸入事業者に委託していると主張

した（paras.7.754-755）。

この主張に対してアメリカは、検閲は輸入とは独立した行為であり、輸入事業

者による検閲は第20条（a）に定める「必要な」措置とは言えないと反論した

（para.7.756）。

本件で、「公徳」の定義について、パネルは米国・賭博サービス事件において

パネルが GATS第14条（a）に関して行った解釈29）を引用し、中国政府の問題の

措置が公徳の保護に対して貢献しているか否かを検討した。

パネルは、中国が例外であると主張した、検閲、輸入事業者数の限定、輸入事

業者を国有企業に限定するといった内容を規定しているいずれの法令についても

必要性は認められず、よって中国の措置は GATT第20条（a）によって正当化す

ることはできないと判断した（para.7.913）。なお、公徳の保護という論点につい

てアメリカが特に争うことはなく、主に貿易権30）供与義務違反を主張したため、

争点は中国の製品流通サービスのあり方に絞られた。

本件は、初めて GATTにおける「公徳」の解釈がなされ、文化的財に関わる

規定についての議論が進んだという点で注目すべきである。しかしながら、本件

の結論に関わる論点ではないため、文化関連製品の保護という中国の主張が受け

入れられたとはいえない。本件のように、文化振興措置が明確に自国文化産業・

文化的財優遇措置として規定される場合31）、「法律上の差別」として GATT第 3

条違反を構成する。特にコンテンツ産品については、本件パネルにより、新聞・

定期刊行物が輸入品であるがゆえに流通規制の対象とした措置は GATT第 3条

第 4項違反とされている32）。
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（ 3） 事例の考察

以上の 2つの文化と貿易に関わる事例を検証したところ、文化多様性条約の成

立の前後において特別パネルの判断に変化があったわけではないことが分かる。

そもそも、紛争がWTOのパネルに持ち込まれた時点で、当該紛争が文化多様性

条約の蚊帳の外となってしまっている。したがって、文化多様性条約成立によっ

て文化と貿易の議論の舞台が GATT・WTOから UNESCOへと移り変わってい

るとは依然として言い難い状態である。

2　各国の FTA

自由貿易協定や文化多様性条約とは離れて、文化産業製品の輸出入が盛んな

国々の間では個別に二国間、多国間の FTAの中で文化的財の取り扱いについて

規定している例が見られる。このような FTAの中では、具体的にどのような製

品が「文化的財」として特別視されているのか、またそれら文化的財に対してど

のような規定が設けられているのかを以下に検証する。

（ 1） 米豪 FTA33）（2005年 1 月発効）

アメリカが先進国と締結した初めての FTAであり、文化多様性条約が採択さ

れる前に発効した。本 FTAでは、オーディオビジュアル部門においてオースト

ラリア側にいくつかの留保が認められた。例えば、アナログ、デジタル放送両方

におけるテレビ番組放送内の広告について、最高80％まで番組本編の55％まで国

内の内容を含むこと等のクォータ方式を採ることがオーストラリア側に認められ

た。また特定の分野のテレビ番組についてはさらに補助的なクォータ方式を採る

ことを留保している。オーストラリア政府はアメリカ側の貿易利益を考慮した上

で、国内コンテンツが継続的に流通可能な状態を保証するために新たな政策を行

うことができる34）。

（ 2） 米韓 FTA35）

米韓 FTAは文化多様性条約の採択直後に締結に向けた交渉が始まり、同条約

の効力発生とほぼ時を同じくして交渉を完了したことから、文化多様性条約採択

後の初めての実例といえる。文化という観点から最も注目すべき点は、韓国が自

国の文化政策、特にメディア関連サービスに対する政策について非常に大きな裁

量権を持つことが認められた点である36）。
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（a） 本文

まず、本 FTAの前文において、WTO協定と、両国共に締約国であるその他の

多国間、地域間、二国間条約における両国の権利と義務に基づき本 FTAが締結

されることを宣言している。

本 FTA第15条（電子商取引）においては、CDや DVDなどの媒体に保存され

た状態であるか、電子データとして流通しているかを問わず、映像、音声、コン

ピューター・プログラム、ゲームなどの商品を対象としている（同条第 9項）。デ

ジタル商品の中でも映画フィルムに関しては、本FTA交渉の際に韓国がスクリー

ンクォータの数量を従来の値から半減させ、かつスクリーンクォータ方式は電子

データの状態の映画に関しては適用されないこととなった。

また同 FTA第14条（電気通信）第 2項は、ラジオまたはテレビ番組のブロード

キャスト放送またはケーブル放送に関する措置については同条の規定は適用され

ないと定めている。

本 FTAには 2つの附属書があり、本文の規定の例外となる分野について定め

られており、文化的財に関していくつか韓国側が留保している項目がある。

（b） 附属書

（i）　附属書Ⅰ（現在の留保表）

電気通信、公共通信サービスの許可、登録等については韓国籍を持つ者が行う。

韓国で公的放送、出版等に携わる外国人は韓国メディア格付委員会からの推薦を

受けなければならない。

外国の放送局はラジオ局の許可を所有する国内放送局と契約した場合に限り

ニュース番組を放送することができる。

以上のように、韓国はメディアサービスについて複数の内国民待遇措置が留保

されている。

（ii）　附属書Ⅱ（将来の留保表）

無線周波数割当、DTH（Direct-To-Home）、DBS（Direct Broadcasting Satellite）、

テレビおよびデジタルオーディオサービスの市場アクセス・内国民待遇措置が留

保されている。

また、韓国は映画やテレビ番組の制作のための選択的共同制作に関して完全な

る自由裁量権を維持している。

さらに韓国はどの放送やオーディオビジュアル番組が韓国製であるかを決定す

る基準を設定するいかなる措置をも許される権利を確保している。
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他の対アメリカ FTAにおいても補助金措置は一般的な例外措置として認めら

れており、この点米韓 FTAにも当てはまるが、韓国は文化政策においてあらゆ

る財政的措置を取ることが認められている点が特に画期的である。加えて、附属

書Ⅰ、Ⅱによって多数のメディア関連サービスに対して規制措置を取ることが可

能となっている点は他の FTAと異なり、文化的財の保護という観点から非常に

有意義な内容である。

以上、米豪 FTA、米韓 FTAの両者を比較すると、後者の方がより国内文化政

策に対して広い裁量権が与えられている。前文において文化的多様性及び文化多

様性条約について言及されてはいないものの、一方の締約国が文化多様性条約未

批准であるにも関わらず、FTAにおいてこのように文化的財に対するより大き

な配慮が見られたということは、文化多様性条約がその後の自由貿易市場に一定

の影響を与えることに成功している実例である。

（ 3） 欧韓 FTA37）

本 FTAは2007年に交渉を開始し、2011年に発効した。本 FTAは文化多様性条

約を批准する 2つの国と地域連合による FTAという点で注目すべきであり、特

に文化協力について規定した議定書 3の内容が非常に画期的である。

（a） 文化協力に関する議定書

本議定書は文化多様性条約、特に同条約第20条の規定を履行するために設けら

れた項目である。前文において、本 FTA加盟国は、文化多様性条約の内容を有

効に履行し、その履行に関する枠組みの中で協力しかつ同条約の原則に基づいて

行動を取り、その内容に沿った行動計画を策定する、と宣言している。続いて文

化産業の重要性と、文化的、経済的及び社会的活動としての文化的商品及びサー

ビスの多面的な性質38）を認識するとしている。

第 1条は、本議定書については本 FTAの他の条文とは独立した枠組みを設け

ると定める。

第 3条は文化的協力委員会の設立を義務付ける。本議定書に関して、本 FTA

第15章によって設置された貿易委員会は一切管轄権を持たず、文化的協力委員会

が貿易委員会が本来担っている全ての機能を行使する（第 3項）。

また、第 4条は本議定書における文化多様性、文化的内容、文化的表現、文化

的活動、文化的商品及びサービス、文化産業という用語は、それらの文化多様性

条約における定義と同一であることを確認している。
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B節の Aでは、オーディオビジュアル作品に特化した規定を設けている。オー

ディオビジュアル分野の共同制作に関して、韓国と EUの各加盟国との間で二国

間または多国間協定を結ぶことを奨励し、各関係国の国内における文化的コンテ

ンツの流通促進のための政策を考慮しつつ、共同制作品を認定する39）（第 5条）。

また、アニメーション作品とそれ以外を区別し、関係国それぞれの制作費に対す

る財政支援の最低割合を定めている（第 5条第 6項（d））。なお、文化多様性条約

を批准している第三国出身の製作者の参加についても、共同制作として一部認め

ている（第 5条第 6項（f））。

B節の Bはオーディオビジュアル分野以外の文化的分野の促進についての項

目であり、演劇芸術、出版物、文化遺産及び歴史的建造物の保護についてそれぞ

れ条文を分けて規定し、オーディオビジュアル分野と同様に、加盟国の文化的協

力を通してこれらの分野の発展に取り組んでいく姿勢を示している。

概して、本議定書における規定は文化多様性条約の内容に則っている。その上

で、それらの規定のほとんどが加盟国の義務として課せられており、締約国の権

利を認めるのみにとどまった同条約の内容を補強している。また文化多様性条約

において文化的財や締約国の国内的措置に関する記述が非常に抽象的であった部

分を、加盟国が特に重視していたオーディオビジュアル分野に関する特別規定を

設けたりその他の文化的分野に対する具体的な行動規則を定めたりするなどして

具体化し、その他一般的な商品及びサービスと文化的財を明確に区別している。

（ 4） 米欧 FTA40）

本 FTAの中での文化的財の取り扱いに関しては、交渉開始前にフランスが「文

化的例外（cultural exception）」41）の適用を唱えたことに端を発して議論が起こり、

後に欧州議会での投票により、オンラインサービスを含む文化的サービス及び

オーディオビジュアルサービスを交渉中のマンデートから除外することを決定し

た（賛成381票、反対191票、棄権17票）42）。さらに、翌年には欧州委員会が本 FTA

における文化的財の取り扱いについての見解を“TTIP and Culture”43）という文

書にて示した。

同文書の中で、文化は社会と経済に対して非常に重要であるため、EUは文化

的多様性を保護し促進すると述べており、その法的根拠を欧州連合運営条約と文

化多様性条約であるとしている。欧州連合運営条約第167条第 4項は、EUが両

条約の他の規定に基づく行動において文化の側面を考慮することを義務付けてお
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り、貿易協定のための交渉は本項における「両条約の他の規定」に当てはまるこ

とから本 FTAにおいても EUは前述の義務を果たさなければならない。さらに、

文化多様性条約を批准したことにより EUは文化的多様性を促進する法的義務を

負っていると述べている。

また本FTAで特に特別な措置を設けるべき分野として、文化的財の中でもオー

ディオビジュアル分野に言及している。その理由として、EUでは伝統的にオー

ディオビジュアル分野に関して特別規定44）が適用されていること、また前例と

なる対韓 FTA、対カリブ諸国 FTAにおいてはオーディオビジュアル分野に関す

る特別規定を設けていることを挙げ、米欧 FTAももれなくこの分野に対して特

別に考慮する必要があると主張している。

さらに、EUは本 FTAの前文にて加盟国が文化多様性条約に規定されているよ

うに文化的多様性を促進することを目的として、正当な公的政策目標を達成する

ために必要な措置を取る権利を有することを強調するよう希望している。

交渉前の段階において EUは以上のような主張からオーディオビジュアル分野

を本 FTAの交渉対象外とすることに成功している。本文書において注目すべき

点は、文化的財と自由貿易について述べるにあたって、法的根拠に欠ける

“cultural exception”ではなく文化多様性条約によってその重要性を確認された

“cultural diversity”という言葉を多用していることである。EUの本 FTAに関す

る主張の中で、EUが文化的財を保護促進する法的根拠として文化多様性条約が

有効に機能していることは明らかである。

文化的財について実際に EUが希望するような形で条文に反映されるかについ

ては条文の確定を待たねばならないが、文化多様性条約未批准の国家との間に

FTAを締結する際に、文化多様性条約を法的根拠として文化的財の保護促進を

主張し、かつ実際に現時点では文化的財を交渉の対象から除外することに成功し

ているという事実に、同条約を採択した意義を見出すことができる。

Ⅲ　国際法の断片化と文化的財

1　自由貿易協定と文化多様性条約の関係の検討

文化多様性条約第 6条は「規制措置」を含む国内文化政策の非包括的表であ

る45）。

同条約第 7条は文化的表現を促進するために締約国が取るべき措置を定めてい
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る。これらの条項にはいずれも、認められる措置の具体例は提示されていない。

第 8条では、自国の文化的表現が脅威にさらされている場合、そのような事態の

存在を「締約国自身が」認定する権利を認めている。

（ 1） 文化多様性の促進措置

文化多様性を促進する措置としては、主として補助金を与える措置が挙げられ

る。補助金を利用した文化政策については、アメリカが文化多様性条約起草時か

ら寛容な態度を示した点で（アメリカは自国の FTAにおいても同様の姿勢を見せて

いる。）、GATTの規定（GATT第 3条第 8項（b）により、国内生産者のみに対する補

助金の交付が認められている。）と矛盾しない。

（ 2） 文化多様性の保護措置

自由貿易協定との間で特に問題となるのが、文化多様性条約の文化的多様性の

「保護」に関する規定についてである。文化多様性条約第 6条や第 8条によれば、

文化的財の輸入制限や数量制限、関税措置は認められると解釈できるが、GATT

では原則的に貿易における制限措置は禁止されている46）。また、同条約第 8条に

よれば、輸出入に課する手数料及び課徴金が「国内産品に対する間接的保護」を

目的とするものであってはならない。

さらに第 3条では国内産品に保護を与えるような措置を取ってはならないと定

められている。したがって第 3条が適用されないためには、締約国は無課税の国

内生産品が課税されている輸入品と「同種の産品」ではなく、かつ両者が競争状

態にないことを証明しなければならない。このような証明を文化的財について行

い、保護的な文化政策を正当化することの困難は、カナダ雑誌事件において明ら

かとなった。WTOパネルは自国文化を保護することについて一定の配慮を示し

たものの、カナダが主張した「文化的特質」は微々たるものであり、実際の商品

の性質そのものを変更するものではない（したがって当該雑誌はアメリカからの輸

入雑誌と同種の産品とみなされる。）と判断した。「文化的価値」を保護するという

目的は、規制措置を行う上での最重要な目的としては不十分であり、それのみを

以って規制措置や関税政策を正当化することはできないと解されたのである。

GATTにおける規制措置の唯一の具体的な例外対象は、露出済み映画フィルム

（映画館で上映される映画フィルム、第 4条）である。映画フィルムに関しては映写

時間割当の方式を利用した数量規則を設定することができる。しかしながら、こ



275

の規定の適用範囲は非常に限定的であり、例えば映画の DVDや、フィルム化さ

れたテレビ番組は適用外である。

また、一般的例外条項（第20条）の中に文化的財に適用可能と考えられる内容

は見られない。

2　文化産業市場における国際法の断片化

前節から、文化多様性条約と自由貿易協定との間には文化的財を取り扱う上で

複数の相違点が存在していることが分かった。そこで、本節ではこれらの条約の

整合性を図る上で、既存の条約の規定及び国際法上の原則が活用できるかどうか

を検討する。

（ 1） ウィーン条約法条約第30条

まず、文化と貿易の議論について、一般的な条約法の規定に委ねた場合を検討

する。

ウィーン条約法条約は第30条において同一の事項に関する前法と後法の適用関

係について定めている。文化多様性条約第20条第 1項によれば同条約は自由貿易

協定に従属しないため、条約法第30条第 2項は適用されない。また、文化多様性

条約第20条第 1項（b）、同条第 2項は本条約と他の条約とを相互補完的に解釈し、

また本条約によって他の条約における締約国の権利義務が変更されないことを規

定しているので、自由貿易協定を適用もしくは解釈する際にそれらの協定が優先

される可能性を示唆していると考えられる。以上から、ウィーン条約法条約第30

条の適用はこの議論においてほぼ問題とはならないと結論付けることができる。

（ 2） GATT 第20条（a）（d）（f）の適用

GATT第20条（一般的例外）（a）における「公徳」という概念を国内文化政策

を正当化する上で適用することができるかについては、Ⅱ章で取り上げた中国出

版物事件において中国側がこの規定を挙げ、文化多様性条約によって問題となっ

た措置を正当化しようと試みたものの最終的なパネル判断では中国の措置は違法

という結論が出たことから、同項によって例外が認められる可能性は極めて低い

といわなければならない。

また、GATT第20条（d）および（f）を文化的財に適用しようという試みもある。

WTOの紛争解決機関が、同条（f）における「美術的、歴史的、又は考古学的価
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値のある国宝」という文言を、文化多様性条約の原則に則って解釈すればよいと

する47）。文化多様性条約においても国宝、すなわち文化遺産や文化財は文化多様

性を持つ重要な要素であることは確認されているが、それらは既に UNESCOの

他の条約によって保護されているため文化多様性条約における主な対象ではない。

したがって、GATT第20条（f）は例えば文化財不法輸出禁止条約や武力紛争文

化財保護条約における対象には適用できるが、文化的価値やサービスに焦点を当

てている文化多様性条約には馴染まないと考えるべきである。

次に、文化多様性条約がGATT第20条（d）における「この協定に反しない法令」

として認めることのできる根拠の 1つとして、Khachaturianは DSU第 3条第 2

項を挙げている48）。しかしながら、この点については文化多様性条約草案に対し

てWTO代表団の中で示された見解に基づくと、文化多様性条約は DSUにおけ

る「対象規定」には当てはまらないと解釈される49）。したがってやはり GATT第

20条（d）を文化多様性条約に適用できると主張するのは困難である。

以上 3つの項が仮に文化的財に適用可能であったとしても、その適用範囲は文

化的財として文化多様性条約が定義している範囲と比較して非常に限定的であり、

同条約が目的とする文化多様性の保護促進をこれらの規定によって達成すること

は困難と考えられる。

（ 3） 特別法優先の原則

文化多様性条約と自由貿易協定は、必ずしも同じ範囲を規定しているとはいえ

ず、したがって特別法優先の原則を適用することはできない。しかしながら、貿

易に関する法的関係については、自由貿易協定がより広い範囲に適用される一般

法であり、各国が個別に締結する FTAは自由貿易協定よりさらに具体的に適用

範囲を定めた特別法とみなすことができる50）。したがって、この原則に基づくと、

FTAにおいて文化多様性条約に規定されている文化的財に関わる特別規定が存

在した場合、その項目は自由貿易協定に優先する。前章で検討した各 FTAも、

オーディオビジュアル分野を中心とした文化的財に関する留保や補助金、数量割

当制度などの特別規定を持つので、自由貿易市場の中で文化多様性を保護促進し

ていくにあたり、FTAの中で文化的財に関する特別規定を設けることが現時点

において最も現実的かつ有効な手段である。
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結　論

文化多様性条約自体は、起草時から指摘されていたように、文化的多様性、条

約の対象となる文化的財や文化政策措置の定義が曖昧であること、またその規定

の多くが締約国の義務ではなく権利を保障したものであること、同条約で指定さ

れている紛争解決制度が自由貿易協定における紛争解決機関と比較して脆弱であ

ることを主な原因として、対象物とその取り扱いについてより厳格に定めている

自由貿易協定に、法的にはその地位は同列であるにも関わらず事実上匹敵してい

ない。

しかしながら、本稿Ⅱ章第 2節で紹介したように、文化多様性条約の規定はそ

の後の文化的財の国際的取り扱いに明らかに影響を与えており、FTAにおいて

文化的財が他の商品やサービスとは区別され、配慮される法的根拠となっている。

このように、文化多様性条約を採択することによって既存の自由貿易協定との

間に文化的財に対する取り扱いに食い違いが生じてはいるが、自由貿易協定と比

較してより厳密な内容が規定される FTAを締結する際に、FTAの締約国が文化

的財を保護するための法的根拠を文化多様性条約に求めることができるという点

で同条約は存在意義がある。この意義は、文化多様性条約未批准の国家と同条約

を批准している国家との間で FTAを締結する場合にも見出すことができる。後

者が同条約を遵守することを主張すれば、その FTAは文化的財を考慮した内容

とならざるを得ないからである。

以上のことから、文化多様性条約は、自由貿易協定に対抗する条約として意義

があるのではなく、文化的多様性及び文化的財という概念を FTAの中に取り込

ませることによって自由貿易市場で文化的財の保護を行うことを可能にする過程

において重要な法的根拠となるという点でこそ意義があると結論付けられる。

1） 国際法学における「文化」の定義は非常に曖昧である。最近では本稿で扱って
いる文化的商品、サービスの他にも、言語やスポーツなど、より幅広い事物を文
化として捉え、法的な枠組みを整えていこうという機運が高まっている。

2） 本稿では以下、WTO協定、GATT及び GATSを指して自由貿易協定とする。ま
た、これらの協定とは別に、貿易自由化を目指して各国が個別に締結する二国間
条約及び多国間条約を特に FTA（Free Trade Agreement）とする。

3） United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, “UNESCO 
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Universal Declaration on Cultural Diversity” (2001)， Records of the General 

Conference 31st Session, Vol.1 Resolution, (Paris, 2002)， pp.62-63, available at; 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687e.pdf#page=67

4） パネルとは、WTOにおける紛争解決手続の中で、案件を審理する小委員会を指
す。

5） 文化と自由貿易についての協定として、古くは Florence Agreement（教育的、
科学的及び文化的資材の輸入に関する協定）が存在した。本協定が採択されたの
はいわゆるエンターテインメント産業が盛んになる以前であり、1972年に映画等
のオーディオビジュアルに対応した内容に改正された。しかしながら改正時目的
とされていたのは発展途上国の文化的支援であり、経済市場における文化的財と
貿易について厳密に規定していたわけではなかった。したがって、Florence 

Agreementは文化保護条約を起草する上で参考にできるとの見解があったものの、
より現状に沿った法的拘束力のある新たな条約が必要となったのである。

6） 当時は、GATTに加えて GATSにおいてもオーディオビジュアルサービスや音
楽サービスの貿易自由化について検討されていた頃でもあった。なお、文化多様
性を保護し、促進していくという本条約の目的について、それらを法的観点から
捉えなおした場合、つまりは国家の文化的表現の促進と他国文化の影響に対する
開放との間の均衡を保つことであるため、文化多様性条約と文化的財の国際的な
流通を促すWTO協定との間には、その本質的な目的において食い違いは存在し
ない、という見解もある。

7） ウィーン条約法条約第30条の適用に関する議論について、詳細は本稿Ⅲ章第 2

節に記述。
8） UNESCO, “Preliminary draft of a convention on the protection of the diversity of 

cultural contents and artistic expressions” (CLT/CPD/2004/CONF-201/2)， July 

2004, available at; http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001356/135649e.pdf

9） UNESCO, Address by Mr. Koichiro Matsuura, Director-General of the UNESCO, 

at the opening of the third meeting of experts on the preliminary draft convention 

on the protection of the diversity of cultural contents and artistic expressions, 

available at; http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001351/135114e.pdf

10） UNCTADは発展途上国の国際貿易上の地位向上、WIPOは知的財産、WTOは
モノとサービスの自由貿易、というそれぞれが関わる分野の観点から、本草案で
対象となる文化的財を理解して回答した。

11） 以下の文書の内容に基づく。UNESCO, Preliminary Draft Convention on the 

Protection of the Diversity of Cultural Contents and Ar tistic Expressions, 

Presentation of Comments and Amendments, Part IV: Comments Proposed by the 

IGOs, (CLT/CPD/2004/CONF.607/1, Part IV)， December 2004, available at; 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001385/138520M.pdf

12） これらの中にはWTOに加盟しているが UNESCOには加盟していない国も含む。
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13） 締約国のうち、特に発展途上国が国内市場において自国の文化産業の商品を保
護する措置を取ることはWTO協定に照らしても正当であるので支持された。

14） 加盟国が貿易自由化の対象分野を限定する政策を行うことができると規定して
いる条文に、GATS第19条第 2項がある。しかしながら、本条項が対象としてい
るのは発展途上加盟国であり、文化多様性条約を支持している国が必ずしも発展
途上国に限らないため、文化多様性条約の全締約国に対して保障された権利とは
言えないだろう。しかしながら、オーディオビジュアルサービス分野に関しては、
他分野と同様最恵国待遇等自由貿易の原則を守る義務が全加盟国に課されている
ものの、それらいずれの義務をも免除される規定も設けられており、発展途上国
であるか否かを問わず自由に国内政策を行うことができる。同様に、GATT第 4

条では映画フィルムに対してスクリーンクォータ（映写時間割当）の方式を採る
ことが認められている。

15） ただし、注意書にて「この条項による例外は社会のいずれかの基本的な利益に
対し真正かつ重大な脅威がもたらされる場合に限り適用される。」と述べられて
いることから、この条項が適用される条件は非常に厳しいものと考えられる。実
際、2009年の中国・出版物および AV製品関連措置事件（Ⅱ章で記述）において
もこの条項の適用は認められなかった。

16） この節においては草案の条文と区別するために、実際に採択された条約の条文
については「本条約」とする。

17） 草案では、「『文化』とは特色ある宗教的、世俗的、知的、かつ感情的な性質を
持つ社会もしくは社会集団をさし、また芸術、文学、生活習慣、生活様式、価値
観、伝統、信仰をも含む。」と定義されており、「文化」とはまさに UNESCOが
関わっている分野であるが、本条約において文化を改めて定義づけることは避け
られた。

18） いずれにしても具体的な商品やサービスを列挙しているわけではなく、あくま
でも文化的財として認識できるものの性質を説明するにとどまっている。

19）「直接的な影響」という記述になった点について、自由貿易協定の原則に配慮し、
締約国が「文化的政策」として主張できる政策の範囲を限定的にし、間接的かつ
曖昧な措置を本条約の適用対象から除外しようという意図が表れている。

20） 草案におけるこの文言は、そのような状況とは具体的にいかなる場合を指すの
か、という点が疑問視されていたため削除されたと考えられる。

21） なお、締約国が該当する措置を取った場合、政府間委員会に報告することに関
しては義務として定められている。

22） 出版物・文学作品、音楽・演劇、視覚的美術、工作品・デザインと建築物、オー
ディオビジュアルとニューメディア、文化遺産、文化的活動の 7つで、これらの
分類は the UNESCO Framework for Cultural Statisticsにおける10の分類に基づく。

23）「本条約の定義は全体として条約の有効な境界線を引き、また条約が社会におけ
る知的生産物を取り扱うことを確認した。特に、本条約が農業、生物多様性など
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の、人類学的意味での『文化』を含めようとしなかった点は重要である。」（Garry 

Neil, “Response of the UNESCO Convention to the Cultural Challenges of 

Economic Globalisation”, p.12, available at; http://ccar ts.ca/wp-content/

uploads/2007/08/unesco_culturaldiversitybook_gneil.pdf）．
24） 草案で“shall”となっていた内容が条約の本節のほとんどの条文において“may”
となっている。

25） 文化多様性条約第25条第 3項、第 4項。
26） Appellate Body Report, Canada –Certain Measures Concerning Periodicals (WT/

DS31/AB/R)， June 1997, available at; http://www.uchastings.edu/academics/

faculty/facultybios/paul/classwebsite/docs/CanadaSI2.pdf

27） カナダに輸入される雑誌に掲載されている広告のうち、アメリカ本国流通版と
は異なる内容のものがあり、かつその雑誌が主としてカナダ市場向けであった場
合、関税政策によりそのような雑誌（すなわちスプリット・ラン雑誌）の輸入禁
止措置を取っていた。また、国内の消費税法により、一定の条件を満たす雑誌を
スプリット・ラン版雑誌とみなし、高い消費税を課した。

28） WTO, Report of the Panel, China – Measures Affecting Trading Rights and 

Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment 

Products (WT/DS363/R)， August 2009, available at; http://www.wto.org/english/

tratop_e/dispu_e/363r_e.pdf

29）「『公徳』とは、共同体又は国により又はそれらのために維持される、正当な及
び不正な行為の基準を意味し、『公徳』の内容は、支配的な社会的、文化的、倫
理的及び宗教的価値を含む幅広い要素によって、時代や場所により異なり得て、
加盟国自身のシステムや価値基準に従った、それぞれの領域内における『公徳』
概念の定義及び適用については、各加盟国はある程度の裁量権を与えられるべき
である。」（WTO, Report of the Panel, United States- Measures Affecting the Cross-

Border Supply of Gambling and Betting Services (WT/DS285/R)， November 2004, 

paras.6.465, 461, available at; http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/285r_

e.pdf）。GATSと GATT双方における「公徳」の定義は同一のものであるという
見解から、本件では GATSについてなされた解釈をそのまま引用している。

30） WTO議定書第 5条 貿易権
「 1．WTO協定に適合した態様で貿易を規制することについての中国の権利を害
することなく、中国は、貿易権の入手可能性と範囲を漸進的に自由化し、加入後
3年以内に、中国内のすべての企業が中国の関税地域全体において、すべての物
品についての貿易権を有するようにする。（以下略）
2．この議定書に別段の定めがある場合を除くほか、すべての外国人および外国
企業（中国に投資も登録もしていない個人及び企業を含む）は、貿易権に関し、
中国内の企業に与えられる待遇より不利でない待遇を与えられる。」

31） 文化多様性条約では第 6条第 2項（b）及び（c）においてこのような政策を行



281

う権利が保障されている。
32） 川瀬剛志「WTO協定における文化多様性概念―コンテンツ産品の待遇および文
化多様性条約との関係を中心に―」RIETI Discussion Paper Series 13-J-056（2013

年）24頁。Available at; http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/13j056.pdf.

33） United States-Australia Free Trade Agreement, 18 May 2004, available at; http://

www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/australian-fta/final-text

34） United States, Industry Sector Advisory Committee on Services for Trade Policy 

Matters (ISAC 13)， Report to the President, the Congress and the United States 

Trade Representative on the U.S.-Australia Free Trade Agreement (AFTA)， 12 

March 2004, p. 10, available at; http://www.ustr.gov/archive/assets/Trade_

Agreements/Bilateral/Australia_FTA/ Reports/asset_upload_file118_3412.pdf

35） United States-Korea Free Trade Agreement, 30 June 2007, available at; http://

www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta/final-text

36） アメリカが当時その他の国と締結した FTAは、相手国が主に発展途上国だった
こともあり文化的財の流通については特別に規定が設けられるほど重視されてい
なかった。

37） EU-South Korea Free Trade Agreement (2011/265/EU)， 16 September 2010, 

available at; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2011:

127:FULL&from=EN

38） この性質のことを本文では“the multi-faceted nature”と表現している。
39） また既にヨーロッパと韓国によって共同制作された作品について両者の共同制
作品であるとみなすことも認められている。

40） 2013年 7月 8日、ワシントンにて米欧 FTA締結に向けた交渉会合が初めて開催
された。2015年 1月現在までに計 5回の交渉会合を開き、交渉継続中である。

41） 文化多様性保護宣言採択以前、自由化と統合が進む国際貿易市場の枠組みから
文化的財を除外して各国の文化政策が第一に優先されるべきである、とする「文
化的例外」という概念をフランス・カナダが中心となって唱えていた。しかしな
がらこの主張は保護主義的な要素を含み、自由貿易の原則に反するとしてアメリ
カ等の支持を得られなかった。

42） The European Parliament, Press Release, EU/US Trade Talks: Keep Parliament 

on Board MEPs Warn, 23 May, 2013, available at; http://www.europarl.europa.eu/

news/en/news-room/content/20130520IPR08593/html/EUUS-trade-talks-keep-

Parliament-on-board-MEPs-warn

43） The European Commission, TTIP and Culture, July, 2014, available at; http://www.

google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&ur

l=http%3A%2F%2Ftrade.ec.europa.eu%2Fdoclib%2Fdocs%2F2014%2Fjuly%2Ftrad

oc_152670.pdf&ei=7x-9VNvOGuGxmAWs9oCgBg&usg=AFQjCNFQsgkFs-u4N7kp

HUUJ2Z7aGeFCuw&sig2=afrzz4D_5UCtCmVjOuAcgw&bvm=bv.83829542,d.dGY
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44） EU域内では1989年に the Television without Frontiers Directive（TVWF）が発
令され、2007年にはこの指令が改正されて the Audiovisual Media Services 

Directive（AVMSD）となった。
45） 草案附属書Ⅱの内容と類似するが、より広範な措置を実施する権利を締約国に
付与している。

46） 自国内における課税措置については第 3条、数量制限については第11条。例外
条項は第 4条。

47） Alex Khachaturian, “The New Cultural Diversity Convention and Its Implications 

on the WTO International Trade Regime: A Critical Comparative Analysis”, Texas 

International Law Journal, vol. 42 (2006)， pp. 205-208, available at; http://www.tilj.

org/content/journal/42/num1/Khachaturian191.pdf

48） Ibid., pp.205-206.

49） 本稿第Ⅰ章第 1項（ 2）（a）最終段落を参照せよ。
50） FTAにおいて自由貿易協定よりも広い範囲の貿易自由化を実現することも可能
であるが、対象となる商品及びサービスが FTAにおいて限定的に示されるとい
う特徴からいって、やはり FTAは特別法であると考えられる。
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