
5.適 切な国際 的資源管理の実現とそのための国益 と国際益に根 ざ

した主張の展開とその継続

これまでは捕鯨やFAOで の取 り組みに見 る持続的利用の達成に向けた筆者 らの取 り組

みなどを論述 したが、対象 を変え、筆者 らのマグロ漁業での取 り組みについて触れ る。

(1)ワ シン トンD.C.の 国連海洋法仲裁裁判所にて

2000年5月7日 、米 国 ワ シン トンD.C.に あ る世 界銀 行 の関連施 設、国 際投資紛 争解 決 セ

ン ター(Interntional Centre for Settlement of Investment Disputes:ICSID)に お い て、 国連 海洋

法条約(United Nations Convention on the Law of the Sea:UNCLOS1982)に 基 づ い て ミナ ミマ

グロ問題 をめ ぐ る国際裁 判(国 連 海洋 法仲裁裁 判)が 開始 した。原告 は 豪 とNZの 二 ヶ国の

政府 、被 告 は 日本 政府 で ある。

1999年 の8月 に ドイ ツ ・ハ ンブル クの 国際海 洋法裁 判所(International Tribunal for the Low

of the Sea:ITLOS)で この 問題 につい ての第 一審 に あた る暫定措 置裁 判 が 開かれ 、審 理 が終

了 した。日本 は、ミナ ミマ グ ロ資源 管理 をめ ぐる紛争 を審理す る妥 当性 がITLOSに は ない 、

ミナ ミマ グロ問題 は 「み なみ ま ぐろの保 存 のた め の条約 」(以 下 「み なみ ま ぐろ保 存 条約 」:

CCSBT1993)の 下、適切 な紛争 解決 手段 で解決す べ きだ と考 えてい た。 それ が豪 、NZに

よって一方 的 にITLOSに 持 ち込 まれ 、管轄権 のあ るな し、 つま りそ の裁 判 所 で審理 す るこ

との妥 当性 と、中身 につ いて の議 論 、す なわ ち ミナ ミマ グ ロ資源 は本 当に 回復 して い るのか

回復 して いない のか とい う二つ を併 せ た論 争 にな ってい った(Government of Japan 2000a)。

ミナ ミマグロは南半球の中高緯度海域を回遊する刺身や寿司用の高級マ グロであ り、資源

の保存 と利用をめぐっては 日豪NZ3ヶ 国が、1982年 か ら非公式な協議 を開始 していた。

その後 「みなみま ぐろ保存条約」 をつくり、1994年 か らはこの条約 の下に設置 された 「み

なみまぐろ保存委員会(Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna:CCSBT)を

通 じて、その持続 的な利用 と管理をめざしてきた。 しかしなが ら、 日本 と豪NZの 間には、

ミナ ミマ グロの資源状態が良いのか悪いのかの評価をめぐって見解に大きな差があ り、その

利用についても考え方の差が大きかった。特に1980年 代後半、 日本漁船の豪200海 里内操

業禁止を リンクさせた豪州の環境保護政策によ り総漁獲可能量が大幅に削減 されて以降、操

業海域及び時期が縮小、限定 され、その結果、資源評価に必要なデータの入手も困難 とな り、

各国の資源評価 の差もさらに大き くな り、責任 ある地域漁業管理機関 としての機能を果たせ

ない状態 になっていった。

このような機能不全状態を脱却 し、その機能 を早 く改善す るため、日本は、現在操業が行



われていない地域、時期においては実際に操業を行い、その海域に ミナ ミマ グロが どれだけ

生息す るのか資源状況を実測 してみる調査漁獲計画を提案 した。この提案については3ヶ 国

での共同実施 に向けてみなみま ぐろ保存委員会内で1995年 か ら3年 以上にわたって検討 を

重ねたが、豪NZの 事実上の拒否権の行使 にあって結論が得 られず、1998年 、1999年 に 日

本の責任 と費用負担の下で 自主的に実施す ることに した。これに対 し、豪NZは 国連海洋法

条約上の協力義務違反であるとして 日本 を国連海洋法仲裁裁判所 に提訴 し、また国際海洋法

裁判所に暫定措置を要請 したのが1999年7,月 であった。

この問題は、直接的には ミナ ミマグロの資源評価をめぐる見解 の違いが発端であるが、そ

の根底には、水産物や海へのかかわ りに対する考え方の違いがある。長年水産物 を主なタン

パ ク源 とし、またその国土の狭 さゆえにこれからも水産物に依存 していか ざるを得ない 日本

の海洋生物資源の利用に関する政策、すなわち 「海洋生物資源 の持続的利用」とい う考え方

と、広大な国土をもち、農業に食糧 の供給を依存することが可能で、太古の昔か ら水産物 を

重要な食物 として考えて こなかった ヨー ロッパ文化の流れを くむ豪NZの 食習慣 との違い

や環境保護を主張する団体の圧力を背景 とし、海洋生物資源 の持続的利用ではなく環境保護

が優先す るとす る豪NZの 政策 との対立で もあった。

残念 なことに、国際海洋法裁判所 は1999年8月27日 に 「日本の調査は原則 としてやめな

さい」 とい う暫定措置命令(ITLOS1999)を 出した。 このときの筆者 のショックは言葉で

はいえないものだった。

暫定措置をめぐる裁判の後は本裁判、すなわち国連海洋法仲裁裁判所での争いとなった。

国連海洋法条約 に基づ く国連海洋法仲裁裁判所はふだんは存在せず、必要な時に当事者の合

意によ り設立され る非常設裁判所 であり、5人 の裁判官か らなるこの裁判所が 日豪NZに よ

り設置 されたのが1999年 秋。ワシン トンD.C.の 世界銀行内にある国際投資紛争解決セ ンタ

ーが裁判の場所 として選定され たのが2000年1月 であった。その後、 日本側は、この国連

海洋法仲裁裁判所がミナ ミマグロ問題 を取 り扱 う管轄権 をもたない、すなわちこの問題 は国

連海洋法条約ではなく 「みなみま ぐろ保存条約」の下の科学 と技術的見解の差をめ ぐる紛争

である とす る抗弁書を提出し、これ に対 し豪NZが 反論書を提出 した。これ ら2つ の提 出文

書を基 に、2000年5月7日 か ら5日 間の予定で口頭審理が始 まるこ とになった。

ところで、日本が国際裁判の直接の当事国となったのは、明治の近代国家建設以来、これ

がわずか3度 目にすぎない(山 田2001)。 最初のケースは、1872年 、横浜 に寄港 したペル

ーの帆船から中国人労働者 を解放 してペルーに訴 えられた 「マ リア ・ルース号事件」であ り、

翌1873年 仲裁契約 が結ばれてロシア皇帝 を裁判官 とす る仲裁裁判所 に委ねられ、 日本側が

勝訴 した。第2の ケースは、1864年 の幕末開国時の不平等条約 を改正 して、1902年 、外国

人居留 区を廃止 した際、旧居留区在住の外国人にも家屋税 を課 して英、仏、独に訴 えられた



「家屋税事件」で、常設仲裁裁判所 は土地だけでなく建物にも租税や賦課金を課す ことは免

除され るべき との判断が示 され、日本が敗訴 した。100年 をこえる近代 日本の歴 史の中でも

これまでたった二度の経験 しかなかった。

この歴史上意義深い裁判の当事者 となった筆者は、日本政府当事者 として 「みなみまぐろ

保存委員会」の交渉の経緯をつぶ さに紹介 した意見陳述書をすでに国際海洋法裁判所に提出

していた。今回の ミナ ミマ グロ裁判は、マ グロとい う世界の大洋を回遊す る魚の中でも高価

な魚種 の保存 と管理あるいは資源の配分をめ ぐる、いわば国連海洋法条約 の解釈の中核 をな

す重要 な問題 を対象 とする裁判である。また、この裁判の行方、すなわち具体的な紛争の解

決の内容 は、今後の海洋生物資源 の保存 と利用の枠組みのあ り方 を大 きく左右 してい くと考

えられた。 とりわけ筆者たちが直接関与す るようになった1996年 以来の豪、NZと の対立

に決着をつけるためにも重要であった。

世界各国の漁業者が国際漁場 に進 出し、国際化が進むにつれ、資源 の取 り合い もますます

激化 し、今後、国同士が対立 し、その見解を主張 しあうケースが増加 してい くであろ う。し

たがって、日本 もこのような国際裁判は今後、好む と好まざると経験を していかなければな

らない。

何 ごとにもあてはまろ うが、一回事実上負けたあとで、も う一度全体を立て直 して2度 目

のチャ レンジす る方向にもってい くことは、実は多量のエネルギーが求められ る。特に 日本

人は勝 ち負けにこだわるか ら大変だ。

暫定措置をめ ぐる裁判に負けた ことが予想に反 していたか ら、この裁判は 日本 に理がある

のに判決が間違 っている、これ を是正 しなければならない、 とい う思いが相 当大きかった。

やは り原点は、豪、NZが みなみま ぐろ保存委員会の中で、日本が提案 を出す と事実上拒否

権を発動 していた ことだ と思 う。資源が回復 しているのに、いっさい総漁獲可能量の増加を

認 めなかった。このため条約 とCCSBTプ ロセスが機能不全に陥った。このまま負 けて引き

下がった ら、この機能不全が定着す ることになる。だか ら負 けられない とい う思いが原動力

になったのだろ う。

暫定措置裁判に負けたことは、一方で我々に膨大なプラスをもた らす結果 となった。それ

は、「資源管理に対 してま じめに取 り組んでいる条約加盟国が損 して、非加盟国がそのまま

放置 されることは許 し難い」とい う気運が 日本国内で高ま り、非加盟国対策が大幅に進んだ

ことだ。CCSBTだ けでなく「大西洋ま ぐろ類保存国際委員会(International Commission for the

Conservation of Atlantic Tunas: ICCAT)で も、非加盟国対策、すなわち台湾や地域漁業管理機

関に属 さない国等に船籍 を移 し管理や規制を逃れ ようとす る便宜置 籍漁船 に対す る対策が

進 んだ。大きい成果だった(水 産庁2000)。

また、日豪、日NZと い う国際関係の視点か らも意味がある裁判だった と思われる。仲裁



裁判に勝ったときは豪州滞在が長年に及ぶ、日豪関係 の専門家である日本人か ら次のように

言われた。「日本が一方的に ミナ ミマグロ調査漁獲を実施 し、かつ この ミナ ミマグロ裁判で

日本が勝 ったことによって、ある意味では既存 の日豪関係が大き く変わった。今までは、豪

州か らみれば 日本人 とい うのは豪州に従順な民族で、言 うことを聞 く民族になっていた。そ

れが、豪州が完全に顔色を失った思いをしたのではないか。日本が、豪州が反対 していた ミ

ナ ミマグロ調査を二回や って、豪州はプライ ドを傷つけ られた。さらに、日本に対 して国際

非難 を浴びせ ようとしたら、逆に悪 いのは豪だ となった。これは豪にとって相当屈辱だった

と思いますよ」 と。

単にマグロの裁判ではあるが、日豪と日NZと い う枠組みで考 えると、両国間の関係に一

石 を投 じたと思われ る。

(2)豪NZの 国連海洋法条約に基づく提訴と国際海洋法裁判所への暫定措置の要請

①豪NZが 日本を国際裁判に訴える

1998年8月 以降、 日豪NZ3ヶ 国は 「みなみまぐろ保存条約」上の紛争があるとして話

し合いを継続 してきたが、 日本はそ もそ もこの問題は司法的問題 ではなく、調査漁獲計画

(EFP)の 規模 とデザインをめぐる科学的及び技術的問題である と考えていた。また、た と

えそれ が 「紛争」であ り、その解決のための手続きが進め られても、この条約の枠組みの中

で解決 されるべきであると考えていた。そ うでなければ、地域の実情にあわせて設置 された

地域漁業管理機関の役割や権限が低下することとなるか らである。

一方
、豪NZは 日本が1999年6月1日 にやむなく自主的に2年 目の調査を開始す る直前

にな り、「日本がEFPを 開始 しない とい う前提で しか、みなみまぐろ保存条約第一六条 に基

づ く協議をおこな う用意はなく、日本がEFPを 単独実施する場合はこの協議は 日本側によ

り一方的に打ち切 られた と解釈 し、国際法上の他の法的手段 を考えざるを得ない」とし、同

条約に基づく交渉の一方的に打ち切 りを通告 してきた。標識放流調査やランダム ・サ ンプ リ

ング調査の実施も含 め豪NZの 見解 をでき うる限 り取 り入れ た現行のEFPに ついて、日本

としては、調査開始後であっても共同調査の実現に向け引き続き協議をおこな う用意 と希望

があることを先方に伝 えたが、両国は 日本の一方的調査実施は国際法違反であ り紛争は拡大

した とするだけで、協議の一方的打ち切 りを宣言す るだけで あった。

日本 は、豪NZの 懸念に対応 し、同条約第一六条1に 基づ く 「交渉」に代わ り、第三者を

仲介役 にたてる 「仲介(mediation)」 による解決を提案 し、実際に仲介者の候補 としてイン

ド洋ま ぐろ類委員会(IOTC)、FAO、EU、 米 国と内々に協議 を開始 した。特にIOTC

は、その1998年 の年次会合において、「みなみま ぐろ保存条約の 目的を達成す るべ く同条約



締結国が困難を克服することを要請 し、そのためにIOTC議 長が仲介 となることを申し出

る」との決議(IOTC1999)を 日本 と豪を含むIOTCメ ンバーの全会一致で採択 してお り、

仲介者 として最適 であることを豪NZに 伝 えた。しか し、これに対す る両国の反応 もこれま

で と同様 で、全 く検討する様子もなかった。

ミナ ミマ グ ロ問題 につ い ては、 日本 は さ らに妥 協 を図 り、同条約 一六条2に 基づ く 「仲裁

(これ は豪NZが 望 む 司法 的解決 となる)に よる紛 争解 決 を図 る と同時並行 的 に科 学者 ・専

門家 に よる調査漁 獲計 画 に関す る協議 を継 続 す るこ とを提 案 した。しか し、この提案 の 翌 日

の1999年7月15日 には、豪NZは 、国連海 洋 法条約 に基づ き、それ ぞれ 「訴 状」お よび 「暫

定措 置」 の要請 を送付 して きた(Government of Australia 1999a;1999b;Government of New

Zealand1999a;1999b)。

この年 の6月 以降、豪国内の新聞報道 は、豪NZが 国際司法裁判所(Intemational Court of

Justice,ICJ)な どに提訴する動 きがあることを報 じていた。 日本国内において も、外務省、

水産庁間で定期的な協議会 を頻繁 に開催 し、豪NZの 出方、これに対す る対応方法等につき

検討を重ねた。オランダのハー グに所在す るICJへ の提訴(日 本は、ICJの 強制管轄権

を認めてお り、他国が 日本を相手取 りICJに 対 して何 らかの国際裁判を起 こした場合には

これを拒否す ることができない(ICJ規 程第三六条2:UN1945b))の 可能性を含め様々な

ケースを想定 し、その場合の対応やスケジュール について検討をお こなったのである。外務

省はICJか ら出 される暫定措置 によってこの調査が止められ る可能性 を水産庁に提示 し

た。しか し、我々は必ず しも過去の前例に照 らせ ば国際司法裁判所の暫定措置 に拘束力がな

い との判断もあると考えていた。一方、国際海洋法裁判所な ど国連海洋法条約の下での紛争

解決手続きに持ち込まれた場合においては、強制的に、なおかつ二週間以内に暫定措置が下

され得 ることはすでにわか っていた。

日本 はこの問題が国連海洋法条約の解釈および適用 に関す る紛争で ある とい う点につい

て訴状の送付時点まで両国から何 ら明確な説明を受 けず、したがって、明確な反論の機会 も

与えられず、そのため、紛争解決方法についての協議 の機会 も与 えられ ることはなかった。

豪NZは このような手続 きを全て省略 し、UNCLOS第15部 に基づ く義務的手続きを一

方的に開始 し、暫定措置を早急 に求 めた ものである。当初可能性が高い と予想 していた国際

司法裁判所ではなく、国連海洋法条約に基づ く提訴であ り、おまけに 「暫定措置命令要請」

付であった。

②国連海洋法条約第15部(紛 争解決の方法と手続の規定)

UNCLOS第15部 はUNCLOSの 解釈又は適用に関す るUNCLOSの 締約 国間の

紛争を解決す るための方法、手続きについて規定す るもので以下に示す ように①総則、②拘



束力 をもつ決定を伴 う義務的紛争解決手続、お よび③ この義務的紛争解決手続の規定の適用

の制限お よび除外 についての3つ の節か らなる。

【第1節 総則 】

この節ではまず、締約国に対 し、国際連合憲章第二条3(UN1945a)の 規定に従い、交

渉、仲介等の平和的手段による紛争 の解決を義務付けてお り(第 二七九条)、 さらに、紛争

当事国が合意 した平和的手段で解決ができない とき、かつ、紛争 当事者 間の合意が他の手段

の可能性 を排除 していない ときに限 り第2節 の手続が採れ るとし、義務的手続の適用を制限

している(第 二八一条)。 また、当事者が、いずれかの当事者の要請により他の拘束力 をも

つ決定 を伴 う手続 に付することを合意 した場合も、その手続がこの部 に定める手続の代わ り

に適用 されるとしている(第 二八二条)。

さらに、紛争 当事者 は平和的手段による紛争解決について速やかに意見の交換 をお こなわ

なけれ ばな らず、これが解決 をもた らさずに終了 した場合にも速やかに意見の交換をす るこ

と(第 二八三条)も 規定 している。

【第2節 拘束力をもつ決定を伴う義務的紛争解決手続】

第2節 は、拘束力 をもつ決定を伴 う義務的紛争解決手段 について規定す る条項が含まれ、

豪NZは 、第1節 に定める方法 による平和的紛争解決ができなかった として、この第2節 の

条文を利用 して 日本を提訴 した。当事者 間における裁判所の選択については、少々技術的な

ことになるが、以下の通 りである。

いずれの国も、国連海洋法条約 に署名 し、批准 し、あるいは加盟する時、あるいはその後

いつで も、①国際海洋法裁判所(ITCLOS、 常設)、②国際司法裁判所(ICJ、 常設)、

③UNCLOS付 属書VIIにより設置 される仲裁裁判所(非 常設)、 または④ 同付属書VIIによ

り設置 される特別仲裁裁判所(非 常設)の いずれかを紛争解決の手段 として宣言する(複 数

でも可能)こ とができる。上記いずれも宣言 していない場合は、自動的に③ の仲裁裁判所を

選択 したとみなされ る。紛争当事者が同 じ裁判所 を指定 していれば問題ないが、違 う裁判所

を指定 していた場合であっても最終的には上記③の仲裁裁判所に案件を持ち込む ことがで

きる。すなわち、③の仲裁裁判所はオールマイティであ り、裁判所選択 を宣言 していない国

でも、当事者 間の選択が異なる場合でも最終的にはこの国連海洋法仲裁裁判所が争いの場所

になるとい う仕組 みになっている。なお、これ らの裁判所は、科学的技術 的事項に関する紛

争の場合、いずれかの当事者の要請あるいは 自らの意志によ り2人 以上の専門家を投票権な

しで出席 させることができることとなってい る。また、裁判所の決定は最終的な ものであ り、

全ての紛争当事者 はこれに従わなければな らず控訴はできない。



さて、日本 と豪NZの ケースはといえば、いずれの国 も裁判所の選択宣言をおこなってお

らず、 したがって、豪NZは この紛争を第15部 の規定に基づ く国連海洋法仲裁裁判所 に付

す こととしたのである。

これ ら裁判所の管轄権については、第二八八条 に明確 に規定されている。すなわち、「国

連海洋法条約(UNCLOS)の 解釈 または適用に関す る紛争であって、UNCLOS第

15部 の規定に従って付託 されるもの」及び 「UNCLOSの 目的 に関係のある国際協定の

解釈又は適用に関す る紛争であり、その協定によ り付託 され るもの」について管轄権 をもつ

ということである。管轄権 に関 して疑義が ある場合は、その疑義について訴えを受けた裁判

所が裁定する。

豪NZが 提訴 と同時に求めてきた 日本の一 方的な調査漁獲計画の中止を要請する暫定措

置についても、この節に規定されている。 この場合、管轄権については、「あるらしい」 と

い う推定が成 り立てば、裁判所は 「当事者 のそれぞれの権利 を保全 し又は海洋環境に対 して

生ずる重大な害を防止す るために、状況 に応 じて適当と認 める暫定措置」を定めることがで

きることになっている。すなわち、暫定措置審理の場合、管轄権の判断は本裁判に比べ低い

ハー ドルで越 えることができる。また、国際海洋法裁判所や国際司法裁判所 とい う常設裁判

所の場合はす ぐにでも暫定措置の審理に入れ るが、非常設である国連海洋法仲裁裁判所に提

訴 された場合 は、これが設置 されるまで、仲裁人の指定、事務局の設定、審理の場所の設定、

裁判の手続規則 の設定等時間のかか る調整があるため、裁判所の設置完成まで通常数カ月か

かることとなる。これ を待 っていたのでは暫定措置の意味がなくなって しま う可能性が大き

い。この状況 を回避するため、当事者が選択す る他の裁判所が、暫定措置要請から二週間以

内に当事者間での合意がない場合は 自動的に国際海洋法裁判所が、国連海洋法仲裁裁判所が

設置 されるまで、暫定措置を決定、修正、取 り消 しをお こな うこととなっている。

豪NZが 欲 しかったのは暫定措置 による 日本の調査漁獲計画(EFP)の 即刻 中止であ り、

遅くとも二週間後 には暫定措置の手続を開始できるよう規定されている国連海洋法条約(U

NCLOS)は 格好の場であったのである。

ミナ ミマグロの資源はすでに回復 してい る。だからこそ豪州は過去2～3年 で自国の漁獲

実績 を2,000ト ンか ら5,000ト ンまで伸ば し、非加盟国 ・地域(韓 国や台湾等)も5,000ト

ンの漁獲 を上げるようになった。1,400ト ンか ら2,000ト ンとい うEFPに よる漁獲は資源

に悪影響は及ぼ さない。仮に、悪影響があるとすれば、日本は将来 日本 に割 り当て られる漁

獲枠か ら2,000ト ン(調 査で漁獲 した量)を 差 し引くと約束 していた。 したがって、EFP

を中止す る理 由はない と日本は考 えていた。

国際海洋法裁判所(ITLOS)は 国連海洋法条約(UNCLOS)発 効後、1996年10

月1日 に設置 されたが、付託 された案件 はそれまで実質的に1件(暫 定措置 と本裁判で形式



的には2件)に すぎず重要案件 を欲 していたところであ り、加 えて、海洋生物資源の保存 と

最適利用 とい うまさにUNCLOSの 目的に関す る幅広い解釈適用 問題が題材 となってい

るこの ミナミマグロ問題は、裁判所 にとって今後の権威を高めるために喉か ら手が出るほど

取 り扱いたい案件であったことは予想す るに難くない。このような状況か らみて、国際海洋

法裁判所(ITLOS)が この問題 について国連海洋法仲裁裁判所の推定管轄権 を認 め、暫

定措置 を下す可能性は高かったのであ り、結果的に豪NZは そこを利用 した。1999年 当時、

米国 とカナダは国連海洋法条約 に加入 してお らず、したがってITLOSの 構成員で もない。

日本、豪NZが 事実上、最大の顧客であった。

【第3節 第2節 の規定の適用 の制限および除外】

この節 では、「拘束力をもつ決定を伴 う義務的手続」の適用を制限又は除外 できるケース

について規定 している。漁業関係で重要な ものは第二九七条3の(a)で あ り、 ここでは、

「沿岸 国は、排他的経済水域(EEZ)に おける生物資源に関す る自国の主権的権利(漁 獲

可能量、漁獲能力及び他の国に対す る余剰分の割当てを決定す るための裁量権及び保存及び

管理に関する自国の法令に定める条件を決定するための裁量権 を含む)、 又はその行為 に係

るいかなる紛争 について も、同節 の規定による解決のための手続 に付す ることを受 け入れる

義務 を負 うものではない」としている。すなわち、生物資源の保存管理について沿岸 国がそ

のEEZ内 でお こな う行為 については、公海漁業国が受け入れなければならないよ うな 「拘

束力をもつ決定を伴 う義務的手続」の適用を沿岸国は拒むことができるのである。それでは、

沿岸国がその排他的経済水域 内で勝手なことができるのか とい うとそ うでもない。EEZ内

で資源 の保存管理の義務 を遵守 しない場合やEEZ内 での漁獲可能量や 自国の漁獲能力等

を決定す ることを恣意的に拒否 した場合、あるいはEEZ内 での余剰資源 を他 の国に割 り当

てることを恣意的に拒否 した場合には、調停に付託 されることが第二九七条3の(b)に 規

定されている。 しかし、公海漁業国と比較すると極めて優遇 されてい る。

以上、国連海洋法条約 の第15部 の概要を ミナ ミマグロ裁判に関連 の深い ところを主に解

説 したが、当然、日本はミナ ミマグロの資源の管理をめぐる紛争は、みなみまぐろ保存条約

の枠組み 内で科学的に解決すべき と考えてお り、国連海洋法仲裁裁判 も暫定措置審理 も受け

入れることは適切でない と考えていた。一方、豪NZは 、国連海洋法仲裁裁判所への提訴 と

同時に暫定措置の要請を行 った1999年7月15日 から二週間 を過 ぎた同年7,月30日 に暫定

措置請求書を国際海洋法裁判所(ITLOS)に 提出 し、暫定措置の手続 も強制的に開始 さ

れ ることとなった。豪NZはITKLOSを 利用 した暫定措置が得 られ る枠組み としてUNC

LOSを 選択 し、ミナ ミマ グロ問題 をUNCLOSの 解釈 と適用の問題 にす り替えようとし



たのである。本裁判及び暫定措置 における豪NZの 主張 と要求はそれぞれ次頁以降のとお り

である。

ここで将来のために検討 を要す る点がある。日本は豪NZが 義務的裁判に訴える前提条件

となる手続を踏んでいない と主張 したのであるか ら、豪NZの 要求を無視 し裁判に応 じない

との対応 を取ることが一 つの選択 として可能であった。しか し、法治国家 日本 としては、裁

判を受けて立って審理 の過程で説明することを選択 した。どち らの選択が正 しか ったかにつ

いては議論が残 るところである。

もしも日本が本当に能動的に裁判 をお こな う気があったとすれ ば、国際司法裁判所 を選択

したであろう。豪NZが 無理や り我々を国際海洋法裁判所に連れ 出した。この対応は、両国

に とって適切であ り、両国のシナ リオ どお りだった といえる。 日本 には、準備 されたシナ リ

オがなかったため、1回 目の裁判では 日本は受け身にまわった。

また、彼 らは暫定措置をめぐる裁判の準備 に1年 をかけた。我々は、訴状を提 出された7

月15日 か ら1ヶ 月の問に全ての準備 を強要 された。つま り、30日 間に全て対応 しなければ

な らなかった、我々は常に受 け身だったのである。

【豪NZに よ る 国 連 海 洋 法 仲 裁 裁 判 要 求 】(Goverenment of Australia 1999b;Government of New

Zealand1999b)

日本の一方的調査漁獲計画(EFP)実 施は国連海洋法条約の第六四条、第一一六か ら一

一九条 に違反する。ミナ ミマグロの資源はかつてない低水準 とい う危機的状況にあるが、こ

の保存管理を巡 り、 日本は以下を実施すべきである。

・豪NZと の合意なくこれ以上 のEFPを 許可し実施す るこ とを控 える。

・ミナ ミマ グロを最大持続生産量 を確保する レベルの資源量に回復 させるために、必要な保

存管理措置に合意するよう、豪NZと 誠実 に交渉 し強力す る。

・豪NZと の合意なく、かつて決定 された国別割当量を上回る漁獲 を自国民におこなわせな

い。

・今後 の漁獲量を、最後にみなみまぐろ保存委員会で合意 された国別割当量か ら1998年 、

1999年 のEFPに 伴 う漁獲量を差 し引いた量に制限す る。

・紛争手続に関す る豪NZ側 の費用を負担す る。

【豪NZに よる暫 定措 置要求】(Government of Australia 1999c;Government of New Zealand

1999c)

調査 漁 獲計画(EFP)の 規模 は総漁獲 可能量 をお よそ20%増 加 させ る もので あ り、 ミ

ナ ミマ グロ資源 が かつ てな い低 水 準 にあ るこ とを考慮す れ ば 沿岸 国の 豪NZの 権利 を直 に



害す るものであり、以下の暫定措置 を求める。

・日本は一方的なEFPを 早急に中止す る。

・日本は過去に合意 した国別割 当量に漁獲を制限し、一方的にEFPに 伴 う漁獲分をこれか

ら差 し引く。

・日豪NZ3ヶ 国は、仲裁裁判の判決が出され るまでの間、ミナ ミマ グロの漁獲に関 しては

予防原則に矛盾 しない行動をお こな う。

・3ヶ 国は判決が出され るまでの間、紛争解決 をよ り困難に し、悪化 させ る行為をお こなわ

ない。

・3ヶ 国は判決が出され るまでの間、互いの権利 を尊重 し、これを侵害す る行為 をおこなわ

ない。

③暫定措置裁判の争点は何だったのか

暫定措置口頭審理は、1999年8月18日 か ら20日 の3日 間、国際海洋法裁判所が所在す

る ドイツのハ ンブルグで行われ ること、判決はその一週間後8月27日 に行われ ることが決

定された。 口頭審理は提訴から1ヶ 月程度、暫定措置 の正式請求か ら20日 程度 とい う短期

決戦である。しかも、国際海洋法裁判所は 日本側 に対 し8月6日 までに抗弁書 を提 出す るよ

う求めてきた。英文の請求書を受 け取って1週 間で反論書を完成 させ なければな らない とい

うのである。 しか も、豪NZが 提出 した請求書の附属文書の一部で、豪側 が 「すでに 日本側

に送付 した」としているものは届いていない。また、科学的 ・技術的に詰 める必要もあ り反

論には時間がかか るのは当た り前であ り、しか も英語で書かなければならない。さらにいえ

ば、そもそも暫定措置に関す る審理をこれほ どまでに急 ぐ必要性は、以下の とお り考え られ

ない。

【国連海洋法仲裁裁判に対する日本の主張】

・そもそも調査漁獲計画(EFP)に ともな う漁獲による資源への悪影響 はない。

・万が一あった としてもそれは中長期的な影響であり、そのような場合 日本はEFPに よる

漁獲分を将来の 自らの割 当てか ら差 し引くことを約束 している。

・非加盟国が漁獲量を増大 させていることに対 して、豪NZは 、日本 に対する措置 と同様の

措置を とっていない し、豪NZは 自らの漁獲割 当を削減 していない。

日本は、国際海洋法裁判所(ITLOS)に 対 し抗弁書の提出期 限の延期を要請 し、同時

に、暫定措置審理 に向けた抗弁書の作成 を急 ピッチで進めた。結局ITLOSへ の提 出期限

は、電子メールで8月7日24時(現 地時間)ま でに提出(英 語)す ることになったが、そ



れで も時間は短い。日本の外務省 と水産庁は、米国の一流弁護士事務所 を雇用 し、国内外の

国際法学者の助言や援助 を受けてこれに対応 した。また、みなみまぐろ保存委員会 に関係 し

た独立科学者 も日本のために支援書(Maguire　et al.1999)を 書いてくれた。

これまでのみなみま ぐろ保存委員会内での科学議論等を考えれば 日本が負 けるはずが な

い との自信を胸に、外務省か らは東郷条約局長(当 時)、 小松条約局審議官(当 時)、 兼原法

規課長(当 時)ら 、水産庁か らは森本次長(当 時)、 上之門審議官(当 時)、 筆者(小 松及び

遠藤)ら 、加えて上田大和 日本鰹鮪漁業協同組合会長、渡辺同組合専務理事(当 時)ら 、林

司宣早稲 田大学教授、安藤仁介同志社大学教授 ら日本 の国際法学者、日本の科学的側面を支

えてきた、辻祥子遠洋水産研究所室長、南アフリカのケープタウン大学のバター ワース教授

らのメンバーが国際海洋法裁判所 のある ドイ ツ、ハ ンブル グに乗 り込むこ ととなった。

【暫 定措置 要求 に対す る 日本 の主 張 】(Government of Japan1999)

・暫定措置を要請する緊急性の欠如(豪NZは 資源に与える短期的危険性を主張 していない。

1999年 の調査漁獲計画は8月31日 で終了。国連海洋法仲裁裁判所での審理で対応可能。E

FPは 適切な もので資源に悪影響はない。万が-EFPの 漁獲が資源 に悪影響 を与 えたな ら

将来の 日本の商業枠か ら必要量を差 し引 くことで可能。)

・日本のEFPは 科学的 にみて健全かつ有効(独 立科学者 も豪NZ科 学者 もEFPが 不確実

性を短期的に削減するための合理的手段であることに合意。豪NZも1,500ト ンまでの調査

実施は認 めている(漁 獲数量についての見解 の違いは500ト ンで ミナ ミマ グロの全漁獲量の

3%未 満にすぎない)。 調査は赤字で実施 されてお り擬似商業漁獲 とい う批判 は当てはま ら

ない)

・豪NZの 発言 と行動の不一致(両 国 とも漁獲 を削減 しようとしていない。特 に豪州の漁法

は若齢魚を大量に漁獲 し資源 に与 える影響 も大きい。真 に保存管理のこ とを考 えるな ら豪州

は若齢漁獲 を削減すべ き)

・非加盟国 ・地域の漁獲は 日本の調査漁獲計画 に比較 し、より多 くの ミナ ミマ グロを漁獲 し

てお り、これ に対処 しなければ適切な資源 の保存は不可能。

・豪NZが 求める救済措置はみなみま ぐろ保存委員会における適切な科学議論 を妨げるもの

である。

・この問題は 「みなみまぐろ保存条約」の締約国間で科学的に解決 され るべ きであ り、国連

海洋法条約(UNCLOS)の もとの紛争ではない。

・UNCLOSの 下の紛争であると仮定 しても、義務的手続 に進むための必要 な手続(UN

CKLOS第 二八三条)を 踏んでいない。



(3)国 際海洋法裁判所(ITLOS)、 日本 による調査漁獲禁止の暫定措置 を命令

国際海洋法裁判所は ドイ ツ・ハ ンブル グにある。我々は、ITLOSの 近 くのホテルに宿

泊 し、それに隣接するビジネスセンター を作業部屋 として口頭審理 に臨んだ。

① 口頭審理の開始

18日 か らは口頭審理が開始 された。18日 は豪州側が4時 間、19日 は 日本側が4時 間の 口

頭弁論を行い、20日は双方1.5時 間ずつそれぞれが他の当事者が発言 したこ とに反論の時間

を与え られた。

豪NZの 口頭弁論はせいぜいオー ヴァー ・ヘ ッ ド・プロジェクターを使用す る従前のまま

の弁論であったが、日本は米国の弁護士がコンピュータ機能 を駆使 してわか りやす く弁論を

展開した。口頭審理終了後、我々は、内容的にも印象的にも日本の勝利は間違いない との感

触 を得て帰国の途についたのであった。しか し、口頭審理の終了時に国際海洋法裁判所のメ

ンサ所長が最後に発言 した言葉が妙 に頭か ら離れなかった。 「当事国か らの今次 口頭審理へ

の多数の参加を多 とす る。特に豪NZに は感 謝の意を表明したい」……裁判長が特 に一方の

当事者 のみにはっきりと感謝の意を表明す るのは極 めて異例であろ う。その背景に何がある

のか想像するのはそれほど難 しくないのではないか?

実は筆者 とバ ター ワース博士は当初、裁判の証言に立つ予定であった。筆者 はみなみまぐ

ろ保存委員会 の交渉に何度 も参加 してお り、豪NZが 前言をひるがえした り、コンセ ンサス

条項を拒否権 として行使 した りして、科学的調査の実施をはばんで きた対応 を、裁判官の前

で証言する予定であった。しかし、裁判が 日本側 に有利に進行 しているとの 日本側弁護人(米

国の法律事務所)の 助言を受 け入れ、証言は行わないことにした。考えてみれば、一生に一

度の舞台で、記録に残る証言をしたかった と今になってつ くづ く思 うものである。

②予想もしない判決が出た

判決は8,月27日 の現地時間の15時 、国際海洋法裁判所(ITLOS)に おいて行われた。

結果は全 く予想 しないものであった。ITLOSは 暫定措置 として概ね以下の措置 を決定 し

たのである(ITLOS1999)。

◎国際海洋法仲裁裁判所が判決 を下すまでの間、両当事者に対 して以下の措置 を指示す る。

・紛争を悪化させた り拡大 させた りするようなおそれのある行動を行わない。

・国連海洋法仲裁裁判所が判決 を行 うことを妨げるおそれのある行動を とらない。

・別途の合意がない限 り、国別割当は最後 に合意のあった1997年 の レベル に抑える(豪:



5,265ト ン、 日:6,065ト ン、NZ:420ト ン)。1999、2000年 の割 当量算 出に際 して は1999

年 の調 査 漁獲 計画 で漁獲 した ミナ ミマ グ ロの 量 を差 し引 く。

・ミナ ミマグロの漁獲を伴 うEFPの 実施 を控 える。ただ し、他の当事国 と合意がある場合

と前記国別割 当量の範囲内で行われ る場合 を除 く。

・ミナ ミマグロの保存 と管理のための措置について合意 に達す るよ う遅滞 なく交渉 を再開す

る。

・「み なみま ぐろ保存条約」の非加盟国 ・地域対策に関 しさらに努力す る。

◎国際海洋法裁判所規則第九五条1に 規定 される 「イニシャル ・レポー ト(暫 定措置 に従 う

ことを確保す るために とった、又は とろ うとす る措置に関す る報告)」 を1999年10月6日

までに提出する。

③なぜ敗北したのか

この決定では調査漁獲の必要性は否定せずその中止 も求めず、また、日本が主張する 「非

加盟国対策の推進 の必要性」、「みなみま ぐろ保存委員会内での問題の解決」について も言及

してい る。 この点は評価できる点であったが、基本的に国別割当量をこれまでの量 に抑 え、

調査漁獲計画はその枠内で行 うべきとすることを命令するものであ り、これは実質的に 日本

の敗北で ある。我々は国際海洋法裁判所(ITLOS)の 決定 とその背景をつぶ さに検討 し

た。

ITLOSは 、ミナミマグロをめぐる問題は 日本が主張するように科学的問題ではあるが、

これがまた法律的見解 に係わることについて否定せず、また、ミナ ミマグロの保存 と管理の

問題は国連海洋法条約(UNCLOS)の 規定に関す る関係国の権利 を排除 しない とし、さ

らにUNCLOS上 の手続 については、「ある締約国が解決のための可能性が尽 くされた と

判断すれ ば、UNCLOS第15部 第1節 の下での手続をそれ以上追求す る義務を負 わない」

とし、国連海洋法仲裁裁判所がこの問題 について推定管轄権 をもつ と結論づけた。これでは

ある締約国が、意図をもって国連海洋法条約(UNCLOS)第15部 の 「拘束力 をもつ決

定がで きる強制的紛争わ解決手続」に他の国を引きず り出す ことが可能だ。

暫定措置がほ しいために一方の当事者が国際海洋法裁判所(ITLOS)に 裁判を持ち込

んだ場合、これが直ちに認め られ るとの前例 を残すことになった。この教訓は、我々は今後

のマグロ関連条約 の交渉に生かす必要がある。

また、ミナ ミマグロをめぐる資源論争については、ITLOSは 自ら 「当事国が提出す る

科学的根拠 を判断できない」としつつ も、ミナ ミマグロが歴史的に最低の資源 レベル にある

ことについて当事国間の見解は一致す るとの全 く間違 った判断をし、さらなる資源悪化 を防

ぐためにも緊急 に措置 をとるべき とした。科学者でない裁判官が しか も一週間 とい う短い時



間で科学的判断ができるわけはな く、この判断は非科学的判断であった と言わ ざるをえいな

い。後に、欧州連合(EU)の 法律部はこの暫定措置決定について、 日本の調査漁獲計画が

資源に不可逆的な被害を及ぼすものでもな く、この決定 自体、関連す る国際法 に照 らして違

法な決定であった と述べている。また、資源 は確かに1950年 から60年 ころの漁業に よる開

発があま りなかった時代のいわゆる 「処女資源」か ら見れば相当減少 しているのであるが、

現状 と処女資源 を比較 しても管理上意味がない。我々は漁業の開発がなかった時の状態に資

源を戻す ことを考えているのではなく、もっとも効率良 く資源を持続的に利用できる資源水

準をめざして管理 を行っているのである。

④逆転勝利をめざして

暫定命令 に従い、1999年9月27～29日 、キャンベラにおいて 「交渉」が開催 されたが、

この ときも、豪NZは 暫定措置命令の解釈問題を取 り上げ、 「解釈問題を今後大き く取 り上

げるか否かは今回の交渉で どれだけ日本が協力の姿勢を見せるかである」とした。また して

も「人質」作戦である。みなみま ぐろ保存委員会会合での協議の際に豪200海 里内操業を 「人

質」に した とき と同じである。この 「交渉」の結果 を読み直 してみると、① ミナ ミマグロの

統計情報スキーム(主 に非加盟国における ミナ ミマ グロの漁獲状況を調査することを 目的に

したもので、ミナ ミマグロをみなみまぐろ保存委員会の加盟国に輸出す る際はその漁獲 に関

する詳細 な情報を記載 した ドキュメン トの添付を義務付けるもの)の 次回みなみまぐろ保存

委員会年次会議 における採択、②調査漁獲計画はみなみま ぐろ保存委員会の科学調査計画の

枠組みの中で検討 され るべき一つの事項であることの確認、③ 日本漁船の豪NZへ の寄港再

開問題 、④小型魚漁獲の問題 についてみなみまぐろ保存委員会で議論 してい くこと、⑤みな

み まぐろ保存委員会第6回 年次会合の 日程の確定 と直前に科学機 能の改善に向けた ワー ク

シ ョップを開催す ること、⑥非加盟国 ・地域対策のための計画の作成等、通常の状況であれ

ばおお よそ前向きなことが記載 されている と判断 され る報告書である。しか しなが らみなみ

まぐろ保存委員会の加盟国がみなみまぐろ保存委員会 の中枢 である資源評価 の見解 の違 い

に端を発 して係争 中であることを忘れてはいけない。しか も、日本の主張は国際海洋法裁判

所によ り科学的、法的の両面か ら否定され、その結果 として、暫定措置命令が出されたので

ある。我々は 「本番」である国連海洋法仲裁裁判 において逆転勝利をめざす しかなかった。

暫定措置が下 された直後、日本国内には、加盟国 としてま じめに行動 してい る日本 がこの

よ うな苦 しく厳 しい経験を し、韓国、台湾のよ うな非加盟国 ・地域が好き勝手 に行動できる

のか、それは理不尽である との声が高まった。これを機 に、 「大西洋ま ぐろ類保存国際委員

会」、「イ ン ド洋まぐろ類委員会」での非加盟国及び便宜置籍漁船対策やみなみまぐろ保存委

員会での統計情報スキームの導入、非加盟国の加盟促進の行動計画の採択な どで非加盟国対



策が大き く進む ことになる。このようなスキームの導入に対 し通商産業省(現 、経済産業省)

も外務省 もよ り積極的になった。国民世論、漁業者 の声及び政治力で前進 したのだ。これは

まさしく、暫定措置裁判敗訴の大きな効用であった。1回 目の裁判で 日本が負 けたことは、

必ず しもむだではなかった。結果論だが、む しろ有用であったか もしれない。

(4)舞 台は国連海洋法仲裁裁判所へ

①国連海洋法仲裁裁判所の開催

国連海洋法仲裁裁判所が設置された。

特に第1ラ ウン ドは管轄権に関する法的審理が中心になることか ら、日本側は、世界的に

著名 な国際法学者 に依頼 し、この問題の管轄権 に関す る国際法か らみた整理を再度行 った。

もちろん、ミナ ミマグロ問題 はそもそも司法的解決ではなく資源論か ら科学的に解決 される

べきものであること、過去の経緯か らみて もこの問題は明らかに 「みなみまぐろ保存条約」

の下で解決 され るべきものであること、また、合理的な方法で資源評価を行えば ミナ ミマグ

ロの資源は決 して壊滅状態にあるのではな く回復 していることを示すために資源論争 と調

査漁獲計画(EFP)実 施に至 る経緯について も慎重 に再検討 された。

オ ランダのハー グにおいて行われたシュウェーベル裁判長、豪NZ側 との協議の直後 にロ

ン ドンにおいて、日本が協力 を依頼 した、ケンブ リッジ大学のロー ターパク ト教授、イスラ

エルのロゼ ンヌ教授、オックスフォー ド大学のロウ教授 との協議 を経て、2000年2月11日

には、暫定措置命令審理の際に提出 した抗弁書を、管轄権問題について さらに深 く掘 り下げ

た ものを、新たな抗弁書(Government of Japan2000a)と して国齢 洋法仲裁裁判所に提出

した。さらに、1999年 に開催 され た調査漁獲計画作業部会 において 日豪NZの3ヶ 国が1999

年から3年 間EFPを 実施することに合意 した経緯 があることから、2000年3月21日 か ら

23日 に豪州キャンベラにて開催 されたみなみまぐろ保存委員会第6回 年次会合(再 開会合)

においては、再度2000年 、2001年 の2年 間調査漁獲計画を実施す る共同EFP基 本計画と

EFPを 検討す る作業部会の設置を提案 した。ただ し、今回の提案は 日本か ら大きな譲歩を

行い、「今後2年 間、各年のミナ ミマグロの漁獲量を1,500ト ンに制限 し、仮に超過 した場

合は調査参加国の通常漁獲枠か ら差 し引く」こととした。すなわち、 日本の調査は、統計的

な有意性 を持 ち、操業回数で決定 される。それゆえ、2,000ト ンを超 えることもある。それ

を上限1,500ト ンに修正 し、それを超 える場合には翌年か ら差 し引くとした。 この1,500ト

ンに据 え置 くとの決定は、極めて大きな意味を持つ。1,500ト ンは豪州が前年提案 した数量

であり、これにより、資源への悪影響はなくな り、調査の設計の違い とい う極 めて科学的項

目の紛争に豪NZを 呼び込めることにな り、この紛争が国連海洋法条約上の問題ではないと



い う、 日本の主張をさらに支持す ることとな るのである。

これ に対 し、 豪NZか らは 日本抗 弁書 に対 す る反 論(Governments of Australia and New

Zealand2000)が 同年3月31日 まで に国連海 洋 法仲裁 裁 判所 に、そ して この裁判所 を通 じて

日本 に提 出 され た。日本 は再度 国際的 に著名 な法学者 との 協議 を持 ち豪NZか らの抗弁 書の

検 討 を行 い、5月 の 口頭弁 論に 臨む こ ととな った。

第1ラ ウン ドは管轄権 の論争であ り、基本的に法的論争が中心 となる。したがって、口頭

弁論者や代表団の構成 も法学者主体 となった。2000年5月7日 、国際投資紛争解決セ ンタ

ーの法廷に集合 した 日本側代表団は、日本の外務省、水産庁の他、3人 の外国の国際法学者、

日本の国際法学者、米国の弁護士団、 日本の業界 関係者 と50人 を超 え、豪NZ側 の約30

人を大幅に上回った。

②双方の主張をぶつける

まずは 日本側の抗弁か らである。まず、外務省 の谷内条約局長(当 時)が 科学的な情報に

基づ く資源の保存 と最適利用を重視す る 日本の水産施策 を紹介す ると共に 日本の抗弁書の

概要を全般的に説明 した。続いて同志社大学の安藤仁介教授がこれまでの ミナ ミマ グロをめ

ぐる交渉等に関す る事実関係からこの問題がみなみまぐろ保存条約上の問題であること、ま

た、今後の共同調査漁獲計画の漁獲を年間1,500ト ンに制限することにより訴訟の原 因が消

滅 した ことを主張 した。引き続きローターパ ク ト教授は、一般法 と特別法の関係 に照 らして

この問題はみなみま ぐろ保存条約(特 別法)の 問題であること、みなみまぐろ保存委員会以

外でミナ ミマグロ漁業を拡大 させている国連海洋法条約加盟国(韓 国やイ ン ドネシア)が 訴

えられていない事実 はこの紛争がまさにみなみ まぐろ保存条約 の紛争であることを示 して

いるとい う2点 を主張 した。ロゼンヌ教授は、UNCLOS上 の拘束力のある義務的紛争解

決手続 を開始する前提条件 を豪NZが 満た していない ことを指摘。最後 に、ロウ教授 がこの

問題 は科学的 ・技術的問題であ り司法的解決はな じまないこと、日本の調査漁獲計画に関す

る新たな提案(1,500ト ンの上限で今後2年 間実施)に より提訴 の原因が消滅 した ことを再

度主張 した。

これに対 し豪NZの 主張は、要約すれば、① この問題 は国連海洋法条約 の解釈や適用に関

する紛争であるこ と、② 国連海洋法条約の義務的仲裁(一 方が裁判 による解決 を主張すれば、

他方はこれを受 ける義務がある裁判手順の うち、仲裁裁判 による解決)に 付託す るための手

続要件(UNCLOS第15部 第1節)は 外交上の文書である口上書のや り取 りで尽 くされ

ている、③1999年5月 の1,500ト ンの提案は撤回済み。問題 は漁獲量 よりも調査の質や方法

であり、紛争は消滅 していない、 とい うものであった。

判決は早ければ7月 下旬、これを逃す と初秋 ころになると思われた。



今回の裁判に直接関係 して こなかった外部の有識者 か らは以下のよ うな コメン トを受 け

た。

◎証言の組立 ・理論構成は 日本、証言の率直さ、わか りやす さは豪NZが 有利。

◎この裁判は国連海洋法条約の解釈 をめぐる世界最初 の国際裁判であ り、国連海洋法仲裁裁

判所は慎重に判断を下すだろ うが、両当事者間の主張に甲乙つけがたい となれば管轄権がな

いと判断することはないだろう。

◎ しか し、地域漁業管理機 関の問題が全て直ちにUNCLOSの 裁判手続で争えるとい うこ

とでは、混乱を来すので、以下のいずれかの裁定を下すのではないか。

・管轄権を認 めた うえで、同時に内容に関す る裁判 に進む際の条件 を明 らかにし、さらに裁

判を行 うか否かを決定す る。

・管轄権に関す る結論を出すために内容の議論を聴取す る必要あ りとし、管轄権を判断 しな

いまま内容の議論 に進む。

③ 日本勝訴の判定、暫定措置は無効に

いずれにせよ、日本政府関係者は国際海洋法裁判所の暫定措置命令で懲 りているので、日

本が全面的に勝訴することはあ り得ない と考 え、直ちに科学的な紛争を主体 とした本裁判

(メ リッ ト)に 入 ることを想定 し、準備に余念がなかった。そ してこれか らが、筆者 ら水産

庁側が中心 となる裁判であるとの期待を した。

2000年8月 に入 って間もなく、外務省を通 じ米国ワシン トンD・C・ 時間の8月4日(金)

午後には管轄権に関す る判決が出されるとの情報が入 った。米国の金曜 日午後は 日本の土曜

日の午前中。我々は急遽土 日の作業体制 と一般への公表手続等を外務省 とも相談 しつつ作 り

上げ、その日を待つこととなった。

いよいよ発表 の 日、日本では土曜 日である。朝の早い時間に在米 日本国大使館 ・八木書記

官か ら筆者に電話で第一報。一瞬耳を疑 ったが、日本の全面的勝訴である。す なわち、国連

海洋法仲裁裁判所 は ミナ ミマ グロをめぐる資源論争 に端 を発 する 日本の 自主的調査漁獲計

画実施に関する問題について管轄権を有 さず、この問題は 「みなみ まぐろ保存条約」の枠組

みの中で解決すべきものであるとの判断が下 されたのである(Arbitral Tribunal2000)。

(5)仲 裁裁判における逆転勝訴とミナミマグロの保存と最適利用に向けて

①全面勝訴の意義

日本の全面勝訴 、しかも正直いって予想 し難かった管轄権での勝訴である。日本関係者に

とってみれば、日本が1年 以上 も前から主張 してきたことが ようや く正当に評価された。し



かも、この判決により、1999年 に国際海洋法裁判所が出 した暫定措置命令は無効 になった

のである。特に1999年 の調査漁獲計画に伴 うミナ ミマグロの漁獲量の うち、少な くとも2000

年に調整、すなわち差 し引こ うとしていた約1,500ト ンについてはその必要はなくな り、日

本の漁業経営者にとってもほっと一息 とい うところであった。

国連海洋法仲裁裁判所の判断のよ りどころは、国連海洋法条約第二八一条1の 規定であっ

た。先述 した とお り、UNCLOSに おいても紛争は平和的手段で解決す ることが基本(第

二七九、二八○条)で あ り、紛争当事者が平和的手段により紛争を解決す ることに合意 した

場合(み なみまぐろ保存条約第一六条はま さに平和的手段 による紛争解決を規定 してお り、

言わず もがな、これは 日豪NZ間 の合意である)に は、この平和的手段で解決が得 られず、

かつ、この合意が 「他 の手続をとることを排除 していない場合」にのみ、国連海洋法条約第

15部 に基づ く義務的紛争解決手続が とれ るとしている(第 二八一条1)。 一方、これ も先述

したが、「みなみまぐろ保存条約」における紛争解決条項(第 一六条)に おいては、まず、

当事者 間の合意 により交渉、調停、仲介等の平和的手段による解決 を求め、これができない

場合は、国際司法裁判所や仲裁への合意付託ができることになっている。しか し、この合意

付託ができない場合であっても再び平和的手段による解決が求められ、当事者の合意がなけ

れば他の手続 には付託す ることができない ことになっている。すなわち、UNCLOS第 二

八一条1に よるところの 「他の手続」を排除 しているとい うのが国連海洋法仲裁裁判所の判

断であ り、したがって、この裁判所は ミナ ミマ グロについて管轄権 をもたない とい う判断を

したのである。

よ り一般化 していえば、国連海洋法仲裁裁判所は、管轄権 に関す る見解 として、① この問

題の核心は 「みなみま ぐろ保存委員会」に関連することであ り、これについては当事者間に

おける意見の相違な し(た だ し、豪NZは この問題は、UNCLOSに も関連す るとしてい

る)、 ②みなみまぐろ保存委員会 に規定 され る紛争解決処理は、締約 国間の合意に基づいて

手続が進 められるべきものであって、国連海洋法条約の義務的紛争解決手続に一方的に移行

できる仕組みを排除 してお り、当事国間で義務的手続に移行す る合意 もない、③ したがって、

この問題はみなみまぐろ保存委員会の枠組みで適切に解決 されるべき、としたのである。

これは国連海洋法仲裁裁判所が、漁業資源 の保存 と最適利用についてはUNCLOSに 規

定 される義務的紛争解決手続 よ りも、それぞれの漁業関連条約 の枠組 みの中で、各地域の事

情を熟知 している者同士が紛争 の解決に向けて誠意を もって対応すべ きと示唆 した もの と

考えられ、地域漁業管理機関の発展のために極 めて評価できるものである。また、沿岸国が

自国の排他的経済水域 内の生物資源 を巡 る漁業紛争にっいては、UNCLOS第15部 によ

る義務 的紛争解決手続 に服す る義務 を負わないこと(UNCLOS第 二九七条3)に 関連 し、

国連海洋法仲裁裁判所は、「UNCLOS第 二八一条はこの沿岸国側 の権利 と遠洋漁業国側



の権利 とのバランスをとったもの と考えられる」との解釈を示 してお り、このことについて

も、大いに評価 され るところであろう。

さらに、国連海洋法仲裁裁判所は本案件については管轄権を持たず 、したがって暫定措置

も無効になるとの判断を とったが、判決文の解説 の中で暫定措置が これまでの問題解決に向

けた当事者間の話 し合いの進展に大きく寄与 してきたことを評価 し、これまで当事者が示 し

てきた見解や行動を無視 しないよ う希望 している。

今後は両国が1998年 以来継続 中の 日本漁船に対する寄港禁止措置 の解 除に向けての働 き

かけ、さらには1999年 に無効 になった暫定措置に従い使用 しなかった 「711ト ン」の商業

漁獲枠の返却に理解を求めてい く必要があった。

②改善すすむみなみまぐろ保存委員会

そもそも、締約国間で紛争状態になったのは、科学的機能を含め、みなみ まぐろ保存委員会

(CCSBT)自 体が機 能不全状態に陥っていたか らであ り、その機 能改善が求め られてい

たのであったが、1999年7月 に豪NZが 提訴 して以降も訴訟問題 と並行 してCCSBTの

会合 も開催 され、日本主導の下に科学機能 を含むCCSBT機 能改善に向けての実質的話 し

合いが大いに進んだ。提訴中なので豪NZと しても科学機能 の改善に消極的な対応を とれな

い、 もしそのような消極的対応 を とれば裁判 に悪影響があるか らだ。

暫定措置命令 に従って開催 され た 「交渉」結果に従い、1999年11月 には1998年 に外部

の科学者が実施 した科学委員会の見直 しの結果報告を検討す るワー クショップ とみ なみま

ぐろ保存委員会(CCSBT)第6回 年次会合が開催 された。この年 次会合では、筆者 らの

日本主導により、外部独立科学者か らなる 「諮問委員会」の設置、科学委員会およびその下

部組織である資源評価グループ(SAG)の 議長を基本的に外部の科学者か ら選出し独立性

を保つ こと、特に非加盟国の ミナ ミマ グロの漁獲情報を捕捉す るためCCSBT加 盟国に ミ

ナミマ グロを輸出す る際に漁獲に関する詳細な情報提供を義務付ける 「貿易情報スキーム」

を2000年6月1日 から実施することについて合意 した。特に諮問委員会の設置は、これま

で外部の独立 した科学者の意見を無視 し、自説を押 し付 けがちな豪NZの 対応 に、大きな立

場の変更 とCCSBT内 での科学 プロセスの改善をもたらした。す なわち、日本 と豪NZと

の問に意見対立がある場合には、独立の諮問委員会が独 自の判断を下 し、3力 国はこれに従

うとのプロセスが導入 されたので ある。

2000年3月 に開催 されたみなみまぐろ保存委員会第6回 年 次会合再開会合では 「諮問委

員会」のメンバーが決定 され、2000年5,月 には 「諮問委員会」の参加 を得て資源評価手法

の改善や資源管理のあ り方を検討す るワー クショップが開催 され、科学的機能改善に向けて

の具体的な作業が開始 された。また、非加盟国対策を推進するため、非協力的な非加盟国 ・



地域を対象とした将来の貿易制限措置の導入の可能性を含む「行動計画」が作 られ、さらに、

資源評価に必要なデータや 「貿易情報スキーム」により収集 され るデー タを委員会事務局に

データベースとして収集 ・管理す ることとし、そのデー タ管理を行 うデー タ管理者 を雇用す

ることに合意 したのも第6回 年次会合(再 開会合)で あった。また、先述の とお り、調査に

伴 う漁獲量について 日本が大幅 に譲歩(1,500ト ンを上限とする)し た うえで共同調査漁獲

計画(EFP)作 成の提案を行 ったのもこの時であった。この提案は国連海洋法仲裁裁判で

日本に有利に作用 した と考えられ る。

③資源論争の解決に向けて

国連海洋法仲裁裁判所の判決が出された後においても、非公式、公式の協議 を通 じて ミナ

ミマグロの資源論争の解決に向けた努力が行われてきている。

まず 、日本は、2000年8月 、 日本が 自主的に設定 した漁獲の枠内(6,065ト ン)で 、二隻

の調査船を用い、広範囲な海域に定点を設定 したシステマティックな単位努力量あた り漁獲

量(CPUE)調 査を実施 し、ミナ ミマ グロ不在仮説(VS理 論)が 否定 されることを結論

づけた。また、2000年11月 に開催 された科学者会合お よびみなみま ぐろ保存委員会特別会

合を通 じ、締約国は通常漁獲の外枠で年間上限1,500ト ンの漁獲 を伴 うみ なみまぐろ保存委

員会科学調査計画(Scientific Research Program:SRP)の 作成に合意 し、2001年3月 の科学委

員会、4月 のみなみまぐろ保存委員会第7回 年次会合において、日本が以前か ら要求 してき

た①単位努力量当 り漁獲量(CPUE)解 釈 の改善の他、②特に非加盟国によるミナ ミマ グ

ロ漁獲状況の把握、③科学オブザーバー計画、④標識放流調査の4つ の要素を主体 とする計

画を作成 した。 この議論 のなかで、外部科学者か らなる諮問委員会が1998年 から日本が独

自に実施 してきた調査漁獲計画の結果等か らVS理 論を否定 し、む しろ 日本の主張する ミナ

ミマグロ分布仮説(CS理 論)に 重きを置 くCPUEに 関する暫定解釈を支持 したことは、

日本業界の多大なる経済的、人的、精神的協力を得つつ、しかも、豪州200海 里 内の操業 と、

豪NZへ の寄港を諦めてまでも、科学議論 の正常化をめざして実施 してきたEFPが 事実上、

高 く評価 されたものとして大いに歓迎できるものであった。また、当た り前のことを証明す

ることは何 と難 しいことかとい うことをあ らためて感 じた次第である。これ ら科学的議論の

正常化 には、諮問委員会、独立議長 の果す役割が極 めて大きい。独立議長の下での議論は以

前 と比べれば比較にな らないほど率直かつ建設的なもの となっている。3ヶ 国は科学調査計

画の作成およびその実施について締約 国が結論を出す ことができない場合は、基本的に諮問

委員会 の判断に任せ る意志決定手続に合意 してお り、これ により議論はよい方向に回転 しは

じめている。これは全て筆者 らが主導 した ものであって、豪NZは 受け身で結果的に受 け入

れた。



④非加盟国 ・地域対策の前進

一方、非加盟国 ・地域対策について も一定の前進がみ られている。相当量の ミナ ミマ グロ

を恒常的に漁獲す る非加盟国 ・地域をみなみまぐろ保存委員会の枠内に取 り込むことは、ま

さにCCSBTの 機能改善につなが るものである。韓国の加盟については実質的に筆者が加

盟交渉にあたってきた。筆者は、2000年9月 にハワイで開催 された中西部太平洋における

まぐろ関連条約の締結交渉の場で、韓国遠洋マ グロ業界 との非公式な協議 を行い、韓国が

1,000ト ン程度強の漁獲枠でCCSBTに 加盟するとの感触 を得た。そして、金審議官(韓

国海洋水産部 ・当時)と 同年9月 お よび10月 の2度 にわた り精力的に交渉 し、韓国加盟の

ための漁獲枠1,140ト ンに合意 した。豪NZは 、この妥協に驚いたよ うで もあ り、筆者 の行

動力を高 く評価 もし、公式 にみなみま ぐろ保存委員会年次会合で筆者の貢献を高 く評価する

とともに豪州は今後の台湾 との加盟交渉の実質部分 も筆者に一任 したい と表 明 した。

2000年11月 のCCSBT特 別会合において、韓国は 「みなみま ぐろ保存条約」への正式

加盟 を宣言 し、2001年10月 に岩手県宮古市で開催 されたCCSBT第8回 年次会合の期間

中の10月17日 、正式に加盟 した。また、中国 との関係で国(State)と しての取扱いができ

ず 同条約への正式加盟への道が閉 ざされていた台湾に対 しては、これ も日本のイニシアティ

ブで 「拡大委員会」方式を作成 し台湾側に提示 してきた。この方式は、簡単にいえば委員会

の外側 に台湾等の団体 も正式メンバー となれ る 「拡大委員会」を設置 し、「拡大委員会」で

コンセンサスで決定 したことを委員会が再度形式的に合意するとい うもので、台湾 に実質的

投票権 を与えるものとなっている。この方式は、CCSBT第7回 年次会合 において、CC

SBTと 台湾代表 との最終協議を経て決議 された。

しか し、台湾が非加盟国 として操業を続けることによ り、ミナ ミマグロの保存 と管理に悪

影響 を及ぼ していたことは問題であ り、筆者は何度も訪台し、台湾に低い漁獲枠での実質的

加盟 を促 しつつ、台湾の過剰な漁獲水準を警告 した。日豪NZは 、筆者 の強い意志によりC

CSBT第8回 年次会合において、台湾を非協力的非加盟国 ・地域 として特定することも辞

さない との姿勢を強めたところ、台湾 は韓国 と同じ割 当量1,140ト ンで協力 し、拡大委員会

に参加す ることを表明 した。筆者 を中心 とす る 日本のイニシアティブの成果であった。台湾

はその後内部手続を終了後、2002年8月 に正式に拡大委員会に参加 した。

⑤日本漁船に対する寄港禁止措置の解除

ところで、2001年5月28日 に行 われた 日豪非公式会合では、終止良好な雰囲気の中、率

直かつ建設的な協議が行われ、懸案 となっていた 「711トン」の扱 いについて も、妥協 と協

調の精神の下、711ト ンの半分の356ト ンを 日本が2001年 の漁期に一度に限 り漁獲すると



い うことで双方妥協 した。711ト ンは、日本が暫定措置命令によ り、1999年 の6,065ト ンの

日本の 自主的国別割当量か ら返還 した量である。日本は、暫定措置が失効 したので、これ も

日本に返還 されるべきであるとしたのに対 して、豪NZが 暫定措置は2000年8,月4日 の本

裁判の判決により失効 したが、それ以前の行為(返 還)は 有効である として、意見の相違が

あった ものを、それぞれが法的解釈 の相違がある限 りはそれぞれが譲って、中間の値 を取る

との妥協を成立 させた ものである。

その他の種々の問題解決に向けた取組み を評価 した豪州は、ミナ ミマグロをめぐる紛争は

解消 されたとして同年5月29日 、 これまで 日本漁船に対 してとってきた寄港禁止措置の解

除を宣言するに至 った(NZは これ よりも早 く、2001年1月3日 をもって寄港禁止解除を

宣言 した)。

⑥信頼関係の回復を確信

もともとの紛争は適切な総漁獲量(TAC)が 決定できない とい う状況に端を発 したもの

であ り、最終的な紛争の解消は適切 なTACが 設定 されては じめて達成 され るとい うのが 日

本の基本的な立場であり、このことは豪州 にも明 らかにしている ところであるが、TACの

設定に向けた独立科学者の関与を含む体制整備はなされてきてお り、紛争解決 に向けての道

の りを着々と歩み出した。

なににもまして今後の ミナ ミマグロ資源の保存 と最適利用の推進 にあたって勇気づけ ら

れるものは、 日本 と豪 とNZ間 の信頼関係の回復である。 この非公式協議 を含 め、2000年

11月 以 降のみなみまぐろ保存委員会の会合 においては、率直かっ建設的な協議がすすめら

れている。

これ は、豪州の交渉当事者が、バ ンフィール ド氏 とハ リー氏に替わったことも大きい。

諮問委員会や独立議長の設置の影響もあろ うが、何 よりも、関係国間の信頼関係の回復が

率直かっ建設的な協議が行われてい る最大の要素 となったと考える。 「雨降って地固まる」

とい うことだろ うか。

今振 り返る と、この問題が国際裁判に至る紛争状態にまで発展 したことが、結果的には関

係国間の信頼関係の早期回復の実現に寄与す ることとなった。日本の調査漁獲計画の実施は、

豪NZか らみた ら 「一方的」なことと映ったであろうが、日本の この決断がなければ、ミナ

ミマグロをめぐる問題はいまだに出 口の見えない対立構造か ら逃れるこ とができなかった

のではないか。また、国連海洋法仲裁裁判所が望んだ ことも、加盟国が資源の保存 と最適利

用のために責任 ある態度で対応 し、問題が発生 してもその枠組みの中で 自らがその問題を解

決する良好な関係 を築いていくことだろう。

人類は将来 とも生態系を持続的に利用 して生存 していかざるをえない。水産資源 も同様で



ある。水産資源 の保存 と持続的利用を実現 してい くためには、ある時は減船等 によ り人類の

活動をコン トロール していく必要があろ うし、ある時は、た とえ環境保護勢力が優勢であっ

て も、科学的に正 しい主張を実現 してい くことが必要になる。そ してその主張が正 しければ

最終的 に我々の主張の多 くが達成 されるはず である。今回の国際裁判は この ことを如実に示

す大きな教訓 となった。この日本 史上まれな国際裁判は、その貴重な経験をわれわれ もた ら

す とともに、み なみまぐろ保存委員会にも新たな風をもた らす結果 となった。裁判 とい う言

葉 は我 々 日本人に とり、裁き、裁かれる とい う印象があり、できれば避けたい ものである。

しか し、出口の見えない対立関係の状態を継続す るかあるいはそれを打破 するか とい う選択

を迫 られた場合、む しろ積極的にそれを活用す る選択肢 もあることを物語っているとい える

のではないか。



6.海 洋水産資源の持続的利用の達成に向けて

今後 の鯨類 の持続的利用の達成のための方向はすでに述べた。すなわち、

①IWCの 機能の改善:IWC科 学委員会での対応の改善とIWC本 会議の改善;

②外部か らの圧力 によるIWCへ の影響(FAO、CITES及 び地域漁業機 関の活用;

③ 日本 国内の理解 と支持の浸透のための諸活動の実施 とその強化(日 本での国際会議 の開催

を含む);

であ る。

我が国としてはこれ らの対応を既に約10年 間に亘って継続 してきてお り、明確な成果が

挙げ られてきたことは、既 に論述 したとお りである。

2002年 の第54回IWC下 関総会は 日本を中心 とす る鯨類の持続的利用を促進す る国々が、

過半数をあと一歩で 占めるところまで善戦 し、将来の捕鯨 の再開に期待感 をもた らした。そ

の反動で、2003年 の第55回 ベル リン総会は、メキシコや米国が中心 となった反捕鯨国が持

続的利用 に向けて大きく動き出 した振 り子を元に戻す ことを意図 して国際捕鯨取締条約 の

目的 と趣 旨に反する保護委員会を設立させた。

保護委員会 は単純過半数で採択 ・設立された拘束力のない もので、ホウェール ・ウォッチ

ングの推進や調査捕鯨の反対決議の実施状況 などをレヴューすることを主な内容 とす る。こ

の保護委員会は、反捕鯨国が結束 して、近い将来にも資源の健全 な鯨類 も含めて、一切の持

続的な捕鯨 を認 めない と宣言 したものと理解する。それが故に資源が豊富になっ準鯨類 を対

象 とす るホウェール ・ウォッチング活動の推進な どを強調 しているのである。

国際捕鯨委員会(IWC)の 枠内で捕鯨の再開を実現す るためには4分 の3の 多数 の賛成

票が必要である。現在IWCは 、反捕鯨 国と持続的捕鯨支持国が約25ヶ 国対22～23ヶ 国で

あ り、4分 の3の 多数を制するために、更に約50ヶ 国の新規加盟の持続的捕鯨支持国を獲

得す るか、反捕鯨国の半数 の約25ヵ 国が捕鯨支持国に立場を変更す ることが必要 となるが、

保護委員会の設立 をもって反捕鯨国が結束 した と理解 されるので、IWCを 変更ない し改善

す ることは、新規加盟国の増をもって達成す ることが必要 となる。50ヶ 国の増加は中長期

的道の りとなる。とすれば筆者が第3章 で論述 した国際捕鯨委員会(IWC>の 正常化 に向

けた取 り組み も、単なるIWCを 内部か ら正常化するための取 り組み に止まっていては効果

が薄いか、長い時間を要することになりかねないので、今後は選択肢 を増や し、取 り組みを

強化する必要がある。それ らの対応の選択肢 は以下の対応のみに限定 され るものではないが、

検討すべき対応 は暫定的に以下の通 りとなろ う。また、これ らの選択肢もそれぞれ一っを独

立して選択す るのではなく、有機 的かっ時宜に応 じて複数 を組み合 わせることが効果的であ

ろ う。



(1)国 際捕鯨委員会(IWC)か らの脱退による持続的捕鯨再開の検討

既 に商業捕鯨 モラ トリアムの解除期限か ら14年 が経過す るが、未だに捕鯨再開の道具で

ある改訂管理制度(RMS)に 合意する姿勢が反捕鯨 国側 には見 られない。豪州、ニュージ

ーラン ド、ブラジル、イ タ リア及び米国は鯨類資源が健全で、かっ豊富な場合 を含む、いか

なる場合 にも、捕鯨の再開には反対であると明言 しているところ、 これ らの国々の影響で、

当面IWCは 捕鯨再開に合意す るとは期待できない。従 ってこのままIWC加 盟国として留

まっていても捕鯨再開できないのなら、脱退 して再開す る可能性 を追求す る。

いかなる国家 も条約の非加盟国 となれば、当該条約には拘束 されない。非加盟国 としての

権利 を行使す ることができる。法的には商業捕鯨 も調査捕鯨 も実施 が可能である。

しか し、 日本 は、国連海洋法条約(特 に第64条 、第65条 、第116条 か ら第120条)、 南

極条約(1959)(第6条)及 び91年 環境議定書(1991)(特 に第4条)、 加 えて南極海洋生物

資源保存条約(1980)(第1条 、第9条 及び第12条)の 加盟国で もあ り、これ らの条約 との

整合性や権利義務 を検討する必要がある。筆者の暫定的な分析によれ ば、日本による非加盟

国操業は、当然、科学的根拠 に基づき実施 され、国際法上定められた報告義務や透明性 を確

保 しなが ら行 われると想定され るので、上記の条約に抵触す る可能性はないとみ られ る。た

だ し、米を含む反捕鯨国から、経済的制裁 の実施(米 国内法ペ リー修正法(1954)もGAT

Tと の整合性 を求 めてい るほか、鯨製品以外で経済制裁 を実施すれ ば、WTO違 反 とな ろ

う。)が 示唆 され ようが、GATTと ペ リー修正法の内容 に照 らし、かっ、米国がこれまで行っ

たペ リー修正法 に基づ く証明の例などを検討すれ ば、その可能性は極めて薄い。また既にカ

ナダ、イン ドネシア及びフィ リピンは非加盟国として捕鯨 を実施 してお り、かかる国々は米

国か ら何の制裁措置 も受けていない。日本のみが制裁 され る場合には差別 的扱 いとな る。こ

の場合 日本がWTOに 提訴す る道 もある。

他方、脱退する場合には 目本のIWCの 非加盟国 としての捕鯨が国際裁判に提訴 され るケ

ースも想定 されるが、その場合 には国際司法裁判所(ICJ)ま たは国際海洋法裁判所(I

TLOS)の いずれかに提訴 され よ う。我が国が、提訴 され係争になった場合、主 として附

表第一〇項eの 有効性をめ ぐっての裁判 となると思われ る。多 くの反捕鯨国は、捕鯨の再開

をいかなる場合 にも認 めない と宣言 してお り、改訂管理制度の誠意 ある完成にも応 じず、保

護委員会 を設立 し、ホウェール ・ウォッチングの実施 を奨 励す るな ど、反捕鯨国が既に約束

された期限内の捕鯨の再開の意図を有せず、国際約束の誠実な実行 を怠っていると解 される

との主張が可能 となる。従って国際裁判は、持続的な捕鯨の達成のために第三者が公平に判

断を下す ことが期待でき、む しろ歓迎すべき事態 とみることもで きる。



(2)他 の鯨類国際機関の設立ない し協 力

北大西洋海産哺乳動物委員会(NAMMCO)は もともと日本な ども参加 した世界捕鯨者

会議 を基に、海域 を北大西洋に限定 して成立 したものであると考 える。現在は、いくつかの

鯨種 に科学評価 を行い、かっ監視取締制度を完成 させ るな ど、活発 に活動 している。日本は

これまでも同委員会に積極的に参加 して来た ところであるが、同委員会の海域な どを北太平

洋 も含 めるなど改正提案な ども検討 に値する。日中韓露を中心 とした北太平洋での鯨類機関

の設立に引き続 き努める。現在 も近隣諸国 とは、鯨類資源の共同調査 の実施や会合を開催 し

意見の交換に努めているが、これ らを活発化 させ、具体的な地域機関の協定案を検討すべき

である。

このようなIWCに 代わる機関で捕鯨 を再開することは、国連海洋法条約やUNCEDの アジ

ェンダ21の 合意 にも合致するものである。

(3)ミ ナ ミマグロ国際裁判に倣 うIWCの 改善

みなみま ぐろ保存委員会(CCSBT)の 加盟 国として、我が国が 自国の責任において調査

漁獲を実施 し、これを豪NZが 差 し止めようとして、豪NZ両 国が義務的紛争解決手続 に訴

えた。暫定措置をめ ぐる裁判 では国際海洋法裁判所にて審理 され、その後、国連海洋法条約

第二八六条の規定に基づ く国連海洋法仲裁裁判所 による本裁判の先決的拡弁 では 日本の主

張が認 められ、我が国が勝訴 した。この過程 と結果において、それまで機能不全に陥ったみ

なみま ぐろ保存委員会(CCSBT)の 機能が大幅に回復 した。

CCSBTの 場合は、極端 にTACを 低 く抑 え、加盟国間の対立が解 けなかった。そ して、

科学委員会 も常に科学者が対立 し、その乖離は広まるばか りであった。

豪NZは 、日本が提示す る漁獲割 当量の適切な増加要求に常にコンセンサスの意思決定方

式下での拒否権 を発動 している状態だった。

IWCの 商業捕鯨モラ トリアムは、ICRW条 約附表第一〇項eを 根拠 とす るものである

が、遅 くとも1990年 までには見直す ことが合意 されている。

期限である1990年 か ら14年 を経過 して も一向に捕鯨 を再開 し、商業捕鯨 のモ ラ トリアム

を解除す るきざしはない。

しか しなが ら、南氷洋 ミンクク ジラは760,000頭(1991年)、 北西太 平洋 ニ タ リクジラ(1995

年)22,000頭 、 北西太 平洋 ミンク クジ ラ25,000頭(1991年)と 合 意 した。

また、1992年RMPの 採択に合意 したが、RMSの 完成期限を設 けず 、無期限に検討を

引き伸ば し、事実上、商業捕鯨 の再開に反対 している。

これ らを総合 し、第一〇項eは 失効 していると理解 し、日本を含 むIWC加 盟国はもうこ



れに拘束されない と解釈 し、適切に対処す る。

ウィーン条約法条約(1969)第 六〇条では、「ある国による条約違反による条約の一部な

い し全部の終了、運用の停止」を認 めてい るので、この条項の趣 旨が商業捕鯨モラ トリア

ム条項の現状の扱いに適用 されて、反捕鯨国には条約 の趣 旨及び 目的の実現 に不可欠 な規

定の遵守義務への違反があったと考 えられ る。 これは、いかなる場合で もいかなる捕鯨 も

認め られ ないとす る主張を維持(豪NZ及 び米国)し ていることか ら明 白である。

結果的に、みなみまぐろ保存委員会の例に見 られ るよ うに、IWCが 改善 され る可能性

も高い。

(4)引 き続 きIWCに 留ま り機能改善に努める

既 に詳 しく論述 したが、 とりあえず過半数の獲得によ りIWC運 営の改善を追及 しつつ、

国内と国際世論か らの鯨類の持続 的利用への理解 と支持 の獲得に努める。ただ し、その効

果が期待 されない場合 には、他 の選択肢に適宜、移行す る。



7.む す び に

捕鯨や ミナ ミマグロの例にみ られるように、水産資源の持続的利用 と保護 をめぐっては各

国間の意思の対立と配分 をめぐっての利害対立が先鋭化 してきている。

しか し、海洋水産 国家 として、我が国は国際場裏のあ らゆる場で、世界益である持続的利

用の原則 とそれに沿った 日本の国益 の主張 とその実現に、今後 とも情報 を発信 し、行動 し、

提案 し、責任 を遂行 し、各国の範 とな り、 リーダーシップを取 り続ける義務 と責任 がある。

また、世界に冠た る海洋水産国家 日本に期待 される役割を果 し、日本 の立場 と国益 と海洋

水産資源の持続的利用の原則 と実践についての理解 も増大するように努 める責任 と義務 が

ある。
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図1.鯨 底 出土遺跡 の分布

(「第2回 日本伝 統 捕 鯨 地 域サ ミット」(2003年5月)で の 金 田 一 精 氏 報 告 資料 より)



図2.原 の 辻遺 跡 出土
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(長 崎 県2000よ り)



参考文献

秋道智彌

1994『 クジラ とヒ トの民族誌』東京大学出版会

安福数夫

1983(編)『 二百海里概史』全国鮭鱒流網漁業組合連合会

Arbitral Tribunal under Annex VII to the UNCLOS

2000 Award of 4 August on Southern Bluefin Tuna Case(Australia and New Zealand v.

Japan) (Jurisdiction)

Aron, William

2000 The International Whaling Commission: A Case of Malignant Neglect <

htt://ertain-natl.org/maliant nelect.html>.

Aron, W., W. Burke, and M. Freeman

1999a Flouting the Convention.Atlantic Monthly (May): 22-29

1999b The whaling issue, Marine Policy24:179-191.

2002 Scientists versus Whaling: Science, Advocacy, and Errors of Judgment.

ＢioScience52 (12): 1137-1140.

Backland, S. T., Cattanach, K. L. and Miyashita, T.

1992 Minke whale abundance in the Northwest Pacific and the Okhotsk Sea, Estimated

ｆrom 1989 and 1990 sighting surveys. Report of the International Whalingo

Ｃommission 42: 387-392.

Brooke, James

2002 The Saturday Profile: An Environmentalist Who Loves to Eat Whales. New York Times A4,

October 19, 2002.

CCSBT

1993み な み ま ぐ ろ の 保 存 に 関 す る 条 約 、(所 収)水 産 庁1999;

<http://www.ccsbt.org/jp _docs/pdf/about_the_commission/jp_convention.pdf>.

1996a第2回 みなみまぐろ保存委員会特別会合報告書,1996年5月3日

1996bみ なみま ぐろ調査漁獲(EFP)が 資源に与える影響 に関す るワー クシ ョップ報告書,

1996年6月1日

1996c第2回 みなみまぐろ保存委員会科学委員会報告書,1996年9月5日

1996d第3回 みなみまぐろ保存委員会報告書,1996年9月28日

1997a第3回 みなみまぐろ保存委員会再開会合報告書,1997年2月22日

1997b第3回 みなみまぐろ保存委員会科学委員会報告書,1997年9月13日

1997c第4回 みなみまぐろ保存委員会報告書,1997年9月13日

1998a第4回 みなみまぐろ保存委員会再開会合報告書,1998年1月22日

1998b第4回 みなみまぐろ保存委員会再々開会合報告書,1998年2月21日

1998c第4回 みなみまぐろ保存委員会科学委員会報告書,1998年8月6日



1998dみ なみま ぐろ保存条約第16条 協議(交 渉)報 告書、日豪NZ三 ヶ国政府、1998年12

月23日

1999a第5回 み なみまぐろ保存委員会報告書,1999年2月26日

1999b第5回 み なみまぐろ保存委員会再開会合報告書,1999年5月13日

1999c第6回 み なみまぐろ保存委員会報告書1999年11月30日

2000第6回 みなみまぐろ保存委員会再開会合報告書,2000年3月21日

2001a第5回 みなみまぐろ保存委員会科学委員会報告書,2001年3月24日

2001b第7回 みなみまぐろ保存委員会報告書,2001年4月21日

2001c第8回 みなみまぐろ保存委員会報告書,2001年10月18日

CITES

1973 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and

Flora(絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動 植 物 の 種 の 国 際 取 引 に 関 す る 条 約).(所 収)水

産 庁1999.

Clark,Helen

2000a "Prime minister supports Greenpeace whaling petition."(Prime minister media

statement),January 19

2000b "Whaling concerns fuelled by decline in whale numbers."　 (Prime minister media

statement),January25

土井全二郎

1992『 最近捕鯨 白書』丸善

海老沢志朗

1996『 かつお ・ま ぐろと日本人一 うまい刺身が食べたい』成山堂書店

FAO

1945 Constitution of the Food and Agriculture Organization of the United Nations.

<http://www.fao.org/DOCREP/003/X8700E/x8700e01.htm#P8 _10>

1995 Code of Conduct for Responsible Fisheries.(所 収)水 産 庁1999.

<http://www .fao.org/DOCREP/005/v9878e/v9878e00.htm>

1999 Report of the twenty-third session of the Committee on Fisheries. Rome, 15-19

Ｆebruary 1999. (FAO Fisheries Report No.595)

2002 Report of the twenty-fourth session of the Committee on Fisheries.Rome,26

February-2 March 2001 (FAO Fisheries Report No. 655).

2003 Report of the twenty-fifth session of the Committee on Fisheries. Rome, 24-28

February 2003 (FAO Fisheries Report No. 702)

Fisheries Agency of Japan

2002 Press Release: Japan's Position on small type coastal whaling and aboriginal

subsistence whaling. May24

フ リー マ ン 、 ミル トン ・M・R

1989(編 著)『 くじらの文化人類学-日 本の小型沿岸捕鯨』海鳴社



Gambell,Ray

1982 The Bowhead whale problem and the IWC.In Aboriginal/Subsistence Whaling

(with special reference to the Alaska and Greenland fisheries),G.Donovaned.,

pp.1-6.Reports of the International Whaling Commission Special Issue 4.

Government of Australia

1990 Opening Statement.(IWC/42/OS Australia).

1993 Opening Statement.(IWC/45/OS Australia).

1994 Opening Statement(IWC/46/OS Australia).

1996 Opening Statement.(IWC/48/OS Australia).

1997 Opening Statement(IWC/49/OS Australia).

1999a Statement of Claim and Grounds on Which it is Based.(Attached to the

Australian Note(No LGB99/258 Of 15 July)to Japan).

1999b Request for Provisional Measures.(Attached to the Australian Note(No LGB

99/258 Of 15 July)toJ apan).

1999c Request for Provisional Measures.(Submitted to the ITLOS,30 July).

2003 Opening Statement.(IWC/55/OS Australia in IWC/55/OS Member Govemment)

Governments of Australia and New Zealand

2000 Reply on Jurisdiction.

Government of Italy

2003 Opening Statement.(IWC/55/OS Italy in IWC/55/OS Member Government)

Government of Japan

1987a The program for research on the Southern Hemisphere minke whale and for

preliminary research on the marine ecosystem in the Antarctic.Paper SC/39/O4

presented to the IWC Scientific Committee,June 1987(unpublished).57pp.
1987b The research plan for the feasibility study on"the program for research on the

Southern Hemisphere minke whale and for preliminary research on the marine

ecosystem in the Antarctic".Paper SC/D87/1 presented to the IWC Scientific

Committee,December 1987(unpublished).19pp.

1989 The research plan in 1989/90 season in conjunction with note for"The Program for

the Research on the Southern Hemisphere minke whale and for the preliminary

research on the marine ecosystem in the Antarctic(SC/39/O4).Paper

SC/41/SHMi13 presented to the IWC Scientific Committee,June 1989

(unpublished).19pp.

1994 Research program for clarification of minke whale stock structure in the

northwestern part of the North Pacific.Paper SC/46/NP1 presented to the IWC

Scientific Committee,May 1994(unpublished).13pp.+Appendix 22pp.

1995 The 1995/96 research plan of Japanese whale research programme under special

permit in the Antarctic.Paper SC/47/SH3 presented to the IWC Scientific

Committee,May 1995(unpublished).9pp.

1999 Response of the Government of Japan to Request For Provisional Measures &

Counter-Request For Provisional Measures.

2000a Memorial on Jurisdiction(Cases concerning the Convention for the Conservation



of Southern Bluefin Tuna).

2000b Research plan for Cetacean Studies in the western North Pacific under Special

Permit(JARPNII)(Feasibility Study plan for 2000 and 2001).PaperSC/52/O1

presented to the IWC Scientific Committee,June 2000(unpublished).68pp.

2002 Research Plan for Cetacean Studies in the Western North Pacific under Special

Permit(JARPNII),PaperSC/54/O2 presented to the IWC Scientific Committee,

May 2002(unpublished).115pp.

Government of New Zealand

1997 Opening Statement(IWC/49/OS NewZealand).

1999a Statement of Claim and Grounds on Which it is Based.Attached to the New

Zealand's Note(701/14/7/10/3 of 15 July)to Japan.

1999b Request for Provisional Measures.Attached to the New Zealand's Note

(701/14/7/10/3 of 15 July)to Japan.

1999c Request for Provisional Measures.(Submitted to the ITLOS,30 July).

Government of the United Kingdom

1996 Opening Statement.(IWC/48/OS UK).

2003 Opening Statement.(IWC/55/OS UK in IWC/55/OS Member Government)

Government of the United States

1997 Opening Statement.(IWC/49/OS US).

函館市史編さん室

1997(編)『 函館市史 通説編第3巻 』函館市

日比野光敏

1999『 す しの歴史を訪ねる』岩波書店

平口哲夫

1999『 史記』秦始皇本紀に記 された 「巨魚」についての民族考古学的考察、『国際海洋生

物研究所報告』No.9、 国際海洋生物研究所

2003縄 文～古代捕鯨 と食の多様性 、(財)日 本鯨類研究所編 『第一回 日本伝統捕鯨地域サ

ミッ ト』pp.23-46.長 門市、 日鯨研

捕鯨取締条約

1931 Convention for the Regulation of Whaling.LNTS 155p.349;USTS 880.

細田 徹

1995鯨 の郷土玩具、『鯨研通信』388号 、(財)日 本鯨類研究所

IATTC(Inter-American Tropical Tuna Commission)

1950 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica

for the Establishment of an Inter-American Tropical Tuna Commission(全 米 熱 帯

ま ぐ ろ 類 条 約),(所 収)水 産 庁1999.



ICCAT

1966 International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas(大 西 洋 の ま ぐ ろ

類 の 保 存 の た め の 国 際 条 約).(所 収)水 産 庁1999;CTS 1969/18.

井原西鶴

1688(東 明雅校訂)『 日本永代蔵』岩波書店、1956年

International Agreement for the Regulation of Whaling

1937 ATS 1946 No.0010(electronic);LNTS 190p.79;USTS 933.

IOTC

1993 Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna(イ ン ド洋 ま ぐ ろ 類 委

員 会 設 立 協 定).(所 収)水 産 庁1999.

1999 Ｒeport of the Third Session of the Indian Ocean Tuna Commission(Mahe,

Ｓeychelles,9-12 December 1998).

石井 孝

1972『 日本 開国史』吉川弘文館

ITLOS(International Tribunal on the Law of the Sea)

1999 Order of 27 August on Southern Bluefin Tuna Cases(New Zealand v.Japan;

Australia v.Japan)(Provisional Measures).

板橋守邦

1987『 南氷洋捕鯨史』中央公論社

岩井 保

2002『 旬の魚 はなぜ うまい』岩波書店

IWC

1946 International Convention for the Regulation of Whaling(国 際 捕 鯨 取 締 条 約).(所

収)水 産 庁1999.

1966 International Whaling Commission Report.Report of the Commission 16:3-10.

1974a International Whaling Commission Report 1972-1973.Report of the Commission

24:6-11.

1974b Chairman's Report of the Twenty-Fourth Meeting.Report of the Commission 24:

20-38.

1975 International Whaling Commission Report 1973-1974.Report of the Commission

25:6-12.

1979 Chairman's Report of the Special Meeting(Tokyo,December 1997).Report of the

International Whaling Commission 29:2-6.

1982 Chairman's Report of the Thirty-Third Annual Meeting.Report of the

International Whaling Commission 32:17-42.

1983 Chairman's Report of the Thirty-Fourth Annual Meeting.Report pf the

International Whaling Commission 33:20-42.

1984 Chairman's Report of the Thirty-Fifth Annual Meeting.Report of the



International Whaling Commission 34:13-34.

1991 Chairman's Report of the Forty-Second Annual Meeting. Report of the

International Whaling Commission 41: 11-50.

1992 Chairman's Report of the Fortv-Third Annual Meeting. Report of the

International Whaling Commission 42: 11-50.

1992b Report of the Scientific Committee. Report of the International Whaling

Commission 42: 51-79.

1993a Chairman's Report of the Forty-Fourth Annual Meeting. Report of the

International Whaling Commission 43: 11-53.

1993b Annex I:Report of the Working Group on Implementation Trials. Report of the

Scientific Committee. Report of the International Whaling Commission

43: 153-196.

1993c Report of the fifth comprehensive assessment workshop on revised management

procedures. Report of the International Whaling Commission 43: 229-240.

1994a Chairman's Report of the Forty-Fifth Annual Meeting. Report of the International

Whaling Commission 44:11-39.

1994b Report of the Scientific Committee. Report of the International Whaling

Commission 44: 41-201.

1995a Chairman's Report of the Forty-Sixth Annual Meeting. Report of the International

Whaling Commission 45: 15-52.

1995b Report of the Scientific Committee. Report of the International Whaling

Commission 4553-221.

1996a Chairman's Report of the Fortv-Seventh Annual Meeting. Report of the

International Whaling Commission 46: 15-48.

1996b Report of the Scientific Committee. Report of the International Whaling

Commission 4651-236.

1997a Chairman's Report of the Fortv-Eighth Annual Meeting. Report of the

International Whaling Commission 47: 17-55.

1997b Report of the Scientific Committee. Report of the International Whaling

Commission 47: 49-97.

1997c Report of the Workshop on Community-Based Whaling, Sendai, Japan, 19-21

March 1997. IWC/49/15.

1998a Chairman's Report of the Forty-Ninth Annual Meeting. Report of the

International Whaling Commission 48: 15-52.

1998b Report of the Scientific Committee. Report of the International Whaling

Commission 48: 53-302.

1998c Report of the Intersessional Working Group to Review Data and results from

Special permit research on minke whale in the Antarctic, Tokyo., 12-16 May 1997.

Report of the International Whaling Commission 48: 377-412.

1999a Chairman's Report of the Fiftieth Annual Meeting. Annual Report of the

International Whaling Commission: 3-49

1999b Report of the Scientific Committee. The Journal of Cetacean Research and

Management Vol. 1 Supplement.

2000a Chairman's Report of the Fifty-First Annual Meeting. Annual Report of the

International Whaling Commission: 7-57.

2000b Report of the Scientific Committee. The Journal of Cetacean Research and



Management Vol. 2 Supplement.

2001a Chairman's Report of the Fifty-Second Annual Meeting. Annual Report of the

International Whaling Commission: 11-63.

2001b Report of the Scientific Committee. The Journal of Cetacean Research and

Management Vol. 3 Supplement.

2001c Report of the Workshop to Review the Japanese Whale Research Programme

under Special Permit for North Pacific Minke Whales (JARPN), Tokyo, 7-10

February 2000. The Journal of Cetacean Research and Management Vo1. 3

Supplement:375-413.

2002a Chairman's Report of the Fifty-Third Annual Meeting. Annual Report of the

International Whaling Commission: 5-105.

2002b Report of the Scientific Committee. The Journal of Cetacean Research and

Management V61.4 Supplement, 2002.

2003a Chairman's Report of the Fifty-Fourth Annual Meeting. Annual Report of the

International Whaling Commission: 1-115.

2003b Chair's Report of the 5th Special Meeting. 14 October 2002. July 1,2003, <

ｈttp://www.iwcoffic.org/Chair's%20Report%202002/CHREPSMO2.pdf>

2003c Resolution on Use of Simultaneous Interpretation at Annual Meetings of the

International Whaling Commission(Resolution 2003-4)

<http://www.iwcoffice.org/Resolutions2003/Resolution%202003.htm#Permits>

2003d Report of the Scientific Committee. The Journal of Cetacean Research and 

       Management Vol. 5 Supplement, 2003.

2003e Schedule as amended by the Commission at the 55th Annual Meeting, Berlin, 

      Germany, 16-19 June 2003. Attached to the communication (IWC. CCG 364) from 

       the Secretariat to the Contracting Government and the Commissioners.

Kalland, Arne

1992 Whose Whale is That? Diverting the Commodity Path.MAST(5)2:16-45.

1993 Management by Totemization: Whale Symbolism and the Anti-Whaling Campaign. 
      Arctic 46(2): 124-133.

金 田一精

1999「 鯨 底」の話 、『ミュー ジアム 九州 』17(2):16-23.

2001丸 川島における縄文時代の鯨利用 と鯨底 、『琉球大学考古学研究集録』3号 、琉球大学

法文学部考古学研究室

金子熊夫

2000さ らば捕 鯨 エ ゴイ ズ ム、『論座』12月 号:284-291.

笠松不二男

2000『 クジラの生態』恒星社厚生閣

加藤秀弘

1995『 マ ッコウクジラの自然誌』平凡社

2000『 ニタリクジラの 自然誌』平凡社



かつお ・ま ぐろ年鑑

19991999年 版 、水産新潮社

河野良輔

1971庶 民が支えた産業 北浦捕鯨、西 日本新聞(連 載)

川 島秀 一

2003『 漁携伝承』(も の と人 間の文化史109)法 政大学出版局

小島憲之、木 下正俊 、東野治之(校 注 ・訳)

1994～96『 万葉集1～4』(新 編 日本古典文学全集6～9)小 学館

小松 正之

2000『 クジラは食べていい!』 宝 島社

2001(編 著)『 くじら紛争 の真 実』地球社

2002『 クジ ラと日本人』 青春 出版社

2003『 クジラ その歴 史 と社 会』 ごま書房

Komatsu, Masayuki

1999 Chronology of Discussion in CCSBT Regarding EFP.(Annex 4 to Government of Japan

1999 above)

小松正之、遠藤久

2002『 国際マグロ裁判』岩波 書店

Komatsu, Masayuki & Gomez Diaz, Gabriel

2002 〓Quien Dijo Que Comer Ballena Es Malo? The Institute of Cetacean Research.

Komatsu, Masayuki & Misaki, Shigeko

2002 The Truth Behind Whaling Dispute. Lehmann Communications, London.

2003 Whales and the Japanese.The Institute of Cetacean Research.

Komatsu, Masayuki & Takagi, Yoshihiro

2002 Qui Dit Que Les Baleines Sont Sacrees? The Institute of Cetacean Research.

鯨塚保存会
1969『 鯨塚乃由来』東品川一三会町会(未 公刊)

熊野太地浦捕鯨史編纂委員会
1969『 熊野太地浦捕鯨史』平凡社

倉野憲司
1978『 古事記全註釈』(第5巻)三 省堂

桑 田透一
1940『 鯨族開國論』書物展望社

共同船舶

1992『 捕鯨業務マニュアル』共同船舶(株)(未 公刊)

鋸南町史編纂委員会
1995『 鋸南町史 通史編(改 訂版)』 鋸南町教育委員会



Maguire, J.J., Sullivan, P., Mohn, R., and Tanaka, S.

1999 Southern Bluefin Tuna: Panel Statement on Experimental Fishery Program.

(Annex 1 to "Government of Japan 1999" above).

松本 巌

1980(編 著)『 解説 日本近代漁業年表(戦後編)』水産社

松本健一

1994『 開国のかたち』毎 言新聞社

三崎 滋子

1986宣 伝戦 に完敗 した 日本 の鯨 、『諸君』:206-216

宮崎信之

1998(監 修)『100問100答 クジラの謎 イルカの秘密』河出書房新社

森 田勝昭

1994『 鯨 と捕鯨の文化史』名古屋大学出版会

長崎県教育庁原の辻遺跡調査事務所

2000『 平成12年 度要覧』長崎県教育委員会

長門市

2002『 長門適遙下鯨に逢 う旅』(パ ンフレッ ト)

中井 昭

1985(監 修)『 海外漁業発展史年表』海外漁業協力財 団

中村生雄

2001『 祭祀 と供犠 日本人の 自然観 ・動物観』法蔵館

中園成生

1996捕 鯨活動 、『考古学による 日本の歴史』2

2001『 くじら取 りの系譜-概 説 日本捕鯨史』長崎新聞社

南 極 条 約

1959 Antarctic Treaty.402 UNTS 71.(所 収)水 産 庁1999.

南 極 条 約 環 境 議 定 書

1991 Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty.30 ILM 1455.(所

収)水 産 庁1999.

南 極 海 洋 生 物 保 存 条 約

1980 Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources.(所 収)水

産 庁1999.



成瀬宇平

1995『 魚料理のサイエンス』新潮社

奈須敬二

1990『 捕鯨盛衰記』光琳

日米和親条約

1854(所 収)外 務省編 『旧条約彙纂』第1巻 、1930年

日米和親条約付録

1854(所 収)外 務省編 『旧条約彙纂』第1巻 、1930年

日米修好通商条約

1858(所 収)外 務省編 『旧条約彙纂』第1巻 、1930年

日本鯨類研究所

2003a『 第一回 日本伝統捕鯨地域サミッ ト・開催 の記録』、長門市、(財)日 本鯨類研究所

2003b『 江戸東京湾 くじらマ ップ』側)言 本鯨類研究所

言本捕 鯨 協会、 日本鯨 類研 究所

2003ま もって食 べ る。Let's Cook(パ ン フ レッ ト)

言本政府

1993南 氷洋では76万 頭の ミンク鯨が生息 しています(政 府公報)。 朝 日新 聞(5月7日)

日 本 政 府 、FAO

1995 Kyoto Declaration and Plan of Action on the Sustainable Contribution of Fisheries

to Food Security(食 料 安 全 保 障 の た め の 漁 業 の 持 続 的 貢 献 に 関 す る 京 都 宣 言 及 び 行

動 計 画).(所 収)水 産 庁1999.

小川鼎三

1979『 シーボル トと本邦の鯨 シーボル ト研究』名著刊行会

大江志乃夫

2000『 ペ リー艦隊大航海記』朝 日新聞社

大 曲佳世

2002政 治的資源 としての鯨、秋道智彌 ・岸上伸啓編 『紛争の海』pp.231-255.京 都、人文

書院

大森 徹

1987『 まぐろと共に四半世記』成山堂書店

1993『 まぐろ随談』成山堂書店

大村秀雄



1969『 鯨 を追って』岩波書店

大西睦子

1995『 徳家秘伝 鯨料理の本』講談社

大隅清治

1993『 クジラのはなし』技報堂出版

2003『 クジラと日本人』岩波書店

Ohsumi, S., Masaki, Y. and Kawamura, A. 
1970 Stock of the Antarctic minke whale. Sci. Rep. Whales Res. Inst., (Tokyo), 22: 

      75-125.

岡 田 哲

1996『 日本 の 味探 究事典』 東 京堂 出版

岡本信 男

1984『 日本漁 業通 史』水 産社

岡 山芳 治

1995「鯨肉調味方」にっいて、『Fukuoka Style』特集:西海の捕鯨vol.12:27-28.

小 野征 一郎

1998(編 著)『 マ グロの生産 か ら消費 まで』 成 山堂書 店

パ ック ウ ッ ド ・マ グナ ッ ソン法Packwood-Magnuson Amendment

1979 16USCSec.1821(e)(2).

ペ リー 修 正法PellyAmendment

1954 22USCSec.1978.

食 の科 学

1979No.48『 特 別 企画 鯨 肉』 丸 ノ内 出版

白石 政人

2003長 州捕鯨 の特徴 と通 い鯨 組 の特性 、(財)日 本 鯨類 研 究所 編 『第 一回 日本 伝 統捕 鯨 地

域 サ ミッ ト』pp,135-148.長 門 市 、 日本鯨類 研 究所

Spencer, L., J. Bollwek and R. C. Morais 

1991 The not so peaceful world of Greenpeace. Forbes (Nov. 11): 174-180. 

Stroett, Peter J. 

1997 The International Politics of Whaling. Vancouver: UBC Press. 

Stone, Christopher 

2001 Summing Up: Whaling and Its Critics. R. Friedheim (ed.) Toward a Sustainable



Whaling Regime, pp. 269-291. Seattle: University of Washington Press and 

Edmonton: Canadian Circumpolar Institute Press.

菅原龍幸

1992鯨 肉の栄養価、『勇魚』8:6-７ 日本捕鯨協会

水産庁

1999(監 修)『 漁業に関する国際条約集』新水産新聞社

2000第12回 大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)-別 会合の結果について(11月

24日 プ レス リリース)

2002ワ シン トン条約(CITES)第12回 締約国会議の結果(11,月18日 プ レス リリース)

水産庁増殖推進部漁場資源課、(独)水 産総合研究セ ンター

2003『 マイ ワシ資源の変動 と海洋環境の関係』

水産基本法

1991平 成十三年六月二十九 日法律第八十九号

水産年報

1957～2002水 産社

水産新潮社

1966(編)『 日鰹連史I』 日本鰹鮪漁業協同組合連合会 ・日本鰹鮪漁業者協会

1967(編)『 日鰹連II』 日本鰹鮪漁業協同組合連合会 ・日本鰹鮪漁業者協会

1986(編)『 日鰹連史III』 日本鰹鮪漁業協同組合連合会 ・日本鰹鮪漁業者協会

1987(編)『 日鰹連史IV』 日本鰹鮪漁業協同組合連合会 ・日本鰹鮪漁業者協会

鈴木孝夫(監 修)、 川澄哲夫(編)

1998『 資料 日本英学史1下 文明開化 と英学』大修館書店

鈴木たね子

1993ミ ンク鯨肉の栄養上の特性、『勇魚』8:2-3日 本捕鯨協会

高橋順一

1992『 鯨 の 日本文化誌-捕 鯨文化の航跡 をた どる』淡交社

2003現 代 日本の捕鯨文化 計ひとつの試論、(財)日 本鯨類研究所編 『第一回 日本伝統捕鯨

地域サ ミッ ト』PP.81-103.長 門市、 日本鯨類研究所

高正晴子

1992中 世か ら近世にかけての鯨料理、『ケ ンシ ョク 「食」』12(59):13-23

竹内賢士

2003『 昔の捕鯨資料』(「昔の捕鯨 を語 る会」(配 付資料。未公刊)

田中昌一

2003『 鯨資源の動態研究と管理』(鯨 研叢書No．10)(財)日 本鯨類研究所



多藤省徳(編 著)

1985『 捕鯨 の歴史 と資料』水産社

東京都 内湾漁業興亡史編集委員会

1971(編)『 東京都 内湾漁業興 亡史』東京都 内湾漁業興亡史刊行会

角田和彦

1992食 物ア レルギー と鯨 肉の効用、『勇魚』7:11-12日 本捕鯨協会

ウィーン条約法条約

1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. UNTS 1155, p.331. 

       <http: //www.un.org/law/ilc/texts/treatfra.htm>

梅崎義人

1999『 動物保護運動の虚像』東京:成 山堂書店。

UN 

1945a Charter of the United Nations. <http://www.un.org/aboutun/charter/index.html> 

1945b Statute of the International Court of Justice. ATS 1975 No.50. 
       <http://www.icj-cij .org/icjwww/ibasicdocuments/ibasictext/ibasicstatute.htm>

UNCLOS

1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. (所収)外 務省経済局海洋課監

修 『英和対訳 国連海洋法条約(正 訳)』 成山堂書店、1997年

和 田直 樹

2003太 地 町 で の捕 鯨 ・文 化 ・伝 統、(財)日 本鯨類 研 究所 編 『第 一 回 日本伝 統捕鯨 地域 サ ミ

ッ ト』pp,107-116,長 門市 、 日本 鯨類研 究所

渡辺栄一

1984『 江戸前の魚』草思社

渡辺信一郎

1996『 江戸の庶民が拓いた食:文化』三樹書房

1997『 江戸の生業事典』東京堂出版

山田中正

2001み なみま ぐろ事件 一仲裁判決に寄せ て、『国際法外交雑誌』第100巻3号

山本 忠 ・真道重明

1994(編 著)『 世界の漁業管理 上巻/下 巻』海外漁業協力財 団

安冨静夫、岸本充弘

2002『 下関クジラ物語』下関 くじら食文化を守る会



横 浜 開港 資料館 、横 浜市歴 史博物館

1999(編)『 開港場横 浜 もの がた り』横 浜 開港資料館

読売 新 聞

2002「 捕鯨 交渉"敵 役"10年 」読 売新 聞2002年5,月21日(夕 刊)1面

吉原 友吉

1982『 房 南捕鯨(附 鯨の墓)』 相澤 文庫

1997く じらの墓 、『鯨 ・イル カ の民俗』 日本民俗 文化 資料 集成18:409-480

吉村 昭

2003『 漂 流記 の魅 力 』新潮社

吉村 昭 、三崎滋 子 、三澄 哲夫

1998三 人 閑談(Causeries des trois):鯨 の文化 史、『三 田評論 』No.1007、 慶 磨 義塾



添付参考資料-覧



資料1年 表:捕 鯨に関する主な出来事







資料2:ミ ナ ミマグロ紛争 を巡る経緯





















資料3:食 料安全保障のための漁業の持続的貢献に関する京都宣言及び行動計画

















資
料
4
:
南
氷
洋
捕
獲
調
査
の
推
移

捕
獲
頭
数
(
累
計
)
5
,
9
1
5
(
1
6
)



資
料
5
:
北
太
平
洋
捕
獲
調
査
の
推
移



資料6:ミ ナ ミマグロ事件国連海洋法仲裁裁判所の判決(主 文(第72

パラグラフ)の み抜粋)
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