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―――――――――  Lawyer’s Pick  ――――――――― 

1．文化庁が海賊版対策としての「インターネット上の海賊版による著作権侵害対

策情報ポータルサイト」を公開〔堺 有光子〕

2．警視庁が漫画の「ネタバレサイト」運営者らを書類送検〔高橋 悠〕 

3．文化庁が「チケット不正転売禁止法に基づく興行入場券の適正な流通の確保に

関する措置について（依頼）」を発出〔城戸 賢仁〕 

4．経済産業省が「アートと経済社会について考える研究会」を設置〔古市 啓〕 

――――――――――  Column  ―――――――――― 

① アート所有者における著作権法上の留意点

―観音仏頭部すげ替え事件控訴審を題材に―〔田中 浩之、松井 佑樹〕

② 強制執行等することができない海外の美術品〔緒方 航〕

MHM Culture & Arts Journal では、今月も、文化芸術活動に関連する様々なリーガル

ニュース、裁判例、コラム等を皆さまのもとにお届けします。文化芸術活動に関心や接

点を有する皆さまの気付きやアイデアの端緒・きっかけとなれば幸いに存じます。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ Lawyer’s Pick  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

1．文化庁が海賊版対策としての「インターネット上の海賊版による著

作権侵害対策情報ポータルサイト」を公開 

近年、インターネット上には違法な海賊版サイトが数多く存在し1、著作権者等に

大きな被害を与えていますが、現在、コロナ禍における巣ごもり需要の高まりと相俟

って、被害状況は過去最悪の状況を更新しています。オンラインで流通する日本のコ

ンテンツのうち、映画、出版、音楽、ゲームに係るものの海賊版被害額は、年間 3,300

1 2021年 7月時点で、日本における海賊版サイトの総アクセス数は月間約 6億回を超えていると分析さ

れています。海賊版サイトへのアクセス数については、現状、複数のアクセス解析ツールが提供する推

計値を並列で分析しており、各ツールの詳細な推計手法はいずれも非公開であるため、どの程度正確な

実態を反映しているかを確定することは困難であるという技術的制約がある点にも留意が必要です。 

森・濱田松本法律事務所 文化芸術 PG 
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億円から 4,300億円超に上り、漫画の海賊版被害に関しては、ネット上で「ただ読み」

された金額は年間で 1兆円超にも上ると推定・試算されています2（なお、正規の漫

画の市場規模は約 6,126億円です。）。加えて、漫画に関しては、海賊版被害が海外に

おいても拡大しており、英語に翻訳された海賊版サイトも数多く確認され、アクセス

数上位のサイトアクセス数は、上位 5サイトにつき月間約 6億回を超え、日本語の海

賊版サイトアクセス数（上位 10サイトの月間アクセス数が約 3.9億回）を大きく上

回っています。 

このような状況を踏まえ、文化庁は、「正規版の流通」と「海賊版対策」は両輪と

して取り組むことが重要であるとの認識から、日本のコンテンツ市場の海外展開にお

ける著作権に関する課題等についての検討と併せ3、本年 6月 1日から、権利者が海

賊版への対応を行う上で必要なノウハウ等を集約したポータルサイト

（https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/index.html）を公開していま

す4。また、本年 8月頃には、相談窓口の開設も予定されています。 

ポータルサイトの具体的な掲載内容は以下のとおりです。 

 

（1）著作権の基本と海賊版 

著作権制度の基本的な考え方や海賊版に関する情報のほか、著作権契約書作成支援

システムや模倣品・海賊版対策総合窓口（特許庁ウェブサイト）に係る情報提供等 

（2）初めての「削除要請」ガイドブック 

海賊版コンテンツの削除要請の手順や方法の紹介、削除要請メールの参考書式（和

文・英文）の公開等 

（3）著作権侵害（海賊版）対策ハンドブック 

最新の海賊版対策のノウハウ（米国・中国・ベトナム・ロシアの法制度に照らした

具体的な権利行使方法等の対策方法の紹介を含む）や知識（各国の著作権制度や登録

制度等）の紹介等 

 

また、特に、日本の映画産業に関しては、上記の「正規版の流通」に関し、海外市

場に向けた制作拡大の観点から、近時、制作現場の適正化に向けた動きも活発です

（2020 年 3 月「映画制作の未来のための検討会報告書」、2022 年 6 月「映画制作現

場の適正化に関する調査報告書」）。2022 年度は、「実証事業用 適正化に向けたガイ

ドライン」を基に実証作品 4 作品に対して効果検証の実施が予定され、映画制作現場

の適正化に向けた動きも進んでいます。 

日本のコンテンツ市場に係る「正規版の流通」（更なる海外展開促進、優れた作品

製造のための制作現場の疲弊の防止・適正化）と「海賊版対策」（関係者による積極

 
2 映画、出版、音楽、ゲームに係る海賊版被害額につき、2019年推定、漫画に係る海賊版被害額につき、

2021年試算。 
3 日本のコンテンツ市場の海外展開における著作権に関する課題等の検討に関しては、文化審議会著作

権分科会による中間とりまとめが 2021年 12月に公表されています

（https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/bunkakai/62/pdf/93637101_03.pdf）。 
4 なお、当該ポータルサイトの公開内容は随時更新されるとのことです。 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/bunkakai/62/pdf/93637101_03.pdf
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的な施策の制定・対策、権利者による権利行使の支援）の両側面から日本のコンテン

ツ市場を健全かつ適切に活発化させていくことが望まれます。 

（堺 有光子） 

 

 

2．警視庁が漫画の「ネタバレサイト」運営者らを書類送検 

 

上記 1．に記載のとおり、海賊版の流通は著作権侵害の最たるものですが、インタ

ーネット上におけるコンテンツの著作権侵害の態様は海賊版の流通には限られず、近

年では多様化の一途を見せています。 

警視庁は、2022 年 6月 14日、原作の漫画の内容を文字だけで要約した記事をサイ

ト（いわゆる「ネタバレサイト」）上に無断で掲載したとして、サイトの運営者らを

著作権法違反（翻案権侵害など）容疑で書類送検しました。これまで、漫画の画像を

無断で掲載したネタバレサイトが摘発された事例は存在していますが、原作の漫画を

文字だけで表現したネタバレサイトが摘発されるのは全国初であると報じられてい

ます。 

著作権法上、著作者は、著作物を「翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、

映画化し、その他翻案する権利」を専有するものとされており（同法 27条）、翻案等

に限らず著作権を侵害する行為に対しては罰則が設けられています（同法 119 条 1

項） 5。 

従前から、ダイジェスト（要約）という形で既存の著作物を短くまとめる行為は翻

案行為に該当すると考えられていましたが6、本件において、警視庁は、原作の漫画

の内容を文字だけで要約した場合であっても、その表現の詳細さによっては、当該要

約行為が著作者の翻案権の侵害に該当するとの判断をしたようです7。本件に係る刑

事手続が今後どのように進展するか、続報が待たれます。 

（髙橋 悠） 

 

 

3．文化庁が「チケット不正転売禁止法に基づく興行入場券の適正な流

通の確保に関する措置について（依頼）」を発出 

 

文化庁は、2022 年 6月 14日、感染防止措置の実施等を条件にイベント等の開催が

解禁され始め、それに伴いチケット流通の回復傾向がみられる一方、チケット不正転

売禁止法8（以下「転売禁止法」といいます。）上の「特定興行入場券」に該当しない

 
5 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金 
6 小倉英夫＝金井重彦編『著作権法コンメンタール〈改訂版〉I』（第一法規 2020年）574頁等 
7 報道からは必ずしも明らかではありませんが、要約行為の過程でサイトの運営者らにおいて新たな創

作的表現が付加されているため、当該要約行為は単なる複製には当たらず、翻案に該当するとの判断が

された可能性があります。 
8 チケット不正転売禁止法の正式名称は、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/17693.html
https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/14273.html
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（＝法の規制を受けない）チケットの販売が散見されるとともに、「特定興行入場券」

を含むチケットの高額転売が行われているケースがみられる9こと等を踏まえ、「チケ

ット不正転売禁止法に基づく興行入場券の適正な流通の確保に関する措置について

（依頼）」10（以下「本通知」といいます。）と題する通知を発出しました。 

本通知は、イベント等の主催者等に対して、①販売するチケット等が「特定興行入

場券」の要件（転売禁止法 2 条）を満たすかを改めて確認すること、②入場時の本人

確認等の「特定興行入場券」の不正転売の防止等に関する措置等（転売禁止法 5 条）

を講ずること、③チケット購入者への注意喚起等の国民の関心及び理解の促進のため

の広報活動（転売禁止法 7 条）を実施すること、を依頼する内容となっています。 

上記①に関して、転売禁止法は、いわゆるチケットの不正転売を網羅的に処罰対象

としている訳ではなく、「特定興行入場券」の「不正転売」11等に限って処罰対象とし

ています（転売禁止法 9条）。「特定興行入場券」とは、興行12を行う場所に入場する

ことができるチケットのうち、入場資格者又は座席が指定されており、チケット販売

時の明示・確認事項及びチケット券面への表示事項に係る要件13を満たすものをいい

ます（転売禁止法 2 条 3 項）。本通知の添付資料「チケット不正転売禁止法及び特定

興行入場券の要件について」14は、「特定興行入場券」の要件について、具体例も交え

詳細に解説しています。 

（城戸 賢仁） 

 

 

4．経済産業省が「アートと経済社会について考える研究会」を設置 

 

経済産業省は、「アートと経済社会について考える研究会～クリエイティブ産業政

策の新展開～」（以下「本研究会」といいます。）を新たに設置し、第 1回会合（テー

マ：「アートと企業・産業」）を 6月 30日に開催しました15。 

本研究会は、日本のアート市場規模や一人当たり文化 GDP が先進国最低レベルで

ある状況16を課題として捉えるとともに、アートの持つ経済産業的意義（アートが多

 
な流通の確保に関する法律（平成 30年法律第 103号）」です。 
9 チケットの転売行為が事件化された最近の事例として、例えば、プロサッカーチームのホームゲーム

の入場券を高額で転売した者が書類送検された事例が挙げられます

（https://www.frontale.co.jp/info/2022/0623_1.html）。 
10 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/93720301.html 
11 「不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ず、反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格で

転売する行為を意味します（転売禁止法 2条 4項）。 
12 芸術、芸能又はスポーツを不特定多数の者に見せ、又は聞かせることをいいます（転売禁止法 2条 1

項）。 
13 具体的には、チケット販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示したり、入場資格

者又は購入者の氏名・連絡先を確認したりすること等が必要とされます。 
14 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/pdf/93720301_01.pdf 
15 配布資料や議事概要は、経済産業省のホームページ

（https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/index.html）にて公開予定です（7月 19日時点で

は未掲載）。 
16「令和 3 年度「文化行政調査研究」文化芸術の経済的・社会的影響の数値評価に向けた調査研究」

（https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/bunka_gyosei/index.html）参照。 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/95239.html
https://www.frontale.co.jp/info/2022/0623_1.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/93720301.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/pdf/93720301_01.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/index.html
https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/bunka_gyosei/index.html
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様な才能や地域固有の価値を開花させ、地域経済や産業における付加価値の源泉とな

る可能性等）を確認しつつ、デジタルを含むアート領域への投資・需要を拡大し、ア

ートと経済社会の循環エコシステムを構築することを目的としています。 

また、本研究会では、公共建築の建設費用の一定割合（一般的には 1%）をアート

のために支出する「パーセント・フォー・アート」という文化政策についても議論さ

れることが予想されます。この「パーセント・フォー・アート」はもともと、1930

年代の大恐慌時代に、米国ニューディール政策のもとで芸術家の雇用対策として行わ

れたものが起源とされており、その後、文化芸術振興策としてフランスやカナダ等に

広がり、アジアでは韓国等でも導入されています。 

今後も「アートと地域・公共」、「アートと流通・消費」、「アートとテクノロジー」

をテーマに議論が本研究会で行われる予定であり、その内容が注目されます。 

（古市 啓） 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  Column ① ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

アート所有者における著作権法上の留意点 

―観音仏頭部すげ替え事件控訴審を題材に― 

 

著作権法 10条 1項 4号は、「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」が著作権法

上保護されるとしています。「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したもの

であつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」（著作権法 2 条 1

項 1号）とされ、美術品（アート）が「著作物」に当たるというのは多くの方々のイ

メージの通りであろうと思われます。 

現在、日本においても、アートの市場を取り巻く状況に変化が生じています。従来

より、日本のアート市場は国際的に見て低調であるとされ、文化庁ワーキンググルー

プの報告書17では、日本のアート市場の活性化に向けた方向性が示され、アーティス

トに対する支援の強化と共に、アート取引の増加に向けた取組みの重要性が述べられ

ています。文化庁委託事業での調査18によれば、2021年度の日本国内のアート市場及

びアート関連品市場は 2,426億円規模となっていますが、文化庁の上記取組みに鑑み

れば、日本国内のアート市場も今後拡大傾向となることが考えられます。 

それでは、アートを購入し、自己の所有物とした場合に、著作権はアート所有者に

どのような形で関係するのでしょうか。所有権とは、本来「物の全面的支配権」であ

るとされ19、所有者は所有する物を自由に使用・収益・処分することができます20。こ

 
17「アート市場活性化を通じた文化と経済の好循環による「文化芸術立国」の実現に向けて」（文化庁）

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/pdf/92929401_03.pdf（2022年 7月 14日最終

閲覧）。 
18「日本のアート産業市場調査 2021」（エートーキョー / 芸術と創造）https://artmarket.report/2021（2022

年 7月 14日最終閲覧）。 
19 我妻榮＝有泉亨＝川井健＝鎌田薫『民法 1 総則・物権法（第 4版）』254頁（勁草書房、2021 年）。 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/14294.html
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/pdf/92929401_03.pdf
https://artmarket.report/2021
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の原理に従えば、アートの所有者は、社会的な評価はさておき、所有するアートを自

由に使うことができることとなり、例えば、誰かが作成した肖像画の顔の部分を自分

の顔に替えることもできるはずです。 

しかし、ここで問題となるのが著作権です。一般に、物の全面的支配権であると説

明される所有権は、著作権を包含する権利ではないと考えられています21。したがっ

て、アートを購入したとしても、その著作権はアートの著作者に帰属し続けることに

なります22。 

もっとも、著作（財産）権については、著作権法上アートの所有者に対する権利行

使を制限する規定が存在するほか23、権利の譲渡も許容されているため24、アートを購

入する際に著作（財産）権を購入者に移転させる旨同意を得られれば、一定程度手当

てをすることができます。しかし、著作者人格権については、一身専属の権利である

とされ25、譲渡ができないため、購入者のもとに権利を移転させることはできません。

上記の肖像画の例についていえば、肖像画の顔部分を替える行為は、「改変」に該当

し、著作者の同一性保持権26を侵害することとなり、損害賠償等を請求される可能性

があります27。 

このような問題が議論された裁判例として、知財高判平成 22年 3月 25日判時 2086

号 114頁〔観音仏頭部すげ替え事件控訴審〕があります。同事件では、東京都文京区

にある光源寺で「駒込大観音」として信仰を集めていた観音像が、東京大空襲での焼

失の後、平成 5年に復興されましたが、観音像の目が見開いた状態で、驚いたような、

睨みつけるようなものとなっていたことに違和感を覚えた住職の依頼によって、当該

観音像の作成者の死亡後、頭部がすげ替えられたことが問題となりました（すげ替え

後とすげ替え前の頭部については、本文末尾の写真を参照）。 

知財高裁は、同事件における頭部のすげ替えが、観音像の作成者が生存していると

したならばその同一性保持権を侵害する行為であり、著作権法 113条 6項（現行著作

権法 113 条 11 項）所定の「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を

利用する行為」に該当するなどとして、著作権法 116条に基づき、著作権法 115条に

規定する「著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置」

等として、事実経緯を説明するための広告措置を求めることができると判断しました。 

本件で注目すべき点はいくつかありますが、まず第一に、この訴訟が観音像の著作

者の死亡後になされているということです。先ほど述べたように、著作者人格権は、

 
20 民法 206条。 
21 最判昭和 59年 1月 20日民集 38巻 1号 1頁〔顔真卿事件〕。 
22 著作者は、著作物を創作する者をいいます（著作権法第 2条第 1項第 2号）。 
23 著作権法 45条 1項は、「美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者

は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる」として、著作者の著作（財産）権

（展示権、著作権法 25条）が所有権者等の使用行為に対して制限されることを規定しています。 
24 著作権法 61条。 
25 著作権法 59条。 
26 著作権法 20条。 
27 上記の行為が所有者の私的領域で行われ、公表されていない場合になお同一性保持権侵害に当たるか

は議論がありますが、学説の多くは、私的領域における改変であることから直ちに同一性保持権侵害の

成立を否定しない立場をとっています。 
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一身専属の権利で、著作者の死亡により消滅しますが、著作者死亡後も、「著作者が

存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為」は一般的に禁じら

れており（著作権法 60条本文）、そのような行為に対しては一定の遺族（著作権法 116

条 1項）が差止請求（著作権法 112条 1項）及び故意又は過失により上記行為を行っ

た場合には名誉回復措置請求（著作権法 115条）をなすことができると定められてい

ます。このように、著作者人格権は、アートの購入者に移転ができないのみならず、

著作者の死後も、アートの使用等に一定の制約を課すものであることに留意をしなけ

ればなりません。 

次に、本件において裁判所は、観音像が信仰の対象であり、その表情は、拝観者ら

の信仰の対象として、重要な意義を有すること、本件観音像の頭部がすげ替えられる

前の表情に対して、信者や拝観者の中に、違和感を覚えるなどの感想を述べる者や、

慈悲深い表情とするよう善処を求める者がいたことを認定しながら、なお観音像頭部

のすげ替えが「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行

為」に当たると判断しました。確かに、著作者の立場からすれば、自己の作成した観

音像の頭部を同意なくすげ替えられることは許しがたいものと思われますが、他方で、

観音像が単なるアートではなく、宗教上の信仰の対象といういわば実用的な側面を有

していることに鑑みれば、信者等の要望に応えようとした住職を一概に否定すること

もできないような印象を持ちます。両者の調整は困難な問題ですが、知財高裁の判断

から、上記の肖像画の例のように、アート所有者の恣意的な行為のみならず、特定の

必要性から著作物の内容に変更を加える行為に対しても、著作権法上の権利行使がな

される可能性に留意すべきことが分かります28。 

最後に、本判決が事実経緯を説明するための広告措置を認めた点も、注目に値しま

す。本件第 1 審の東京地裁29は、すげ替えた観音像の頭部を元に戻す原状回復措置を

認めましたが、知財高裁は、そのような措置は「適当な措置」とはいえないとしまし

た。このように、著作権法 115条が定める「著作者若しくは実演家の名誉若しくは声

望を回復するために適当な措置」は、事案に応じて様々な内容を含むものであり、仮

にこの請求が認められた場合、アート所有者は、当該事案に応じた「適当な措置」に

対応する必要があります。 

以上のように、アートの所有者は、たとえアートの所有権を保有していたとしても、

その著作権及び著作者人格権に配慮をする必要があります。特に、一身専属性を有す

る著作者人格権については、アートの購入者が権利の譲渡を受けることができず、著

作者の死後も一定の権利行使が認められている点で、注意が必要です。今後、日本の

アート市場が発展するのに伴って、アートの売買もより活発になるものと思われます

 
28 もっとも、裁判例の中には、特定の必要性から著作物に変更を加えた行為について、著作権法上の権

利行使を認めなかったものも存在します。例として、慶應義塾大学構内の建物に存在したイサム・ノグ

チのデザインによる「談話室」（「ノグチ・ルーム」）と呼ばれる部屋が、新校舎の建設に伴う建物の解体

により移設されることについて、イサム・ノグチ財団らがノグチ・ルームに係る同一性保持権の侵害等

を主張した東京地決平成 15 年 6 月 11 日判時 1840 号 106 頁〔ノグチ・ルーム事件〕、商業施設の庭園

に「希望の壁」と呼ばれる構造物が設置されることについて、庭園の設計者が当該庭園に係る同一性保

持権の侵害を主張した大阪地決平成 25年 9月 6日判時 2222号 93頁〔新梅田シティ事件〕があります。 
29 東京地判平成 21年 5月 28日裁判所ウェブサイト。 
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が、購入の際には、契約書等をご確認いただき、著作権等の対応についてご確認をい

ただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（すげ替え後）             （すげ替え前） 

〔観音仏頭部すげ替え事件控訴審〕判決別紙より 

（田中 浩之、松井 佑樹） 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  Column ② ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

強制執行等をすることができない海外の美術品 

 

歴史的に美術品は盗難や戦時下の略奪の対象となることが多く、実際に、美術館に

対して本来の所有者を名乗る者が返還を求めて紛争になる例は世界的に散見されて

きました。 

ところで、美術館や博物館は、自ら美術品などを収蔵しているのみではなく、展覧

会などを開催する際には、他の美術館が保有している美術品の貸し借りがよく行われ

ています。では、このように貸し出された美術品が、例えば実は過去に盗まれたもの

であり本来の所有者を名乗る人が現れて返還を求めた場合、どのような法律関係にな

るでしょうか。 

法律上、物が本来あるべき人の手元になく、他の誰かが法律上の根拠なく占有して

いる場合、本来の所有者はその物を自身に返すように請求できます。裁判所の判決に

よりその権利が認められた場合などには、最終的には強制執行という形で強制的に、

本来の所有者の手元に戻すことができます。美術品などについても例外ではなく、例

えば美術品が盗まれてしまった場合、最終的に裁判などで本来の所有者の権利が確定

されれば、強制執行により権利を実現できるのが原則です。また、裁判所の判決が出

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/709.html
https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/95350.html
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る前であっても、予め権利を保全する目的で、動産占有移転禁止などの仮処分を申し

立てることも考えられます。 

しかしながら、例えば美術館が他の美術館に美術品を貸し出している間に、その美

術品の本来の所有者を名乗る人が現れ、強制執行などの末に美術品が返ってこないお

それがあるとなると、美術館としては積極的に美術品を貸し出すことをためらってし

まうようになってしまいます。例えば、実際に、ロシアのプーシキン美術館が国外に

貸し出した絵画が国外で差し押さえられた事件が発生しており、海外の美術品等の差

押えを防止するための法整備がなされていない国に対しては貸出しを行わない美術

館も存在するようです。このような背景から、欧米諸国には、海外から貸し出された

美術品については強制執行等を禁止する旨の法律が制定されている国が複数存在し

ます。 

日本においては、「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」（以

下「公開促進法」といいます。）という法律が、2011年に制定されています。この法

律は、「海外の美術品等の我が国における公開の促進を図るため、海外の美術品等に

対する強制執行等の禁止の措置を定めるとともに、国の美術館等の施設の整備及び充

実等について定めることにより、国民が世界の多様な文化に接する機会の増大を図り、

もって国際文化交流の振興に寄与するとともに文化の発展に資することを目的」とし

ています。 

具体的には、展覧会の主催者から文化庁に対して申請がなされ（公開促進法 3条 2

項）、要件を満たす海外美術品等については、文部科学大臣による指定が行われます。

この指定がなされた海外美術品等は、強制執行、仮差押え及び仮処分をすることがで

きなくなります（同条 1 項本文）。但し、当該海外美術品等を公開するために貸与し

た者の申立てによりなされる強制執行、仮差押え及び仮処分は許容されます（同項但

書、公開促進法施行令 3 条）。また、この指定がなされると、その内容は公示される

こととなります（公開促進法 3条 4項）30。 

直近では、2022年 6月 13日付で、岡本太郎氏の「《露店》Fairground Stall(Boutique 

foraine)」と題する絵画が指定されています。この絵画は、海外へ寄贈されて以降日

本で公開されてこなかったもののようで、この度、2022 年 7 月 23 日から 2023 年 3

月 14 日までの期間に、大阪、東京及び名古屋の各美術館において公開される予定で

す。 

（緒方 航） 

 

 

 

 
30  文化庁ウェブサイト「強制執行等することができない海外の美術品等の指定について」

（ https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/bunkazai/kaigaibijutsu_sokushin/shitei/i

ndex.html） 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/17526.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/bunkazai/kaigaibijutsu_sokushin/shitei/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/bunkazai/kaigaibijutsu_sokushin/shitei/index.html
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【編集後記】 

 MHM Culture & Arts Journalの第 2 号である本号では、コラムを 2 本掲載しました。

田中弁護士・松井弁護士による「アート所有者における著作権法上の留意点―観音仏

頭部すげ替え事件控訴審を題材に―」では、一見完全な権利のように思える所有権と

これに含まれない著作権の興味深い関係について、具体例も交えて紹介しています。

同コラムは、アート作品の保存・修復に関する問題にも示唆を与え得る内容となって

いるのではないでしょうか。緒方弁護士による「強制執行等をすることができない海

外の美術品」では、文化芸術分野に特有の法律である、「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」を紹介しています。CULTURE & ARTS BULLETIN / 

MHM Culture & Arts Journal では、今後も、同法のような、文化芸術分野に係る特殊な

規制についても紹介していきますのでご期待ください。 

 森・濱田松本法律事務所文化芸術 PGでは、皆さまのご意見等をお待ちしております。

CULTURE & ARTS BULLETIN / MHM Culture & Arts Journal への掲載内容へのご質問

のほか、誌面への感想、取り上げてもらいたいテーマ等のご要望も大歓迎です。今後

ともよろしくお願いいたします。 

（編集担当：小田 大輔、城戸 賢仁） 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/587.html
https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/95239.html

