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講　　　演

　「人権及び基本的自由の保護のための欧州条約第１追加議定書第１条の文言

により保障されているような財産の尊重への権利［droit au respect des biens］

が財物行政法［droit administratif des biens］に及ぼした影響は、人々がそう

主張するほど〔同法に〕動揺を与えるものではありません1」ⅲ。

　この発言は〔人々を〕安心させようとするものでありますが、周知のように、

かかる楽観主義的な考え方が万人により共有されているわけではありません。

それどころか逆に、欧州人権裁判所の判例による災禍を強調する人々もいます。

欧州人権裁判所の判例は、非常に多くの場合、〔国内の財物行政法に〕動揺を

与えるものとみなされており、時には極めて「偶像破壊的な［iconoclaste］」も

のとすらみなされているのです。しかしながら、周知のとおり、国内の裁判所

は、多くの場合、欧州人権条約の諸規定を適用すること──そして、そのよう

な場合に優先させること──を求められるたびに、ためらいを見せています。

1 Mattias Guyomar, «Les incidences du droit « au respect des biens» sur le 
droit administratif des biens», in Droit administratif des biens et droits de 
l'homme, Les cahiers du GRIDAUH, n° 14, 2005, p. 81.
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かかるためらいは、例えば、国内の裁判所が、ストラスブールに拠点を置く欧

州人権裁判所に訴訟が係属した場合に国家当局に対して下される可能性のある

有責判決を、さらに時おりほぼ確実でさえある有責判決を先取りし、自ら同様

の判決を下すといった点において見られるものであります。

　2012年４月24日の文化・通信大臣対マテ・デュメーヌ［Ministre de la culture 

et de la communication c/ Mathé-Dumaine］判決ⅳにおいて、コンセイユ・デ

タは、ある法制度の条約適合性について含みのある判決を下しました。その法

制度とは、私有地の地下で発見される可能性のある不動産考古学遺跡の所有権

に関して2001年に創設された制度であります。本判決は、以上のような状況に

おいて、──全くもって特殊な──問題が存在することをはっきりと示してい

ます。この問題は、国内法に対する欧州条約の優位性に起因するものであり、

またそればかりでなく、その法的構造が生ぜしめる困難性にも起因するもので

あります。かかる事情により、越権訴訟を担当する裁判官は、国内法に由来す

る諸規定が欧州条約の諸要請に適合しているか否かについて判決を下し、また、

国内法についても欧州条約についても欧州人権裁判所の判例に照らして解釈す

ることを余儀なくされているのです。

2001年１月17日の法律の法的仕組み

　地下に存する不動産考古学遺跡の所有権は、2001年に、ショーヴェ洞窟［la 

grotte Chauvet］の収用に起因する補償金請求訴訟2の中で提起された疑問に応

じて、公権力をして1941年９月27日のカルコピーノ法［loi Carcopino］に基づ

く制度を見直すに至らせました。当該法制度は、完全に民法典第552条に依拠

するものでありました。民法典第552条は、「土地を所有する者は、天頂に至り、

地底に達するまで所有者なりⅴ［cujus est solum, ejus est usque ad coelum et 

ad inferos］」というラテン語の格言に従い、土地の所有権が──地底の最深部

までの──地下の所有権と──天空の最高度までの──地上の所有権とを含む

2 Cour d'appel de Toulouse 26 mars 2001, Helly et autres, Et. Fonc. 2001, n° 90, 
p. 6, obs. René Hostiou ; Les Petites Affiches (L.P.A.) 13 août 2001, n° 160, p. 10, 
note Pierre Cabrol ; Sandrine Cortembert, «La grotte Chauvet (ou la protection 
des intérêts financiers de l’État sous le couvert de celle d'un site paléolithique)», 
L.P.A. 7 avril 1997, n° 42, p. 11.
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と規定しています。

　2001年の法律第13条は、この民法典第552条を極めて明示的に「無力化し

［neutraliser］」ようとするものでありました。この2001年の法律第13条は、次

のような修正案に由来するものであります。すなわち、その修正案とは、事前

考古学［archéologie préventive］ⅵについての法律に係る国民議会第１読会にお

ける審議の際に提案され、政府によって「正義への配慮のために［dans un 

souci de justice］」（原文ママ［sic］）修正されたものであります。この修正がな

された理由は、民法典第552条によって定められた推定が「所有者もその祖先

も取得したことがなく又は譲渡されたことのない財産を当該所有者が享受する

ことを許容する」効果をもたらしてしまうから、というものでありました。〔こ

の2001年の法律第13条は、次のように規定しています。〕

　「不動産考古学遺跡については、民法典第552条の諸規定の適用除外とする。

国は、不動産考古学遺跡が所在する土地の所有者に対して、当該遺跡にアクセ

スする［accéder］に当たって当該所有者に生じうる損害を填補するための補償

金を支払う。協議による合意が得られない場合、補償金に関する訴訟は司法裁

判官に提起される」。〔この規定は、現在、文化遺産法典法律篇第541-1条に編

纂されています。〕

　これらの諸規定は、事前考古学についての行政上及び財政上の手続に関する

2004年６月３日のデクレ第2004-490号第63条が定める枠組みにおいて適用され

ることとなりました。この2004年のデクレ第63条によって、以下のような著し

く巧妙で、ひどく手の込んだ計略が公権力により巡らされました。すなわち、

それは、不動産考古学遺跡を含む土地の所有者が、自身が当該遺跡の所有者で

あることを立証することに成功した場合を除き──こうした証明は、土地の所

有者が法的権原［titre juridique］も、仮に発見されるまでその存在を人に知ら

れなかった財産が問題となる場合には取得時効の効果も決して主張しえないこ

とが明らかであることから、「悪魔の証明［probatio diabolica］」に属するもの

であるといえます──、当該財産は、「主〔＝所有者〕なきもの［sans maître］」

としてみなされ、当該財産が所在する地域を管轄するコミューンに帰属するも

のとしてみなされるというものであります。そして、当該財産の所有権は、上

記コミューンが自己の権利行使を放棄する場合には、当然に［de plein droit］
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国に移転することとなり（民法典第713条）、その場合、州知事［préfet de 

Région］には係争財産が「国の所有財産［propriété de l’État］」になったことを

「確認する［constater］」権限が付与されています。したがって、国は、それ自

身いささかの証拠も提出するまでもなく、国の全土で発見されることとなるあ

らゆる不動産考古学遺跡の所有者となることができるのです。この法的仕組み

は、国にとって非常に安上がりなものであるといえます。なぜなら、国は、もっ

ぱら不動産考古学遺跡が存する土地の所有者に対して当該遺跡にアクセスする

に当たって当該所有者に生じうる損害を填補するための補償金の支払いを求め

られるだけにすぎないからであります。

　人々が係争事件において目の当たりにしたのは、このようなシナリオ〔＝筋

書〕でありました。〔原告である〕マテ・デュメーヌ氏は、シャラント［Charente］

県ヴィロヌール［Vilhonneur］町のタルドワール［Tardoire］渓谷にある５ヘク

タールの森林地〔＝植林地〕の所有者でした。彼の通報に基づいて、一つの洞

窟学者のチームが、2005年12月８日に、──およそ地下20メートルの地点で─

─回廊網［réseau de galeries］と、とりわけ後期旧石器時代に起源を有しうる

ものとして考えられる洞窟壁画の跡がある複数の部屋［salles］を発見しました。

この重大な発見──この「顔洞窟［la grotte au visage］」という名の洞窟には、

およそ紀元前27000年にさかのぼるグラベット文化期［période du Gravettien］

の人の顔の肖像が描かれています──は、早速、翌日の12月９日に国家当局に

知らせられることとなりました。ヴィロヌール町議会は、2006年４月７日付け

の 議 決 に よ り、── 国 が、 上 記 洞 窟 に「 ヴ ィ ロ ヌ ー ル 洞 窟［Grotte de 

Vilhonneur］」という公式の名称を付与し、かつ、非商業的な使用のためにそ

の画像［image］〔の使用権〕を町に無償で譲渡するという条件の下──当該財

産に対して自己の権利を行使することを放棄する旨の決定を行いました。当該

財産は、この議決をもって直ちに国の所有財産となりました。その結果、組み

合わされた上記諸規定（文化遺産法典法律篇第541-1条、民法典第713条、2004

年６月３日のデクレ第63条）に基づいて、ヴィエンヌ県［Vienne］の知事でも

ある、ポワトゥー＝シャラント州［Région Poitou-Charentes］の知事が、2006

年５月12日にアレテを発することにより、この法状況を「確認し」、「ヴィロヌー

ル洞窟」という名の不動産遺跡が国の公有財産に編入されることを宣言したの

です。

　かかる法的仕組みが欧州人権条約に適合するものであるか否かという問題
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は、以上のような法的措置によって生じた訴訟の中で提起されたものでありま

す。以下のことが事実として認められます。すなわち、事実審が、この法的仕

組みが──欧州人権条約に由来する──各人が有する自己の財産の尊重への権

利の要請に全面的に反するものであると明示したのに対して、コンセイユ・デ

タは、逆に、その問題についてはるかに慎重な姿勢を示そうとしたということ

で あ り ま す。 以 上 の こ と は、 同 時 に か つ 競 合 的 に［tout à la fois et 

concurremment］、欧州の多様な法制度を統合するファクターとしての欧州人

権条約に内在する潜在能力を明らかにします。これらの法制度の各々は、今後、

共通ではあるが同時に未決定の余白部分［marge d'indétermination］も含む諸

規定に直面させられることとなります。この未決定の余白部分というのは、国

内の裁判所が欧州人権裁判所の前哨［avant-postes］として位置づけられてい

る、裁判審査の構造によって不可避的に生ぜしめられるものであります。とい

うのも、国内の裁判所は、時に欧州人権裁判所の諸要請に適合しないような解

釈を維持するリスクを冒して裁判審査を行うことがあるからです。

事実審による分析：2001年の法律の全面的な条約不適合性

　〔前述のような〕行政主体の決定に直面した土地の所有者〔マテ・デュメーヌ

氏〕は、知事に対して非訟的な異議申立てを行いましたが、知事がこれに応じ

なかったため、ポワチエ［Poitiers］行政裁判所に──当該異議申立てに対する

拒絶を示す黙示的決定と2006年５月12日の知事によるアレテとを同時に対象と

する──訴訟を提起しました。行政裁判所は、多くの場合、この種の主張

［argumentaire］に対しては非常に及び腰になるのですが、〔本件訴訟において

は〕めったに見せない大胆さを見せました。すなわち、同裁判所は、国によっ

て適用された諸規定が「あらゆる自然人又は法人は、自己の財産の尊重への権

利を有する」と規定する欧州人権条約第１追加議定書第１条の諸規定に反する

として、上記の２つの決定を取り消したのです3。

　〔これに対して、〕国が控訴し、今度はボルドー［Bordeaux］行政控訴院が、

この訴訟事件の審理を行うべきこととなりました。報告官のジュパン［D. 

Zupan］は、第一審において考慮された取消理由の代わりに、他の理由、すな

3 Tribunal administratif (T.A.) de Poitiers 20 novembre 2008, Mathé-Dumaine, 
inédit.
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わち、知事の決定が遅延したという理由を援用しました（2006年５月12日付け

でなされた当該決定が所有者に正式に通知されたのは、７月10日、すなわち、

2004年６月３日のデクレ第63条によって規定された──「遺跡の発見から［à 

compter de la découverte du vestige］」──６か月の期間を経過した後であり

ました）。これに対して、行政控訴院は、第一審の裁判官らによる分析を完全

に維持すべきであると解しました。行政控訴院は、同様のケースにおいて欧州

人権裁判所が行っている比例性の審査［contrôle de proportionnalité］4を採用

し、以下の点を強調しました。すなわち、係争中の諸規定は、「先に自身が土

地の所有者であったという事実のみに基づき地下構成物の所有権を立証すると

いう手段を土地所有者から奪う点において」、「土地の所有者の諸権利と国の諸

権利との間の適切な均衡状態を創り出す」ものとしてみなされえない。また、

当該諸規定は、いかなる金銭的な補償もなく、所有する土地の地下に存する考

古学遺跡の所有権を当該土地の所有者から奪う点において、「一般利益の要請

と所有権保護の要請との間の適切な均衡」を図ったものとはいえない。したがっ

て、当該諸規定は、欧州人権条約第１追加議定書第１条の諸規定に反する。以

上のことから、ポワトゥー＝シャラント州の知事は、法律上、上記アレテによっ

て「ヴィロヌール遺跡」という名の遺跡が国の所有財産となったことを確認す

るに当たって、また、国の公有財産に当該遺跡を編入するに当たって、当該諸

規定をその根拠とすることはできない、と5。本判決の評釈を書いた論者は、「捕

らえようと思っていた者が捕らえられる〔＝ミイラ取りがミイラになる〕［Tel 

est pris qui croyait prendre］ⅶ」と実に適切に指摘しました。かかる指摘は、

本 判 決 を 機 と し て、 国 家 権 力 に よ る 自 由 侵 害 行 為［comportements 

liberticides］を防ぐために欧州人権条約が有している潜在能力──それは、非

4 Cour européenne des droits de l'homme (C.E.D.H.) 23 septembre 1982, 
Sporrong et Lönnroth c/ Suède, série A, n° 52, p. 29, § 69 ; Frédéric Sudre, 
«Le droit au respect de ses biens au sens de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme», in Droit administratif des biens et droits de 
l'homme, préc. pp. 67 et s., spéc. p. 77.
5 Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 décembre 2010, Ministre de la 
culture et de la communication c/ Mathé-Dumaine, req. n° 09BX00104, Actualité 
juridique-Droit administratif (A.J.D.A.) 2011, p. 1381, note Stéphane Manson ; 
Juris-Data n° 2010-026758.
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常に多くの場合、国内の裁判所により無視されています──を示唆するもので

あります。

コンセイユ・デタによる分析：2001年の法律の相対的な条約不適合性

　コンセイユ・デタ──破毀審判事──による分析は、事実審の判事らによる

分析よりも含みのあるものです。コンセイユ・デタは、この事件における係争

中の諸規定の適用が条約上の諸要請に十分に応えるものでないことを認めては

いるものの、その分析に重大な限定──係争財産の所有権がいつ取得されたか

に応じてなされる限定──を付しています。このことは、我々をして欧州人権

裁判所の判例に照らして当該限定が適切であるか否か──つまり、有効である

か否か──を自問するに至らせるものであるといえます。

　コンセイユ・デタによれば、当該諸規定が、2001年１月17日の法律第13条の

効力が発生する前に土地を取得した所有者から、当該財産の地下物［tréfonds］

に対する権利、すなわち、当該土地が含みうる不動産考古学遺跡に対する権利

を剥奪することを目的としたものであり、かつ、──そのような効果を生ぜし

める──限りにおいて、当該諸規定は、欧州人権条約第１追加議定書第１条に

反することとなるといいます。欧州人権裁判所の用語を引き継いで言うならば、

各人が有する自己の財産の尊重への権利に対して明白に「不当な干渉

［ingérence］」となる諸規定については、周知のように、当該諸規定は、一方

での共同体の一般利益の要請──国の歴史的・文化的遺産の保護は、疑問の余

地なく、この一般利益にあずかるものであるといえます──6と、他方での個

人の基本的権利の保護の要請との間の「適切な均衡［un juste équilibre］」を図

るものでなければなりません。所有権を剥奪する法的措置が正当な目的を追求

するものであるというだけでは十分ではなく、さらに、用いられる手段と実現

させようとする目的の間に「合理的な比例関係［rapport raisonnable de 

proportionnalité］」が存在しなければならないのです7。そして、特に、係争措

6 C.E.D.H. Grande Chambre 19 février 2009, Kozacioglu c/ Turquie, req. n° 
2334/03, § 53, A.J.D.A. 2009, p. 872, chron. Jean-François Flauss  ; Actualité 
juridique-Droit immobilier 2010, p. 113, chron. Simon Gilbert  ; Revue 
trimestrielle de droit civil 2009, p. 683, obs. Jean-Pierre Marguénaud.
7 C.E.D.H. 21 février 1986, James et autres c/ Royaume-Uni, série A, n° 98, § 50.
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置が上記の「適切な均衡」を尊重しているかどうか、つまり、当該措置が被害

者に「過度の〔＝不釣合いな〕［disproportionnée］」負担を負わせるようなもの

でないかどうか、を評価するためには、被害者に支払われる補償金の問題が極

めて重要となります。当該財産の価値と「合理的にみて均衡のとれた

［raisonnablement en rapport］」金銭の支払いがなければ、その所有権の剥奪

は通常「過大な［excessive］」侵害となります。また、欧州人権条約第１追加議

定書第１条は、毎回常に全面的な補償に対する権利を保障しうるものではあり

ませんが──公益性に関する正当な諸目的があれば、係争財産の商品価値の満

額よりも低い額の補償を行うことができます8──、完全な無補償は、「特段の

事情がない限り」正当化されえないのです9。したがって、以下のように考える

よう促されることとなります。すなわち、以上の最初の点──2001年以前に取

得された財産であるという原告の利害に極めて直接的に関わる点──に関して

は、ポワチエ行政裁判所及びボルドー行政控訴院による分析を正当であると判

断している点において、コンセイユ・デタの判決が、欧州人権条約の諸要請を

完璧に理解した上で、当該諸要請に非常に正確に応えたということであります。

この種の訴訟事件は、下流、つまり、ストラスブールの裁判官の面前よりもむ

しろ上流で──すなわち国内レベルで──取り扱われる方が望ましいように思

われうる限りにおいて、このコンセイユ・デタの判決は、多くのケースにおい

て、そのモデルとして役立つことさえありうるでしょう。この判決はまた、国

家当局に欧州法の諸規準〔＝諸原則〕［canons］に対してより注意深くあるよう

促すことに寄与しました。当該諸規準〔＝諸原則〕は、各人が有する自己の財

産の尊重への権利を遵守することを求めるという点において、しばしば、より

要求の厳しいものとなっています。こうした傾向は、特に近年見られるように

なってきているものであり、とりわけ収用に関して見られるものであります10。

8 C.E.D.H. 8 juillet 1986, Lithgow et autres c/ Royaume-Uni, série A, n° 102, pp. 
50-51, § 121.
9 C.E.D.H. 9 décembre 1994, Les Saints Monastères c/ Grèce, req. n° 13092/87, 
§ 71, A.J.D.A. 1995, p. 212, chron. Jean-François Flauss ; D. 1996, p. 329, note 
Dominique Fiorina ; C.E.D.H. 23 novembre 2000, Ex-roi de Grèce et autres c/ 
Grèce, req. n° 25701/94, § 89, A.J.D.A. 2000, p. 1006 et 2001, p. 1060, chron. 
Jean-François Flauss.
10 この点については、ジャン・フランソワ・ストゥルイユ氏のテーズを参照
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　コンセイユ・デタは、──ここでもまた欧州人権条約第１追加議定書第１条

に照らして──、破毀審判事が持ち込むべきだと考えた限定の正当性について

自問し続けています。その限定とは、本件事案のように2001年の法律の効力が

発生する前に土地の所有権を取得した者が問題となる場合ではなく、同法の効

力が発生した後に土地の所有権を取得した者が問題となる場合に関して破毀審

判事が持ち込むべきだと考えたものであります。コンセイユ・デタは、以下の

点を強調しています。すなわち、後者の者たちに関しては、これらの者が有償

によってであれ無償によってであれ当該土地の所有者になったとしても、上記

法律の諸規定により、以後、それらの者は、当該遺跡の所有権を主張するため

に民法典第552条によって定められた推定を援用することはできず、また、か

かる状況にある者に対して文化遺産法典法律篇第541-1条を適用することは、

上記条約の規定の意味において「財産を剥奪するものとはみなされ」えない、と。

　最高行政裁判所〔＝コンセイユ・デタ〕が次のような配慮を示していること

が見事にわかります。すなわち、その配慮とは、立法府の意向に明らかに反す

る判例の射程を限定することに努め、また、公金の浪費と受け取られかねない

ものから納税者を保護しようとする配慮であります。さらに、次のように主張

したがる人々もいます。すなわち、こうしたケースにおいては、土地の取得者

が、自身が当該土地の所有者になったとしても2001年の法律のまさにその効力

によって同法の施行後に発見されることとなった不動産考古学遺跡の所有権を

取得することはありえないという事実を知っているであろうし、少なくとも

知っているべきであった──何人も法を知らざるものとはみなされず［nemo 

censetur ignorare legem］ⅷ──、と。しかしながら、その立論〔＝言い分〕は

全く決定的なものではありません。というのも、ある法的措置が国内法に照ら

して適法であるという事実のみでは、それが条約に適合しているということの

証明には全くならないからであります。また、他方、「欧州人権条約第１追加

議定書第１条前段第２文の意味における所有権の剥奪」が問題となるたびに、

欧州人権裁判所が、当該剥奪の被害者に対してどの程度の補償金を支払うか、

（Jean-François Struillou, Protection de la propriété privée immobilière et 
prérogatives de puissance publique. Contribution à l'étude de l'évolution du droit 
français au regard des principes dégagés par le Conseil constitutionnel et par la 
Cour européenne des droits de l'homme, Paris, L’Harmattan, 1996.）。
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という点について国家当局に一定の「評価の余地［marge d'appréciation］」を

残すべきであると考えているとしても11、先のケースにおけるのと同じように、

このケースにおいても以下の点については同じことがいえます。すなわち、「当

該遺跡にアクセスするに当たって」当該土地の所有者に生じる損害に相当する

補償の他には何らの補償もなされないということは、欧州人権裁判所が解釈し

ているような意味内容での条約上の要請に照らすと、上記限定の条約適合性に

ついて疑念を漂わせる性質を有しているという点であります。それどころか欧

州人権裁判所が非常に強い自由主義的な考え方をもって≪財産［bien］≫概念

を解釈していることを知っている者からすると、このようなモデルケースにお

いて、かかる問題が生じないという考え方、つまり、土地の所有者はいかなる

財産も奪われていないというような考え方をするということは、欧州人権裁判

所の判例について全くもって危うい読み方を行っていると考えざるをえないの

です。したがって、より単純に言えば、この判決については、次のような理解

を排除することはできないでしょう。すなわち、この判決が、以上のような議

論に終止符を打ったと言うには程遠いものであり、それどころか今回ストラス

ブールに向かって新たな訴訟提起の可能性をもたらすことを後押しするような

性質を有しているという理解であります。

【参照条文】（本文登場順）

①人権及び基本的自由の保護のための欧州条約第１追加議定書第１条

　あらゆる自然人又は法人は、自己の財産の尊重への権利を有する。いかなる

者も、公益を理由とし、かつ、法律及び国際法の一般原則が定める諸要件に適

合する場合でない限り、自己の財産を剥奪されえない。

　ただし、前段の規定は、国家が有する権利、すなわち、一般利益に従って財

産の利用を規制するために、又は、租税、その他の負担金若しくは罰金の支払

いを確保するために必要であると考える法律を施行する権利を侵すものではな

い。

11 この意味において、C.E.D.H. 4 novembre 2010, Dervaux c/ France, req. n° 
40975/07, A.J.D.A. 2010, p. 2493, note René Hostiou. を参照。また、より最近下
されたショーヴェ洞窟に明確に関連する判決として、C.E.D.H. 11 octobre 2011, 
Helly et autres c/ France, req. n° 28216/09. を参照。
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②民法典第552条

　土地の所有権は、地上及び地下の所有権を含む。

　所有者は、地上に、適当と考えるあらゆる植栽及び建設を行うことができる。

ただし、“地役又は土地役務”の章に定められている例外に該当する場合には、

その限りでない。

　所有者は、地下に、適当と考えるあらゆる建設及び掘削を行うことができ、

また、当該掘削により産出しうるあらゆる産物をそこから引き出すことができ

る。ただし、鉱山に関する法令及び警察に関する法令による変更がある場合に

は、その限りでない。

③事前考古学ⅸに関する2001年１月17日の法律第2001-44号第13条

　前記1941年９月27日の法律第18条のあとに、次のように定められた第18-1条

を追加する。

　“第18-1条──不動産考古学遺跡については、民法典第552条の諸規定の適用

除外とする。

　国は、不動産考古学遺跡が所在する土地の所有者に対して、当該遺跡にアク

セスするに当たって当該所有者に生じうる損害を填補するための補償金を支払

う。協議による合意が得られない場合、補償金に関する訴訟は司法裁判官に提

起される。

　不動産考古学遺跡が偶然に発見され、それにより開発が行われる場合、当該

開発を行う者は、発見者に一括補償金を支払い、さもなければ、発見者に当該

遺跡の開発による利益を分配する。当該一括補償金及び利益分配は、発見物の

考古学的価値に応じて、コンセイユ・デタの議を経たデクレによって定められ

た上限及び方式に従って算定される。”

④文化遺産法典法律篇第541-1条

　土地所有者の諸権利に関する民法典第552条の諸規定は、不動産考古学遺跡

には適用されない。

　国は、不動産考古学遺跡が所在する土地の所有者に対して、当該遺跡にアク

セスするに当たって当該所有者に生じうる損害を填補するための補償金を支払

う。協議による合意が得られない場合、補償金に関する訴訟は司法裁判官に提

起される。

　不動産考古学遺跡が偶然に発見され、それにより開発が行われる場合、当該

開発を行う者は、発見者に一括補償金を支払い、さもなければ、発見者に当該
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遺跡の開発による利益を分配する。当該一括補償金及び利益分配は、発見物の

考古学的価値に応じて、コンセイユ・デタの議を経たデクレによって定められ

た上限及び方式に従って算定される。

⑤事前考古学についての行政上及び財政上の手続に関する2004年６月３日のデ

クレ第2004-490号第63条

　発掘又は偶然の発見に由来する不動産考古学遺跡を含む土地の所有者が、自

身が当該遺跡の所有者であることを立証する場合を除き、州知事のアレテは、

文化遺産法典法律篇第541-1条第１項及び民法典第713条の規定の効力により当

該遺跡が国の所有財産となることを確認する。当該アレテは、一般法の諸要件

に従い抵当権保存所に備え付けられている不動産登記簿の索引［fichier 

immobilier de la conservation des hypothèques］に公示される。

　不動産考古学遺跡の考古学的価値がそれを正当化する場合、州知事は、地域

間考古学調査委員会［commission interrégionale de la recherche archéologique］

の答申を経た上で、文化担当省に割り当てられた公有財産への当該財産の編入

を許可する。

　不動産考古学遺跡が公有財産に編入されない場合、国有財産法典命令篇第

129条第６項に定められた諸要件に従い、国は協議による合意の上で当該遺跡

を譲渡することができる。

　不動産考古学遺跡の発見から６か月の期間内に、州知事が、当該遺跡を国の

公有財産に編入することも、協議による合意に基づく譲渡をなすことも行わな

かった場合には、国は、当該遺跡の所有権を放棄したものとみなされる。当該

土地の所有者は、上記期間経過後はいつでも、州知事に対して、一般法の諸要

件に従い抵当権保存所に備え付けられている不動産登記簿の索引に公示すると

いう行為によって当該放棄を確認するよう請求することができる。

⑥民法典第713条

　主を有しない財産は、当該財産が所在する地域を管轄するコミューンに帰属

する。しかしながら、当該コミューンが自己の権利を行使することを放棄する

場合には、その所有権は当然に国に移転する。

【訳注】
ⅰ 凡例（○○）：原文ママ、［○○］：原語併記、〔○○〕：訳語の補充、〔＝○○〕：
訳語の言い換え
ⅱ ナント大学（フランス）法学部名誉教授。
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ⅲ この発言は、2003年10月17日にナントで開催された「財物行政法と人権」をテー
マにしたシンポジウムにおいてなされたものである。詳しくは原注（１）の論
文を参照。
ⅳ Conseil d'État 24 avril 2012, Ministre de la culture et de la communication c/ 
Mathé-Dumaine, Rec. 172 ; A.J.D.A. 2012, p. 1345, note René Hostiou ; Revue 
française de droit administratif 2012, p. 893, note Anne Foubert ; Jurisclasseur 
périodique (Le Semaine juridique), édition Administrations et collectivités 
territoriales 2012, n° 2391, note Hélène Pauliat  ; Revue de droit immobilier 
2012, p. 451, note Norbert Foulquier.
ⅴ このラテン語の格言の翻訳については、山口俊夫編『フランス法辞典』（東京
大学出版会・2002年）637頁を参照した。
ⅵ 「事前考古学［archéologie préventive］」という訳語については、稲田孝司『日
本とフランスの遺跡保護──考古学と法・行政・市民運動──』（岩波書店・
2014年）308-309頁（初出：同「事前考古学に関するフランスの新しい法律──
事前発掘調査における原因者負担制度の法的確立──」考古学研究48巻１号

（2001年）40-41頁）を参照した。少し長くなるが、参考になると思われるので該
当 部 分 を 以 下 に 引 用 す る。 す な わ ち、「 事 前 考 古 学 の 原 文 archéologie 
préventive は、直訳すると「予防考古学」になる。開発事業にともなう調査が
問題にされだした当初、それは一般に救急考古学 archéologie de sauvetage と
呼ばれていた。現在の文化省は、開発工事の前におこなう調査だからという理
由で préventive という用語を使っている。しかし、日本語で「予防」と訳すると、
その調査であたかも遺跡の破壊が予防されるかのような印象を与えてしまう。
実態はそうではない。日本の多くの事前発掘調査と同じく、調査をおこなった
うえで破壊するということだ。日本語の「事前発掘調査」という言葉の「事前」も、
正確には「工事前」ないし「破壊前」ということである。直截にそういったので
は印象がきついから、婉曲に事前と表現している。巧みな官庁用語だ。フラン
スの「予防」の訳語には、関係者以外には分かりにくいけれども、日本の「事前」
をあてておくのがいまのところ妥当だろう」、「また、事前「考古学」という言
い方は、日本の考古学研究者・埋蔵文化財関係者には奇異に映るかもしれない。
日本の文化財保護法や文化財行政では、考古学という学問と埋蔵文化財行政と
を峻別する立場をとっている。そのため、通常の考古学調査であっても行政上
必要となった調査は、考古学とはいわず埋蔵文化財調査と表現する。フランス
では考古学という学問を法的・行政的な管理のもとに置いてきた永い歴史経過
があり、学術的な動機の調査であろうと開発理由の調査であろうと、それらを
考古学という言葉で表現することに少しも違和感がない。フランス人からみれ
ば、日本の用語法の方が奇異に感じるはずだ…。日本の実情にあわせれば「事
前発掘調査」あるいは「事前考古学調査」などと訳することも可能だが、それで
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はフランスの固有の内容と表現が失われるのであえて「事前考古学」とした」。
ⅶ ［Tel est pris qui croyait prendre］という表現は、直訳すると「捕らえようと
思っていた者が捕らえられる」と訳すことができ、若干のニュアンスの違いは
あるが、わが国における「ミイラ取りがミイラになる」という諺に類似するも
のであるといえる（渡辺高明＝田中貞夫編『フランス語ことわざ辞典』（白水社・
1977年）213頁、調佳智雄＝ジャン-マリ・ルールム『フランス語ことわざ用法辞
典』（大学書林・1995年）330-332頁参照）。この表現は、17世紀のフランスの詩
人であるジャン・ドゥ・ラ・フォンテーヌ［Jean de La Fontaine］によって書
かれた「鼠と牡蠣［Le Rat et l’Huître］」という寓話に出てくる一節である。簡
単に要約すると、この寓話は、海岸で口を開け日向ぼっこのようなことをして
いた牡蠣を食べようとした鼠が、牡蠣に近づき首を伸ばしたところ、突然口を
閉じた牡蠣に挟まれてしまうという話である。要するに、「捕らえようと思っ
ていた者」というのは、この寓話においては蠣を食べようとした“鼠”であり、
本稿においては上述の法的仕組みにより不動産考古学遺跡の所有権を取得しよ
うとした“国”なのである。なお、ラ・フォンテーヌ／今野一雄（訳）『寓話（下）』

（岩波書店・1972年）97頁では、「してやるつもりでいた者がしてやられる」と
いう訳がなされている。
ⅷ このラテン語の格言の翻訳については、山口・前掲643頁を参照した。
ⅸ 訳注ⅵ参照。

【訳者後記】本稿は、2013年10月25日に北海道大学で開催された研究会におい
てルネ・オスティウ教授（ナント大学）がなされた報告の原稿を訳出したもの
である。本報告は、本文でも紹介した「文化・通信大臣対マテ・デュメーヌ判決」
についてオスティウ教授が書かれた評釈（訳注ⅳ参照）を基にしたものである。
なお、上記研究会は、科学研究費助成事業基盤研究 A「関係性及び連携と連帯
に着目した新たな行政観の構築可能性とその具体像に関する研究」（研究課題番
号：22243003 ／研究代表者：亘理格教授）と北海道大学公法研究会との共催に
より開かれたものである。
　本稿の翻訳に当たって、訳者の疑問に懇切丁寧に回答し多大な御教示を下
さったオスティウ教授と、拙訳を補訂し多くの御助言を下さった亘理格教授（中
央大学）に、この場を借りて心より御礼を申し上げる。


