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海洋生物資源の保存管理における科学と国際政治の役割に関する研究： 

捕鯨問題と公海生物資源管理問題をめぐる議論の矛盾と現実 

 

 

第 1 章 はじめに 

 

１．問題意識 

 

世界人口の増加、新興国を中心とした所得の増加に伴うより豊かな食生活への移行、健康

志向を背景とした水産物への需要の増加などのため、世界的には水産物への需要が増大し

ており、今後もその傾向が拡大すると予測されている〔1〕。日本では水産物への需要が減少

傾向にあり、漁業生産量も減少を続けているが、世界全体から見れば漁業は右肩上がりの拡

大を続けてきており、すでに多くの漁業資源が過剰漁獲、ないしは満限まで利用されている

状況にある〔2〕。加えて、各国沿岸水域における陸上起源の汚染や埋め立てなどによる海洋

環境の悪化、気候変動の影響、生物多様性の減少など、漁業以外の要因も海洋生物資源に

様々なストレスを与えている。 

 

したがって、食料安全保障、海洋環境の保全、そして海洋生物資源の持続可能な保存管理

を達成することは、国際的にも喫緊の課題であると認識され、高い関心が存在する。 

 

他方、海洋生物資源の保存管理をめぐる国際的な議論は、しばしば科学的情報や国際法に

基づかず、マスコミ、非政府機関（NGO)、一般世論などが複合的に生み出すパーセプショ

ンやイメージを反映して形成される国際政治のうねりの中で展開し、厳しい国際対立の様

相を呈することもまれではない。 

 

このような国際対立の解決を図るためには、問題の構造における科学と国際政治（法律、

世論、経済的思惑などの複合的形成物としての）の役割を分析し、理解することが必要であ

る。本論文では、国際的な海洋生物資源の保存と管理をめぐる対立の典型として、捕鯨問題

といくつかの公海生物資源管理にかかわる問題を取り上げ、その問題構造を分析する。また、

分析結果に基づき、問題への対応に関する提言を試みる。 

 

また、これらの問題の解決の方向性のオプションを探るとともに、より喫緊の海洋生物資

源の保存管理問題への対応への貢献も目指すこととしたい。 
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２．捕鯨問題と公海生物資源管理問題に関する背景 

 

国連（総会、国連環境開発会議、国連食糧農業機構（FAO）など）、多国間環境協定・機

関（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（ワシントン条約、CITES）、

生物多様性条約（CBD）、国際自然保護連合（IUCN）など）、地域漁業管理機関（RFMO）

（大西洋マグロ類保存国際条約（ICCAT）、北西大西洋漁業機関（NAFO）、等々）などの国

際交渉の場では、海洋生物資源の保存と管理や海洋生物の多様性の保全を巡って、活発な議

論が行われてきており、これらの海洋関連問題は、近年、国際的な環境保全の動きの中で大

きな比重を占めるようになってきている。例えば、2012 年にリオデジャネイロで開催され

た、いわゆるリオ+20（国連持続可能開発会議）の成果文書である The Future We Want

〔3〕 では海洋問題が大きな比重を占め、とりわけ海洋生物資源の保存管理に大きな関心が

寄せられた。 

 

他方、海洋生物の保存管理に関する国際的な議論においては、しばしば特定の問題に大き

な関心と注目が集まる。例えば、捕鯨をめぐる論争は 1970 年代から現在に至るまで対立が

続き、1980 年代後半から 90 年代前半にかけて国連を中心に大きな議論となった公海流し

網漁業問題、CITES の場におけるクロマグロなど漁業対象魚種の絶滅危惧種指定をめぐる

議論、海鳥や海亀の混獲問題、そして公海漁業問題（脆弱生態系の保護、海洋保護区の設定

など）など、時代の流れに伴い、様々な問題が、いわゆる環境 NGO、マスコミ、政治家な

どを巻き込んで、時に国家間の外交問題にも発展する状況を生み出してきた。 

 

これらが問題として取り上げられる中では、海洋生物資源の状態に関する科学的知見の

不確実性、それに対応するための予防的アプローチの適用、単一種の保存管理から海洋生態

系に注目した生態系アプローチの導入、それと関連した生物多様性の保全の観点など、多様

なコンセプトが提唱され、それが海洋生物の保存管理の規範として定着してきた。 

 

時としてこれらの問題は、政治家や NGO が大きな注目を得るがために、そして政治的ア

ピールのために単純化、歪曲化され、本来目指すべき海洋生物資源の保存管理までもが犠牲

にされるケースが存在する。すなわち、危機感をあおる問題を特定し、その問題を引き起こ

している活動を攻撃対象として特定し、単純な解決策（例えば捕鯨や公海漁業の全面禁止）

を提示して運動を盛り上げるというアプローチである。この背景にはいわゆる環境 NGO の

資金確保の必要性や国際政治の思惑などが複雑に絡み合う。 

 

IUU（違法、無規制、無報告）漁業問題への対応など、漁業資源の乱獲を阻止し、乱獲さ

れた漁業資源を回復し、将来の世代のために漁業資源を持続可能な形で利用する体制を確

立していくことは極めて重要である。ところが、政治的アピールの強い、「魅力的な」問題
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に過大な注目と行政的資源が向けられ、食料安全保障などの観点からより充実した対応が

求められてしかるべき問題、例えば開発途上国における漁業管理制度の充実と能力開発な

どがおざなりにされかねない懸念がある。また、後述する捕鯨問題にみられるように、乱獲

の防止という観点から見れば、実質的には問題が存在しないにもかかわらず、誤解と意図的

な情報歪曲により形成された国際政治の枠組みの中で、大きな関心と議論を呼ぶ問題もあ

る。 

 

多くの海洋生物の保存管理をめぐる問題は科学的にも法的にも複雑で専門的であり、単

純な勧善懲悪的アプローチ（問題を単純化し、その問題を引き起こしている「敵」を特定し、

「敵」さえ倒せばすべてが解決する）で割り切れるものではない。その複雑な国際問題を解

決していくためには、対象となる生物資源の状況や動向に関する科学的知見と、国連海洋法

条約などの国際法やFAOの各種行動計画などの国際的行動規範がベースとなった方策が導

入、実施されることが必要である。しかし、現実には科学と国際法以外の様々な要因が国際

的な議論を左右し、時には科学と国際法がないがしろにされる例も少なくない。 

 

問題の単純化や歪曲は、むしろ本来解決すべき開発途上国における持続可能な資源利用

体制の確立などの重要な課題が見過ごされたり、解決への貴重な資源と労力がそがれたり

する結果になりかねない。実際、地域漁業管理機関や海洋問題に関する国際機関の労力とリ

ソースが、政治的には注目を集めてはいるものの、生物資源の保存管理の緊急性の視点から

は決して優先度の高くない分野に費やされている。これらの国際機関のリソースが限られ

ている、あるいは絶対的に不足している現状では、このリソースのミス・ディストリビュー

ションは深刻な問題であろう。 

 

 

国際政治はしばしば科学的事実や国際法ではなく、パーセプションに基づき行動する。例

えば捕鯨問題の場合は、すべての鯨類資源は絶滅に瀕しており、それを捕鯨国である日本が

国際法に反して捕り尽そうとしている、捕鯨は重大な環境破壊であるというパーセプショ

ンである。公海漁業問題の場合は、公海に無数の大型漁船が群がり、無規制に漁業資源を乱

獲しているというパーセプションである。これらのパーセプションは、過去の捕鯨における

乱獲の歴史や一部の違法漁業の存在により強化され、マスメディアと非政府団体（NGO）

のキャンペーン活動によりばらまかれ、結果として広く一般市民に受け入れられるという

構図になっている。この「国際世論」が国際政治の方向性に大きな影響を与え、国際政治で

の場の議論の高まりが、さらにパーセプションを再生産し強化していく。 

 

なぜ事実に反するパーセプションが生まれ、それが定着するのか。 
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海洋生物資源の保存管理を海洋環境と海洋生態系への影響の問題としてとらえるとき、

この問題に関するパーセプションは海洋環境や海洋生態系の構成要素に対するリスクの認

識に基づいて形成されることになる。リスクの認識は「恐ろしさ因子」と「未知性因子」か

ら形成されると言われるが〔4〕、銛に打たれて血を流すクジラの映像や大型漁船が巨大な漁

網を引き上げる映像は、多くに人に恐ろしさの感情をもたらすことは想像に難くない。また、

鯨類や魚類の資源量推定値に対する捕獲や漁獲の影響は一般市民の知識の外にある未知の

分野であろう。さらに、報道量やその内容が一般市民の認識における環境問題などのリスク

の大きさを規定することを考えると、上記の事実に反するパーセプションの形成と定着の

メカニズムが浮かび上がる。 

 

他方、パーセプションは必ずしも一方的なものではなく、対立構図が形成されている問題

の中で双方に存在するパーセプションのギャップが問題をさらに複雑にすることについて

も理解する必要がある。例えば、捕鯨問題については、外国からの理不尽な捕鯨と鯨食に対

する攻撃から「日本の鯨食文化を守る」という、いわば被害者意識がある。これは間違って

はいないが、捕鯨に反対する立場から見れば、日本の捕鯨政策は環境保護への挑戦ととらえ

られる。ここには明らかな問題意識のミスマッチが存在する。 

 

なお、国際政治のみならず、科学の方向性をも左右する「パーセプション」という言葉に

は、認識、理解、知覚などと言った訳語があるが、なかなか適切な訳語がない。したがって、

本論文では「パーセプション」を用いることとする。また、多くの場合、本論文では「パー

セプション」に「ミス・パーセプション（誤解）」のニュアンスや意味合いが含まれている

が、あるパーセプションが明白な誤解である場合（例えば、すべての鯨類は絶滅に瀕してい

るというパーセプション）もある一方で、問題に対する立場や歴史的背景の違いが異なるパ

ーセプションを生む場合（例えば、日本の捕鯨政策は環境保護への挑戦であるというパーセ

プション）も存在する。本論文では、どちらの場合であっても「パーセプション」という言

葉を用いることとした。その違いは文脈の中で明らかにしたい。また、本論文ではイメージ

という言葉も同様の意味で使っている場合がある。 

 

本論文では、個別の国際漁業交渉に関する問題や論点について記述することのみならず、

そのことを通じて、国際漁業問題に存在する多くの認識のギャップや、事実に反するパーセ

プションがいかに問題解決の障害となるかを考察し、そこから、より望ましい国際的な漁業

問題への対応に関するパラダイムの提示を試みる。 

 

 

なお、海洋生物資源の保存管理における科学の役割を論じることは本論文の重要なテー

マである。他方、科学的なデータが充実すれば、国際的な漁業問題が容易に解決するという
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ような主張は意図していない。科学は問題の重要性に関する情報や問題解決のための手段

に関する知見やオプションは提供できても、価値判断や政策判断は提供できない。例えば、

科学は青色と赤色の周波数の違いに関する情報は提供できるが、どちらの色が好ましいか

についての価値判断は提供しない。海洋生物資源の保存管理問題においては、しばしば価値

観の違いが対立の根底にある。限られたリソースの制限のもとで、対応すべき問題の優先度

や目標を設定するのは、あくまで法律、社会経済的要素、関係者の意見、科学的知見などを

総合的に検討したうえでの政策判断となる。 

 

３．本論文の構成 

 

本論文では、第２章で公海資源の管理問題の状況を概観する。第３章と第４章では、海洋

生物資源の保存管理に関する重要なコンセプトである生態系アプローチと海洋保護区

（MPA）の概念を検証する。続いてこれらのコンセプトを背景とする具体的なケーススタ

ディーとして、第４章の後半で南極海洋生物資源保存委員会（CCAMLR）における MPA に

関する議論を見る。第５章では、やはり具体例として、国際政治の中で極めて短期間で消滅

の運命をたどった公海流し網漁業問題の顛末を検証する。第６章では捕鯨問題の流れと主

要問題点を見る。また、特に、Appendix 1 で捕鯨問題の根幹ともいえる商業捕鯨モラトリ

アムの真実の姿を分析する。また、第７章では、2014 年に判決が下された国際司法裁判所

における捕鯨訴訟の持つ意味を中心に考える。最終章では、CCAMLR における MPA、公

海流し網漁業、さらに捕鯨問題の検証から見える要素と、それらの比較を通して、本論文の

主題である海洋生物資源の保存管理における科学と国際政治の問題について考察する。 

 

４．ディスクレマー 

 

筆者は水産庁の国際交渉担当として実際にこれらの交渉に参加してきたことから、本論

文における論旨が日本政府の方針、あるいはそのプロパガンダと理解される可能性が排除

できない。本論文における分析や論点は著者個人のものであり、したがって、本論文の趣旨

をもって日本政府の国際漁業交渉における対応の可否が論じられることは望んでいないこ

とを明確にしておきたい。 

 

また、著者の論点はおおむね日本政府の国際漁業交渉対応方針と一致することは事実で

あるが、個別具体的なケースについては必ずしも同等ではない。あるいは一般に理解されて

いる日本政府の方針（に関するパーセプション）と、国際漁業交渉の対処方針などに規定さ

れた公式の方針との間に、ずれが存在する場合も見受けられる。 

 

例えば、捕鯨問題においては鯨食文化の保護が捕鯨再開の論点として強調されているが、
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著者は、捕鯨文化の保護は重要であり強く支持するものの、捕鯨文化の存在をもって捕鯨再

開を求める、正当化するとの主張は行ってきていない。いくつかの理由があるが、その一つ

は、捕鯨文化の存在が捕鯨を行うための前提条件であるとするならば、過去に捕鯨、鯨食文

化を持たない多くの開発途上国が、将来鯨を食料として持続可能な形で利用する可能性を

否定することとなり、海洋生物の持続可能な利用の原則に反するからである。持続可能な捕

鯨の正当性は捕鯨文化に言及することなく、科学と国際法に基づく主張が可能であり、そう

あるべきであると考える。 

 

また、公海漁業についても、日本政府は、国際交渉の場においてその規制に常に反対して

いるとの印象が存在するが、公式の日本政府方針は適切な科学的根拠に基づく規制を支持

している。何をもって適切な科学的根拠とするか、どこまで予防的なアプローチをとるかと

いった議論が国際漁業交渉の場での対立を生み、これが日本の交渉方針は常に後ろ向きで

あるという印象を生んでいる。他方、日本政府が、非政府組織（NGO）などが提出した公

海漁業を即時にすべて禁止すべきといった極端な提案を支持しないことが、原則的にすべ

ての規制に反対と理解されることは、短絡的であり、これもまた作られたパーセプションで

はないだろうか。筆者は、一般的には、政府方針よりは積極的な規制導入が日本漁業にとっ

ては中長期的には望ましい結果を生むと考えているが、国際漁業問題はケースによりまっ

たく条件が異なることから、画一的なアプローチをとることは誤りであるとの立場である。 
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第 2 章 公海生物資源管理問題 

 

１．公海漁業への懸念 

 

様々な国際会議の場や NGO の出版物、マスコミの報道ぶりなどにみられる公海漁業に関

する国際的なイメージと、それらによって形作られているパーセプションは、大規模な資本

が、大型漁船を用い、一切国際的な規制や制限を受けず、公海の漁業資源をとりつくしてお

り、これが放置されれば、近い将来、海から魚がいなくなるといったものである。 

 

例えば、2013 年に設立された世界海洋委員会（Global Ocean Commission、トレバー・

マニュエル南アフリカ大統領府大臣、ホセ・マリア・フィゲレス元コスタリカ大統領、デイ

ヴィッド・ミリバンド元英国外務大臣が共同議長を務め、日本からも環境大臣や外務大臣を

務めた川口順子氏が参加）〔5〕の日本語ホームページには、以下のような表現が見られる。 

 

多くの漁業資源は枯渇している。なかには今後も回復しないものもあるであろ

う。科学者が今も発見の途上にある海洋の豊かな生物多様性は、破壊的な漁法、

汚染、気候変動により脅威にさらされている。 

 

この状況は特に公海－政府の管轄外にある海域－において深刻である。公海は、

地球の表面積の半分近くを占める。しかし、公海では監視や取締がほとんど存

在しない。 

 

地域漁業管理機関は、持続的な公海漁業という困難な課題と治まることのない

違法漁業の問題について議論を続けている。安全保障当局は、違法な漁業が、

海賊、テロ、薬物密輸などの問題に関係していると問題提起している。 

 

すべての既存の協定が効果的に実施され、執行されたとしても、世界の海洋統

治システムは、深刻なギャップに直面し続けるであろう。そのギャップには、

以下のものが含まれる。 

 

•公海で生物多様性を保護する必要性が公的に認知されておらず、また生物多様

性を保護する権能を伴った仕組みが存在しないこと 

•公海で海洋保護区を設置する権能を欠いていること 

 

現在では、海洋保全に取り組むますます多くの科学者、保護団体、政府関係者
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が、海洋生物の回復と増加のために、公海域を完全に保護され、採取が一切禁

止される大規模な海洋保護区に指定する必要があることに同意している。 

 

これらの懸念や問題提起は極めて重要であり、いずれも早期の解決が求められている。し

かし、この問題提起を巡っては、いくつかの根本的な疑問が存在することも認識されなけれ

ばならない。例えば、公海漁業問題は確かに対応を必要とする課題であるが、ここで主張さ

れるように、あるいは間接的に示唆されるように、公海漁業さえ規制すれば、海洋の生物多

様性は保全されるのであろうか。本当に公海漁業は一切規制されていないのであろうか。本

当に公海の生物資源は払拭されようとしているのであろうか。 

 

後述するように、公海漁業の実態は、世界海洋委員会のホームページから得られる印象と

はかなり異なるものである。ここには、注意をひくキャッチフレーズが飛び交い、問題の過

剰な単純化が行われているのではないだろうか。悪者（公海漁業）を特定し、それを攻撃す

ることですべてが解決する印象を作り出す、単純な勧善懲悪的アプローチがとられていな

いであろうか。これが、真に対応を必要とする漁業問題への取り組みを阻害してはいないだ

ろうか。 

 

確かに、政治的な観点からは、問題を明確に特定しー海洋の生物多様性は危機に瀕してい

る、原因を示しー公海漁業がその元凶である、単純な解決策を提示するー公海に広大な海洋

保護区を設定し漁業を一切禁止する、というアプローチは極めてパワフルで魅力的である。

これを支持することで、政治家は海洋環境問題に熱心に取り組んでいることを有権者にア

ピールすることが可能である。NGO にとっても、これは極めて魅力の大きいキャンペーン

であり、公海漁業問題に取り組むことで、その存在感を示し、寄付金の獲得を通して効果的

に活動資金を集めることができる。学者も、海洋の危機を訴えることで学術的評価を得、そ

の分野の専門家としての名声を得ることができる。 

 

公海漁業問題に関するグリーンピースの主張はこの構図、あるいはキャンペーン方程式

と言えるものによく合致している。グリーンピース・インターナショナルの海洋問題に関す

るサイト〔6〕には、次のような主張が掲載されている（筆者訳）。 

 

最新機器を装備した巨大な船は、魚の群れを即座にかつ正確に見つけることが

できる。このような大型漁船団は、すでに海洋の生態学的な限度を超えた漁獲

を行っている。まず一番大型の魚が姿を消し、次に二番目に大きな魚へとター

ゲットが移っていき、これが延々と続く。カナダ人の漁業専門家であるダニエ

ル・ポーリー博士は、もしこのような状態が続けば、我々の子供たちはクラゲ

を食べるしかないと警告している。 
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海洋の管理の方法を根本的に変えなければならない。・・・・政府は海洋の 40％

を保護区としなければならない。この保護区はすべての海洋生物の捕獲が禁止

される海域として規定できる。 

 

しかし、本当に対応が求められている問題は、必ずしも単純で、善悪が明確で、政治的に

魅力的であるわけではない。むしろ、現実は、多くの重要な問題は複雑かつそれぞれのステ

ークホルダーに正当な言い分があり、その解決には政治的リスクが伴うものである。海洋の

管理の方法を大きく変えなければならないことには一定の真実があるが、その解決策が海

洋の 40%をすべての海洋生物の捕獲を禁止する保護区とするという単純なアプローチは、

本当の問題解決にはつながらない。ステークホルダーの賛同と協力が得られない措置は、失

敗と更なる問題の発生につながる。 

 

1982 年の国連海洋法条約で定められた公海自由の原則と、この公海生物資源管理問題に

関する動きとの関係を、いかに整理するかは国際的な課題となっている。また、公海におけ

る海洋生物の多様性の保存と有効利用（例えば深海生物の遺伝資源の商業的な開発可能性）

に関する関心も高まり、2006 年からは、国連総会の枠組みのもとで、「国家管轄権区域外の

海洋生物多様性（BBNJ）の保全及び持続的利用に関するアドホック非公式作業部会」が立

ち上げられた〔7〕。BBNJ 作業部会は 2013 年 8 月までに 6 回にわたって開催され、その過

程の中で、公海における海洋生物多様性の保存管理に関し、国連海洋法条約を含む国際法体

系には法的ギャップが存在し、これを埋めるために国連海洋法条約の実施協定などの新た

な法的枠組が必要であるとの主張が行われるようになった。 

 

2012 年 6 月にリオデジャネイロにおいて開催された「国連持続可能な開発会議」、いわ

ゆるリオ＋20 で採択された成果文書である The Future We Want でも、その第 162 パラ

グラフ（Appendix 2 参考資料１）において、公海生物多様性の保存と持続的利用に関す

る新条約の必要性の検討がうたわれ、2015 年夏に終了する第 69 回国連総会会期末までに、

国連海洋法条約のもとに国際文書を策定するか否かについて決定を行うことが盛り込まれ

た。 

 

これを受けて、2015 年 6 月、第 69 回国連総会は新条約の締結に向けての準備会合の開

催などを含む決議 69/292 号を採択している〔8〕。 

 

海洋の生物多様性を保存するべきという考え方は、まったく正当なものである。他方、保

存すべき生物多様性とはいったい何を指すのか、いかなる措置を導入することで、その生物

多様性が保存されるのか、など根本的な疑問についての回答は決して明確とは言えない。ま



15 

た、どうして全海洋ではなく、公海での生物多様性の保存が注目されるのか、実際捕鯨や公

海漁業は生物多様性にどのような影響を与えているのか、どうして漁業生産の大部分を占

める EEZ 内の漁業ではなく、公海漁業が注目、時には攻撃の対象となるのかといった疑問

についても、検証が必要である。 

 

２．公海漁業の実際 

 

公海漁業は沿岸各国の排他的経済水域（EEZ）の外側で行われる漁業であるが、そもそも

EEZ 内での漁獲と公海での漁獲を明確に分けることができる世界規模のデータベースは整

備されていない。各国の漁業から得られる漁獲データも、正確な漁獲位置が特定されず、し

たがって、公海と EEZ 内を区別できないものが多く、もしその区別を行うとすれば推測に

頼らざるを得ない。地理的には公海は全海洋の 64%を占める〔9〕が、漁獲量や生物資源量

は海面の比率に比例しないことは指摘するまでもない。このことからだけでも、公海漁業と

それ以外の漁業をダイコトミーとして峻別し、海洋生物資源の危機を公海漁業に帰するよ

うな主張が過剰な単純化であることが見て取れる。また、EEZ 内漁業がすべて適切に管理

され、公海漁業が全く規制を受けていないかのごとき印象を生む主張も同様に過剰な単純

化であろう。 

 

FAO の報告〔10〕によれば、公海漁業が対象とする海洋生物資源は、マグロなどの高度

回遊性魚種、EEZ 内外にまたがって分布するストラドリング魚種、そして水深 1000 メー

トル以上の深海に生息する魚種である。このうち高度回遊性魚種もストラドリング魚種も

EEZ 内漁業と公海漁業の双方で漁獲されるが、漁獲データの多くが EEZ の内外を明確に区

別していないため、そのうちどれぐらいが公海で漁獲されるものであるかは推測せざるを

得ない。 

 

2004 年時点のデータになるが、世界全体での高度回遊性魚種の漁獲量は 510 万トン。ま

た、ストラドリング魚種の漁獲の大部分は EEZ 内で行われている。深海漁業資源の漁獲量

は、同じく 2004 年時点で 380 万トンであるが、ここにはストラドリング魚種がかなり含ま

れている。したがって、公海からの漁獲量はかなりの過大評価を行っても 1000 万トンを超

えることはなく、おそらく数百万トンのレベルであると推測される。世界の漁獲量（養殖は

除く）が約 9000 万トンであることから、公海漁業の漁獲量が占める割合はせいぜい数パー

セント、仮に 5 パーセントと言っても、中らずと雖も遠からずといったところであろう。公

海漁業に従事する漁船数も世界全体からすればわずか一握りに過ぎないであろうというの

が、筆者も参加した 2006 年の FAO 公海深海漁業専門家会議に出席した各国の専門家の一

致した感覚であった〔11〕。 
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繰り返しになるが、このことをもって、決して公海漁業問題に対応する必要性を否定した

り、軽視したりする意図は全くない。しかし、公海漁業問題のみへの対応が、海洋生物の保

存管理や海洋生物多様性の保全のすべてであるかのような誤解や誇張があるとすれば、正

されなければならない。 

 

さらに付け加えれば、今や世界の漁業生産の 80 パーセント以上は開発途上国とされる

G77 諸国と中国によって生産されている。約 95 パーセントの漁獲が EEZ 内であげられる

と推測できることとあわせて考えれば、世界の漁業資源を回復させ、管理し、食料供給と雇

用を確保し、海洋生態系を保全するためには、開発途上国の EEZ 内の漁業を適切に管理し

ていく方策を探ることが優先課題ではないだろうか。 

 

なお、上記の FAO 報告によれば、高度回遊性魚種であるマグロ類資源の約 30％、外洋性

のサメ資源の 50％以上、そしてストラドリング魚種資源と他の公海漁業資源の約 3 分の 2

は、過剰に漁獲されているか、すでに枯渇状態にある。公海であるか否かにかかわらず、こ

れらの資源の回復と適切な管理を図ることが急務であることは論を待たない。 

 

３．公海漁業の法的枠組 

 

リオ＋20 の成果文書である The Future We Want が認め、世界海洋委員会が指摘するよ

うに、確かに公海の生物多様性を保存する国際的な法的枠組にはギャップが存在するが、他

方、公海漁業に関しては、様々な法的枠組や国際機関が存在し、公海漁業の適切な管理に取

り組む仕組みとなっている。 

 

言うまでもなく、国連海洋法条約が公海における生物資源の保存と管理についての基本

原則を規定している。まず、第 87 条は、公海の自由の要素の一つとして漁獲の自由を挙げ

ているが、同時にその漁獲は国連海洋法条約に別に定める条件に従うことを明記している。

これを受けて、第 116 条は、公海漁業に従事するにあたり、すべての国は自国が参加する条

約上の義務に従い、特に第 63 条（ストラドリング魚種）、第 64 条（高度回遊性魚種）、第

65 条（海産哺乳動物）、第 66 条（さく河性魚種資源）、及び第 67 条（降河性魚種）に規定

された沿岸国の権利、義務および利益を考慮することを求める。また、第 118 条は、各国

が、公海における生物資源の保存及び管理について相互に協力し、地域漁業管理機関を通じ

て必要な保存管理措置の実施のために交渉することを規定している。さらに第 119 条は、

入手可能な最良の科学的証拠に基づいて最大持続生産量を実現すること、混獲生物や、主対

象として漁獲される魚種に海洋生態系での役割を通じて関連・依存する種について考慮す

ること、漁業や魚類資源に関する情報を提供し、交換することなどを求めている。 

 



17 

ストラドリング魚種や高度回遊性魚種などについて定めた国連海洋法条約の規定は、基

本的には適切な国際機関や地域漁業管理機関を通じて関係国が協力することを求めており、

これに従って、大西洋マグロ類保存国際条約（ICCAT）などのマグロ類地域漁業管理機関や

北西大西洋漁業機関（NAFO）などのストラドリング魚種資源を対象とする地域漁業管理機

関が、公海を含む海洋の生物資源の保存管理を行っている。現在、マグロ類についてはすべ

ての公海が地域漁業管理機関による管理のもとにおかれ、ストラドリング魚種資源など他

の公海漁業資源についても、ほぼすべてが地域漁業管理機関の管理対象となっているか、な

りつつある。 

 

公海における生物資源の保存管理について、基本的な法的枠組を提供しているのは 1995

年の「ストラドリング魚類資源および高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する 1982 年

12 月 10 日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定」（国連公海漁業協定、

UNFSA または UNIA）である。その名前が示すように、国連公海漁業協定は国連海洋法条

約の第 63 条（ストラドリング魚類資源）と第 64 条（高度回遊性生物）の実施の詳細を定

めた実施協定であり、現在は主流となっている多くの新たなコンセプトを打ち出したもの

である。 

 

国連公海漁業協定の前文では、「公海漁業の管理が多くの分野で不十分であり、いくつか

の資源が過剰に利用されているとの国際連合環境開発会議において採択されたアジェンダ

二十一第十七章プログラムエリアＣに明示された問題（規制されていない漁業、過剰な投資、

過大な船団規模、規制を回避するための漁船の旗国変更、選別性の高い漁具の不十分さ、不

正確なデータベース及び諸国間の十分な協力の欠如）に特に取り組むことを希望」すること

が謳われ、さらに、「責任ある漁業を行うことを約束し」、「海洋環境に対する悪影響を回避

し、生物の多様性を保全し、海洋生態系を本来のままの状態において維持し、及び漁獲操業

が長期の又は回復不可能な影響を及ぼす危険性を最小限にする必要性を意識」するとして

おり、公海漁業の問題点を認めたうえで、海洋環境と生物多様性の保全の観点に立ち、責任

ある漁業の確立を目指すことを打ち出している。 

 

また、第 5 条では、一般原則として、漁業資源の最適利用（長期的持続性、最大持続生産

量の実現など）、予防的アプローチ、生態系アプローチ、生物多様性の保護が示され、続く

条文でこれらの原則の実施方法が具体的に述べられている。 

 

第 7 条では、排他的経済水域（EEZ）など国家の管轄のもとにある水域での保存管理措置

と公海水域での保存管理措置の一貫性の確保が規定され、沿岸国と公海において漁業を行

う国は、一貫性のある保存管理措置を達成するために協力する義務を負うとしている。さら

に第 7 条では、一貫性のある保存管理措置に合意するための手続き、合意にあたっての考
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慮すべき要件、合意が達成できない場合の紛争解決手続きなどについても規定している。 

 

第 8 条は、保存管理にあたっての協力義務は地域漁業管理機関や取極を通じて履行する

と規定し、その保存管理措置の適用に合意する国のみが、当該保存管理措置が適用される漁

業資源を利用する機会を有する（第 4 項）。これは、国際合意に参加しない国による漁業を

拒否するものであり、国連公海漁業協定が打ち出した新たな政策ということができる。この

第 8 条を受けて、第 9 条、第 10 条は地域漁業管理機関や取極の具体的な組織や活動内容、

機能を規定している。 

 

国連公海漁業協定のもう一つの意義は、保存管理措置の遵守取締の強化について、国際社

会の強いコミットメントを示したことにある。 

 

協定第 6 部が遵守取締にあてられ、第 19 条から第 23 条にかけて、旗国による遵守取締、

取締に関する国際協力、寄港国措置などが詳細に規定されている。とりわけ、協定締結の交

渉において大きな議論を呼び、困難な話合いを経て合意に至ったのは、第 21 条と第 22 条

の公海における乗船検査の規定である。公海における漁船の管理と取締は、従来、その漁船

が所属する国（旗国）が責任を持って実施するとの旗国主義であるが、地域漁業管理機関や

取極の保存管理措置を逃れるために、それら国際合意の非加盟国や管理取締の意思や能力

のない国に船籍を置く便宜置籍船が大きな問題となり、旗国の取締に期待できないという

状況が、この公海乗船検査既定を生んだ背景にある。 

 

第 21 条では、地域漁業管理機関や取極（とりきめ）の締約国は、「正当に権限を与えた自

国の検査官により、この協定の他の締約国（当該機関の加盟国又は当該枠組みの参加国であ

るか否かを問わない。）を旗国とする漁船に乗船し、及びこれを検査することができる。」と

し、地域漁業管理機関加盟国が、非加盟国の漁船に対して公海での乗船検査を行うことを可

能とする規定となっている。日本など旗国主義を支持する国は、この規定に最後まで難色を

示したが、乗船検査における旗国の許可の必要性など詳細な規定を盛り込み、旗国の権利を

確保することで合意が成立した。 

 

地域漁業管理機関や取極を公海漁業の管理の主役とすることを規定した国連公海漁業協

定を受けて、既に存在していた地域漁業管理機関や取極の強化と合意が存在しない海域、魚

種を管理するための新たな地域漁業管理機関の設立が図られた。その結果、2014 年 1 月現

在で、世界には主なものでも 12 の地域漁業管理機関が存在し、数々の取極が締結されてい

る。法的枠組に関しては、ほぼすべての公海漁業が何らかの国際合意によってカバーされて

いる。図 1 に我が国が加盟している地域漁業管理機関を示した。 
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図 1 我が国が加盟している地域漁業管理機関（出典 外務省ホームページ） 
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もちろん、これをもってすべての公海漁業か適切に管理されているとは言えない。国連公

海漁業協定や地域漁業管理機関・取極に加盟することなく公海で漁業に従事する国が存在

し、また、法の枠組みをかいくぐって違法な操業を行う漁船は後を絶たない。また、現在の

漁業関連の保存管理措置は、主に漁獲活動のコントロールに関するものであり、漁獲物の水

揚げや国際貿易を含む流通過程に関する措置（漁獲証明制度やトレーサビリティシステム）、

水産物の需給に大きな影響を与える消費者側の行動に着目した措置（例えばエコラベリン

グなど）は、まだ十分とは言えない。重要なことは、存在する法的枠組が着実に遵守され、

法的ギャップがあればそれを埋め、持続可能な公海漁業の実現を図ることであろう。 

 

４．公海漁業をめぐる議論の様相 

 

上記で見たように、公海漁業問題を巡って形成されてきたパーセプションは、公海漁業は

大型漁船により、大規模に、何らの規制もなく行われており、その結果、豊富な公海の漁業

資源や貴重な生物多様性が喪失の危機に直面している、公海漁業は禁止されるべき破壊的

活動である、公海漁業問題こそが最大の海洋生物資源の保存管理問題であると言ったもの

である。 

 

公海と言う海域は、海岸線からは遠く離れ、通常は一般市民の目には触れない海域である。

それがどのような海域であるかについて具体的なイメージと情報を持つのは限られた専門

家のみであろう。そのため、一般世論は NGO やマスメディアの提供する公海や公海漁業の

イメージをそのまま受け入れる場合が多く、それも公海漁業問題を難しくしている。 

 

しかし、公海漁業の規模は限定的で、その多くは地域管理漁業機関を通じて、国際的な各

種法的規制のもとで行われている。公海漁業の適切な規制管理を確保することに何ら異存

はないが、それを実現するためには、正確な公海漁業の姿（操業規模、関係の法的枠組、資

源状態などに関する適切な科学的知見とアドバイス）に基づいた、適切な保存管路措置の導

入と実施が必要である。 

 

公海漁業をめぐる諸問題に関する国際的な議論のもう一つの特徴は、各国政府、学界、産

業界、非政府団体（NGO）、各種国際機関が様々な問題（漁業資源の管理、海洋生態系の調

査研究、海洋遺伝資源など新たな資源開発の可能性、海洋生態系やその生物多様性の保護な

ど）に注目し、様々なコンセプトやアプローチを提唱してきていることにある。これらの中

には、漁業対象資源の持続可能な利用のみならず、生物多様性の保全、脆弱海洋生態系

（Vulnerable Marine Ecosystem（VME））の保護、海洋遺伝資源の保護や、これらを扱う

考え方の横断的な規範としての生態系アプローチ、予防的アプローチ、これらに関連した生
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物多様性条約（Convention on Biological Diversity（CBD））の枠組みのもとでの EBSA

（Ecologically or Biologically Significant Marine Area）コンセプト、国連各種機関を中心

とした BBNJ（Biological Diversity Beyond Areas of National Jurisdiction）プロジェクト

などが含まれよう。 

 

公海漁業問題においては、これらのコンセプトやアプローチが複雑に絡み合う。しかし、

それらは公海漁業だけの問題ではなく、沿岸水域や排他的経済水域内での海洋生物資源の

保存管理にも大きな影響を及ぼすことが予想される。公海と排他的経済水域を区別する境

界線は、あくまで人為的、政治的なものであり、海洋生物資源の保存と管理に関する限りは

境界線の内外を区別する理由は乏しいからである。現に 1995 年国連公海漁業協定では、公

海と排他的経済水域における漁業資源の保存管理の一貫性の確保が謳われており、一貫性

を求めるベクトルは排他的経済水域から公海への一方通行だけではなく、その逆も含む、双

方向性のものである。 

 

現在公海漁業を中心に適用される上記の様々なコンセプトやアプローチは、それぞれ独

立ではなく、相互に関連し、包含している。一例を考えれば、VME の保護は生態系アプロ

ーチの目的のひとつであり、海洋遺伝資源の保護にもつながる可能性が有る。また特定の海

域の VME、例えば深海底の熱水孔は CBD の枠組みのもとでは EBSA として指定されるか

もしれない〔12〕。 

 

横断的な規範の問題として、生物多様性の保全の問題がある。生物多様性条約（CBD）で

は、生物多様性の保存、生物多様性の持続可能な利用、そして生物多様性から得られる利益

の公平な配分をその目的としている。しかし、国際政治の場では、往々にしてその意味の正

確な定義を明確にしないままに、生物多様性の保全という言葉が使われ、利用されてきてい

るのも事実である。 

 

1970 年代から、時に感情的、宗教的とも言える激しい議論を巻き起こしている捕鯨問題

においても、近年は生物多様性の保全のために捕鯨は禁止すべきとの主張が大きくなって

きて来ている。他方、後述するように多くの鯨類資源が豊富、または回復している中で、果

たして「捕鯨問題における生物多様性の保全」とは具体的に何を指しているのかについても

考察が必要となっている。また、沿岸各国の排他的経済水域（EEZ）の外側での公海漁業に

ついても、生物多様性の保全を含む保全生態学的な観点から厳しい制限や禁止を求める声

が聞かれるようになってきている。 

 

 第 3 章で検証する生態系アプローチのコンセプトも横断的な基本の問題に属するといえ

る。生態系アプローチもその定義は多様であるが、漁業による海産哺乳動物や海鳥の混獲、
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海山やサンゴ礁などの脆弱海洋生態系の保護、多魚種一括管理など広範な事項を含み、漁業

をめぐる国際的議論の場では必ずと言っていいほど登場するコンセプトである。 

 

 さらに予防原則や予防的アプローチも公海漁業をめぐる議論の中では重要な考え方であ

る。予防原則の定義は、1992 年の国連環境開発会議で採択されたリオ宣言の第 15 原則に

おいて、「重大あるいは取り返しのつかない損害のおそれがある場合には、十分な科学的確

実性の欠如を理由に、環境悪化を防止する費用対効果の高い対策を引き延ばす理由として

はならない」旨が規定されている。他方、この予防原則は、しばしば化学物質の扱いや遺伝

子組み換え技術との関連で、きわめて許容度の低いゼロ・トーレランスの考え方、あるいは

疑わしきは禁止するとの考え方として適用される。これと、本来ゼロ・トーレランスの考え

方はなじまない海洋生物資源の保存管理などの場合を区別するため、生物資源の保存管理

のコンテクストでは予防原則ではなく予防的アプローチという用語を使うが、公海漁業や

捕鯨をめぐる議論においてはその区別は明確ではなく、しばしば予防的アプローチの濫用

と言える事態が発生する。 

 

公海漁業をめぐる議論の様相は、生物多様性の保全や生態系アプローチといったコンセ

プトに基づく議論だけではなく、その基本的な構図という意味でも、国際的に激しい対立を

生んできた捕鯨問題と通じるところが少なくない。すなわち、捕鯨問題における反捕鯨の立

場の議論の形は、まず問題を単純な形で特定し（クジラは絶滅に瀕している）、原因を挙げ

（捕鯨活動）、単純な解決策を提示する（捕鯨の永久禁止）、という構図となり、そこには話

し合いの余地は極めて少ない。すでに見たように、公海漁業問題と捕鯨問題の類似性は明確

であろう。 

 

 

５．本章のまとめ 

 

本章では、公海の海洋生物資源の管理をめぐる国際的な議論の実態と特徴を検証し、公海

漁業に関係する法的枠組を説明するとともに、公海漁業問題における生物多様性の保全、生

態系アプローチなどのコンセプトが果たす役割、さらに捕鯨問題との類似性・関連性などを

考えた。 

 

様々な国際会議の場や NGO の主張によって形作られた公海漁業に関する国際的なイメ

ージは、大型漁船を用い、無規制に公海の漁業資源を獲り尽しており、これを早く禁止しな

ければ、海から魚がいなくなるといったものである。しかし、公海漁業の実態は、この単純

で勧善懲悪的なアプローチとはかなり異なる。もちろん公海漁業を管理し、公海の生物多様

性や海洋環境を保全する必要性は論を待たないが、海洋生物資源の危機を公海漁業に帰す
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るような議論は、あるいは公海漁業を厳しく規制さえすれば海洋生物資源の保全が図れる

がごとき主張は、短絡的で、ミスリーディングである。 

 

世界の海面漁業に占める公海漁業の割合は、5 パーセント内外に過ぎないと言っても大き

な誤りはないのが現実である。他方、世界の漁業生産の 80 パーセント以上は中国を含む開

発途上国によってあげられ、約 95 パーセントの漁獲が排他的経済水域内であげられる。世

界の漁業資源を管理し、回復させ、食料供給と雇用を確保し、海洋生態系を保全するために

は、開発途上国の EEZ 内の漁業を適切に管理していく方策を探ることが優先課題ではない

だろうか。 

 

また、公海漁業は、1982 年国連海洋法条約や 1995 年国連公海漁業協定などの法的枠組

のもとにあり、また、基本的には多数の地域漁業管理機関が、ほぼすべての公海漁業をその

管理下に置いている。すべての公海漁業が無規制であるかのようなパーセプションは誤り

である。 

 

公海漁業をめぐる議論においては、生物多様性の保全、生態系アプローチの導入、予防的

アプローチの適用など、様々なコンセプトが取り上げられ、これが公海漁業をめぐる議論の

様相の特徴でもある。これは捕鯨問題に通じる側面でもある。さらに、まず問題を単純な形

で特定し（クジラは絶滅に瀕している）、原因を挙げ（捕鯨活動）、単純な解決策を提示する

（捕鯨の永久禁止）、という基本的な構図という面でも、公海漁業問題は捕鯨問題と通じる

ところが少なくない。 
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第３章 生態系アプローチ 

 

１．背景 

 

海洋生物資源の保存管理の分野では、生態系アプローチは広く受け入れられたコンセプ

トである。例えば、2002 年の持続的開発に関する世界サミット（WSSD）の実施計画は、

そのパラグラフ 30 で以下のように求めている。 

 

30. 海洋、島嶼、沿岸地域は地球の生態系の統合的かつ不可欠な要素であり、

世界的な食料安全保障及び、特に開発途上国において、経済の繁栄・福祉の維

持にとり、極めて重要である。持続可能な海洋の開発を確保するため、関連す

る機関の間の世界的及び地域的レベルを含む効果的な調整及び協力並びにあら

ゆるレベルでの以下の行動が必要である。 

（ｄ）海洋生態系における責任ある漁業に関するレイキャビック宣言及び生物

多様性条約の決定 5/6 に留意し、生態系アプローチの 2010 年までの適用を奨

励すること。 

 

また、2006 年の国連総会漁業決議を例にとれば、生態系アプローチへの言及が合計 11 回

みられる。他の海洋生物資源の保存管理にかかわる国際文書も同様であり、生態系アプロー

チはもっとも重要な資源管理コンセプトの一つであることは論を待たない。 

 

しかし、その重要なコンセプトの漁業管理への適用に関しては、様々な解釈や理解が存在

し、その違いによって、具体的な生態系アプローチの漁業資源保存管理への適用手段が異な

ってくるのである。 

 

さらに問題は、生態系アプローチというコンセプトが政治的に利用され、科学的にも、資

源の保存管理の面からも疑問が存在する主張の根拠として使われることがあるという事実

である。例えば「生態系アプローチに基づきすべての、少なくとも大部分の公海漁業を禁止

すべきである」、「生態系アプローチに立てば公海の大部分では人間の活動を厳しく制限す

べきである」といった考え方が環境 NGO には存在し、キャンペーンのフレーズとしてはそ

の単純明快さから広い支持を受け得るものである。右のような考え方は、生態系アプローチ

のもとでは海洋生態系に何らかの影響を与える人間活動はすべて制限されるべきである、

海洋生態系には手を付けるべきではないといった「哲学」あるいは「倫理」が背景にあると

考えられるが、果たしてそれが海洋生物資源の保存と管理の観点から正当化し得るもので

あるのかについては、十分に検証されなければならない。保全生態学的な観点から見て生態

系アプローチは極めて重要なコンセプトであるが、そうであるからこそ、定義や一般的理解
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が定まらないことを背景に政治の手段として利用されることは回避されなければならない。 

 

それでは、具体的にはどのような保存管理措置が生態系アプローチとして導入されてき

たのか。実際、漁業管理の分野では極めて多様で広範な保存管理措置が海洋生態系を考慮し

た考え方から提案され、導入されてきた。例えば、海亀や海鳥など様々な漁業非対象生物の

偶発的な漁獲（混獲）の回避や削減は、重要かつ多くの紛争を生んできた問題である。サン

ゴ礁や海山といった特有の生態系を構成する地形や海域の保全も生態系アプローチの重要

な側面である。また、従来の漁業資源管理は特定の漁業対象魚種の資源動向に着目し、その

保存管理を図る「単一魚種漁業管理」であるが、海洋生態系の中でのその漁獲対象魚種の役

割を考慮し、他の海洋生物の保存管理と関係付けたうえで複数の海洋生物のバランスの中

での持続性を確保する「多魚種一括管理」も生態系アプローチの類型の一つであると言えよ

う。他魚種（生物）一括管理の検討と実施のためには生態系モデルの構築が求められる。 

 

しかし、生態系アプローチに基づく各種の保存管理措置の導入にあたっては、しばしばそ

の理解に関する混乱や、漁業者からの抵抗が生じている。上記のように多様な保存管理措置

が生態系アプローチの範疇に含まれ得ることや、生態系アプローチというコンセプトが重

要であると認識され広く国際的に受け入れられているという事実を利用して、本来海洋生

物資源の保存管理や保全生態学的観点からは正当化しがたい極端な主張や提案を推し進め

るための根拠として政治的に利用されることを考えれば、このような混乱や抵抗も理解で

きるところである。ただし、これが、生態系アプローチに基づくすべての保存管理措置が、

たとえそれが科学的にも正当であり必要である場合でさえ、漁業者や関係国からの抵抗に

あうという事態を作り出しているとすれば、問題は極めて深刻である。 

 

海洋生物の保存管理に関する国際会議の場や各国の研究者の間では、この混乱を回避し、

政治的な「荷物」を排除するために、生態系アプローチを定義する数々の試みが行われ、ま

た、国際会議の報告書や成果文書である宣言や決議の中でも数々の表現が用いられてきた。

例えば、“the ecosystem approach”、 “an ecosystem approach”、 “ecosystem approaches” 

や“ecosystem considerations”など、それぞれニュアンスの異なる表現が試みられ、会議の

場が違えば議論の末採用される表現もまちまちとなるといったことが起こってきている。

そしてこれらの表現が、しばしばニュアンスの持つ正確な意味（例えば、定冠詞の生態系ア

プローチと不定冠詞の生態系アプローチは異なる意味を持ち、使い分けられている場合が

ある）や、その表現に至った交渉経緯の説明なしに漁業管理に関する各種文書に使われ、む

しろ混乱に輪をかける結果となっている。 

 

なぜこのような混乱や、その混乱に起因した対立や抵抗が後を絶たないのか。少なくとも、

漁業管理の現場や政策決定者の間に生態系アプローチに関する様々な理解が存在し、共通
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のコンセプトに関する枠組みが欠如していることが、問題の一部を形成している。加えて、

生態系アプローチに基づく措置が提案されるにあたって、その管理目標がしばしば不明確

な形でしか提示されないこと、場合によっては全く提示されないことも問題を複雑にして

いる。ある海域に海洋保護区を設定するとの提案が行われても、どのような人間の活動から

海洋生態系のどの要素を保護するために海洋保護区を設定するのかの説明が欠如していた

り、WSSD 実施計画や CBD 第 10 回締約国会議で採択された愛知目標にみられるように、

あたかも海洋保護区を設定すること自体が管理目標であるかのように見える提案や主張が

行われたりすることも決して珍しいことではない。 

 

この章では、漁業管理分野における生態系アプローチのコンセプトを、理解が容易な類型

に分類し、混乱した状況に一定の組織的な議論の枠組みを提示する。また、この類型化によ

り、生態系アプローチにおける管理目標の設定の重要性を明確にし、適切な生態系アプロー

チへの対応を示す。 

 

さらに、生態系アプローチに関する議論においてしばしば欠如している観点、すなわち、

ヒューマン・ファクターについても考慮が必要である。もちろん生態系アプローチは、生態

系の構成要素に対する人間活動の影響に着目し、その生態系を保護することを目的とした

コンセプトである。言い換えればヒューマン・ファクターを管理することを手段とするコン

セプトである。しかし、逆のベクトルである人間活動の観点から見て生態系アプローチに基

づく保存管理措置が持続不可能なものである場合、その措置は短期的には効果を発揮する

かもしれないが、中長期的には効果の減殺や、場合によっては全くの失敗を招くこともしば

しばみられる。 

 

例えば、ある生態系の中で重要な役割を果たす生物を保護するために、その捕獲や利用を

全面的に禁止する場合である。その生物の利用に依存する共同体やその生物に対する強い

需要が存在する場合、捕獲禁止は多くの場合、密漁とブラックマーケットの発生を生み、む

しろその生物の乱獲を促しかねない。あるいは密漁、違法取引の取締のため、監視取締活動

とそのコストの拡大、それを避けるための密漁と違法取引のさらなる精緻化という悪循環

を生み出す。また捕獲禁止による利用の違法化は、その生物の捕獲や利用に関するデータの

消滅や隠ぺいを招き、保存管理活動をさらに困難なものとする。他方、ヒューマン・ファク

ターも考慮し、生物学的な持続性を確保しつつ、少量であっても捕獲の枠を設定し、合法的

な取引を認め、捕獲と利用をモニターすることで、捕獲を通じた科学的データの入手の継続、

捕獲枠の制限に伴う市場における価格の増加、その結果としての当該生物の社会経済学的

価値の増加、それが生む保存管理の継続強化へのインセンティブの増加という好循環を生

むことができる。 
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例えば、1990 年代にはじまったジンバブエにおける CAMPFIRE プロジェクトが有名で

ある〔13〕。このプロジェクトでは、アフリカゾウなどの野生動物を管理し、スポーツ・ハ

ンティングなどを許可して持続可能な形での利用を行い、そこから得られる収入を社会資

本の充実や野生動物管理の強化という形で地域コミュニティーに還元する。 

 

環境保護に前向きであるという印象が重要な国際政治舞台からの観点や、単純な勧善懲

悪的な構図を作り上げることで影響力と寄付金収入の拡大を目指す一部環境 NGO の観点

からすれば、ヒューマン・ファクターを無視した全面禁止要求などの主張は魅力的で強いア

ピール力を持つ。しかし、真に中長期的な生態系の保全を目指すのであれば、むしろ利用と

保全の間の困難なバランスの確立を模索し、管理されるべき人間側から見て、保存管理措置

の継続が可能な社会的経済的アレンジメントを志向すべきであろう。 

 

２．各種国際文書における生態系アプローチの定義 

 

無数の漁業関連の国際文書において、生態系アプローチや関連するコンセプトへの言及

が見られる。そして、その結果として生態系アプローチについて無数の定義や解釈が提供さ

れてきている。〔14〕ここでは、そのすべての定義や解釈を紹介することが目的ではなく、

いくつかの主要な国際文書をレビューし、国際社会で受け入れられている生態系アプロー

チのコンセプトの一般的な姿と範囲について明らかにする。 

 

（１）1982 年国連海洋法条約〔15〕 

国連海洋法条約に生態系アプローチに関する言及がほぼ欠如していることは注目に値す

る。320 条の条文と 9 の附属書からなる国連海洋法条約の中で、生態系アプローチもしくは

生態系という言葉が使われているのはわずか一か所に過ぎないのである。 

 

第 194 条 海洋環境の汚染を防止し、軽減し及び規制するための措置 

５ この部の規定によりとる措置には、希少又はぜい弱な生態系及び減少して

おり、脅威にさらされており又は絶滅のおそれのある種その他の海洋生物の生

息地を保護し及び保全するために必要な措置を含める。 

 

この条文は海洋汚染に関するものであり、漁業管理には直接には関係しない。しかし、第

194 条における生態系という用語の使い方は生物資源の保存管理における通常の意味と同

様であり、海洋生物、その種間相互関係、そしてシステム、「系」としての生息域を含むも

のである。 

 

しかし、国連海洋法条約第 119 条は、生態系アプローチという用語は使っていないもの
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の、実質上、条約交渉時点での生態系アプローチのコンセプトを体現している。 

 

 

第 119 条 公海における生物資源の保存 

 

１ いずれの国も、公海における生物資源の漁獲可能量を決定し及び他の保存

措置をとるにあたり、次のことを行う。 

 

a．関係国が入手することのできる最良の科学的証拠に基づく措置であって、環

境上及び経済上の関連要因（開発途上国の特別の要請を含む。）を勘案し、かつ、

漁獲の態様、資源間の相互依存関係及び一般的に勧告された国際的な最低限度

の基準（小地域的なもの、地域的なもの又は世界的なもののいずれであるかを

問わない。）を考慮して、最大持続生産量を実現することのできる水準に漁獲さ

れる種の資源量を維持し又は回復することのできるようなものをとること。 

 

b．漁獲される種に関連し又は依存する種の資源量をその再生産が著しく脅威に

さらされることとなるような水準よりも高く維持し又は回復するために、当該

関連し又は依存する種に及ぼす影響を考慮すること。 

 

この条文に従えば、締約国は「環境上及び経済上の関連要因を勘案し」た措置を導入し、

「資源間の相互依存関係」を考慮し、海洋生物資源の漁獲可能量や、その他の保存措置を導

入するにあたり、「漁獲される種に関連し又は依存する種」への影響を考慮することを求め

ている。第 119 条は公海生物資源の保存に関する条文であるが、ここに含まれるコンセプ

トは、生態系アプローチに含まれる一般的な問題を包含している。 

 

（２）1995 年国連公海漁業協定〔16〕 

国連公海漁業協定の締結交渉は 1995 年に完了し、その条文には「生態系」、「生物多様性」

という用語が随所で使われている。 

 

その前文の中で、国連公海漁業協定は海洋生態系の維持の必要性を認識し、海洋生態系の

扱いに関する基本的なアプローチを打ち出している。また、そこでは生物多様性の保護

（preserve）が目的の一つとして挙げられていることにも注目すべきである。さらに、前文

では、漁業操業の海洋環境、生物多様性、海洋生態系への影響にのみ言及していることも注

目すべき点であろう。言い換えれば、海洋環境、生物多様性、そして海洋生態系の変化によ

って引き起こされる漁業操業への影響については明記されていない。これらの変化は、明ら

かに漁業対象種の持続的生産量に影響を与え、したがって、漁業管理に影響する要素である
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が、国連公海漁業協定前文では、この双方向性が示されていないのである。 

 

具体的には、前文では以下のように規定されている。 

 

海洋環境に対する悪影響を回避し、生物の多様性を保全し、海洋生態系を本来

のままの状態において維持し、及び漁獲操業が長期の又は回復不可能な影響を

及ぼす危険性を最小限にする必要性を意識し、 

 

この前文に基づき、国連公海漁業協定第 5 条は、以下を基本原則として挙げている。 

 

第 5 条 一般原則 

沿岸国及び公海において漁獲を行う国は、条約に従って協力する義務を履行す

るにあたり、ストラドリング魚類資源及び高度回遊性魚類資源を保存し、及び

管理するために次のことを行う。 

・・・・・・・・ 

 (d) 漁獲その他の人間の活動及び環境要因が、漁獲対象資源及び漁獲対象資

源と同一の生態系に属する種又は漁獲対象資源に関連し、若しくは依存してい

る種に及ぼす影響を評価すること。 

(e) 漁獲対象資源と同一の生態系に属する種又は漁獲対象資源に関連し、若し

くは依存している種の資源量をその再生産が著しく脅威にさらされることとな

らない水準に維持し、又は回復するために、必要な場合には、これらの種につ

いての保存管理措置をとること。 

・・・・・・・・ 

(g) 海洋環境における生物の多様性を保全すること。 

 

（３）1995 年 FAO 責任ある漁業の行動規範〔17〕 

 

 

FAO が 1995 年に採択した責任ある漁業の行動規範では、生態系に関して次のような条

項が存在する。〔18〕 

 

6.2 漁業管理は、食料安全保障、貧困の減少、持続的開発の観点から、現在お

よび将来の世代のために、漁業資源の質、多様性を十分に維持することを促進

すべきである。管理措置は、対象種の保存のみならず、対象種と同一生態系に

属する種、関連種、依存種の保存をも確保すべきである。 
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7.2.3 各国は、環境要因の対象種及び同一生態系に属する種あるいは主対象種

の関連種または依存種に対する影響を評価し、さらに、生態系における種間の

関係も評価すべきである。 

 

9.1.2 各国は、養殖業の責任ある開発及び管理を促進すべきであり、そこには、

入手可能な最良の科学的情報に基づく、養殖業の開発が遺伝的多様性及び生態

系の統合性に与える影響についての事前の影響評価が含まれるべきである。 

 

12.5 各国は、漁獲圧力、汚染または生息地の改変により生じる生態系の変化

による影響を含め、自国管轄下にある資源の状態をモニターし、評価すること

が可能な状況であるべきである。各国は、漁業資源および水圏生態系への気候

または環境変化の評価に必要な研究能力も確立すべきである。 

 

これらの規定から、行動規範のもとでの生態系アプローチの意味は以下のようであると

思われる。 

 

(a) 主対象種のみならず、同一生態系に属する種あるいは主対象種の関連種または依

存種の保存、及び、 

(b) 漁業、汚染、生息地の改変の生態系への影響の評価及びモニタリング。 

 

上記の定義は生態系アプローチのコンセプトを理解するためには有益であるものの、具

体的な管理措置をデザインし実施するためには、依然として不明確である。これは、管理措

置を作り上げるために必須の、管理目標とその成果を評価するためのクライテリアが規定

されていないことに起因する。 

 

３．単一種管理から複数種管理へ 

 

伝統的かつ、現在でも圧倒的に用いられている漁業管理のコンセプトは、単一種管理アプ

ローチである。単一種管理アプローチのもとでは、利用対象の魚種について、資源量推定値、

再生産能力、分布回遊範囲などのパラメーターを用いて生物学的漁獲可能量（ABC）を計算

する。年間漁獲量がこの ABC を超えない限りは、その魚種は枯渇させることなく持続可能

な形で利用し続けることができるという前提である。この ABC は、経済的、社会的、政治

的な要因を考慮して調整することが可能であり、これが総漁獲可能量（TAC）となる。 

 

しかしながら、現実の海洋環境の中では、すべての生物種が生態系の他の生物種との捕

食・被捕食関係を含む様々な関係のもとで生息している。ある種が漁業によって漁獲されれ
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ば、必ずほかの種の資源量に影響が及ぶ。さらに、エルニーニョ現象などの海洋学的環境の

変化の結果、生物種の資源量に変動が起こり、直接間接に漁業対象種の資源量に影響するこ

ととなる。 

 

この複雑な海洋生態系の中での生物間の相互関係は、しばしば生態系ピラミッドという

形で表現される（図 2）。もっとも栄養段階(trophic level)の高い生物種（例えば海産哺乳動

物や大型の捕食性魚類など）がピラミッドの最上部を構成し、この下に捕食されるより小型

の魚類が配置され、最下部には栄養段階の最も低いプランクトンなどの生物が位置する。海

洋生態系は食物網という形で表現されることもある。この表現方法では、生態系の中の生物

種の捕食被捕食関係が、より詳細に、網のような図で表現されている。 

 

 

 

図 2  生態系ピラミッド （出典 MORISHITA、 Joji. What is the ecosystem approach 

for fisheries management?、 Marine Policy、 32、 2008、 19-26.）  

 

世界的な漁業資源の悪化、従来の漁業管理手法の欠陥や失敗を背景に、各国漁業管理当局、

研究機関、地域漁業管理機関などの場において、漁業管理措置の改善を図るための様々な方

策が議論されてきている。この中には、単一種管理方式から複数種管理方式への進化も含ま

れる。複数種管理方式という用語は、しばしば生態系管理という用語と互換的に用いられて

いるが、以下に述べるように、より詳細に見たときこれらの用語は同意ではない。 

 

漁業管理の分野においては、多くの性格の異なる問題が生態系アプローチという概念の

もとで議論されてきている。また、海洋生態系を把握し、漁業管理における生態系アプロー

チの導入を促進するために、様々な科学的モデルが開発されてきている。生態系アプローチ
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への言及は法的文書、雑誌などの記事、報告書、会議の宣言などにあふれているが、漁業管

理における生態系アプローチの定義と範囲については共通理解があるとは言い難い〔19〕。

漁業管理の指針となる原則や生態系の頑強さや生産性を図る基準、生態系の状況を表現す

る共通の用語、これらに基づいて決められるべき管理目的やその基準値、管理措置の効果測

定方式など、生態系アプローチを導入、実施するために必要な基本的要素の同定と検討は、

決して一筋縄ではいかない作業である。 

 

ここでもう一度 FAO の責任ある漁業の行動規範 6.2 項第二文を見てみる。 

 

管理措置は、対象種の保存のみならず、対象種と同一生態系に属する種、関連

種、依存種の保存をも確保すべきである。 

 

管理目的を設定するにあたって、「対象種と関連種の保存を確保する」という規定は抽象

的で、具体的保存管理措置を設定するためにはそれほど役に立たない。例えば、ある漁業を

完全に禁止すれば、その対象種も関連種も保護することはできるであろう。しかしこれは現

実的な措置であろうか。関連種の混獲を 50％削減すれば、関連種の保存が確保されるだろ

うか。25％や 10％の削減ではどうか。保存を確保するための決定は、いかなる基準に基づ

き、どのような方法で行われるべきであるのか。ポイントは、管理目的が実用的かつ理解で

きる形で示されなければ、生態系アプローチの導入と実施は必ず混乱と困難を伴うという

ことである。また、管理目的の特定は、生態系アプローチに基づく保存管理措置の効果を検

証するための前提条件である。具体的な管理目的なしに、いかにして保存管理措置の効果を

評価することができるのか。 

 

４．生態系アプローチの様々な類型 

 

生態系アプローチには様々な類型が存在する。ここでは漁業管理における生態系アプロ

ーチに基づく保存管理措置を、いくつかの類型に分類し、理解の促進を図る。また、それぞ

れの類型について、考え得る管理目的についても検討を試みる。生態系アプローチに関する

理解不足もしくは共通の理解の欠如と、その結果としての生態系アプローチの導入に対す

る抵抗や困難が、少なくとも部分的には、抽象的な管理目標の設定や全くの欠如に基づくも

のであるとすれば、異なる生態系アプローチの保存管理措置の類型化という方法は、漁業の

管理や政策決定に資するはずである。 

 

漁業以外の人間活動が関係する場合には、この類型化の試みは全く異なるものとなる。例

えば、生態系アプローチは海洋汚染問題、気候変動を含む海洋環境変動、海洋鉱物資源の開

発など漁業以外の活動からの絶滅危惧種の保護など、多様な問題に適用され得る。 
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また、下記の類型化は相互に排他的ではなく、異なる類型に属する保存管理措置が組み合

わされて導入されるケースもあり得ることを認識する必要がある。 

 

タイプ I : 混獲の回避・緩和 

 

ほとんどすべての漁業が漁獲主対象生物以外の生物を漁獲する。これが偶発的漁獲、もし

くは混獲と呼ばれる。例えば、マグロはえ縄漁業においては、海鳥、サメ、海亀などを混獲

することが知られている。エビトロール漁業では、大量で多様な魚種が混獲される。流し網、

定置網、まき網漁業では、しばしば海産哺乳動物が混獲される。このような混獲問題のため、

漁業者と環境保護 NGO との間で数限りない対立・紛争が生じてきた。そして、混獲の削減

や完全な混獲回避のために、生態系アプローチの名のもと、大幅な漁業の制限や、時には完

全禁止が主張されてきた。 

 

漁業の規制を求めるサイドからは、管理目標として混獲ゼロが主張されることもしばし

ばであり、その達成のため、手軽な解決策として関係する漁業の完全禁止が要求される。も

ちろん、このような要求は、関係国政府、NGO、漁業者間での対立を生み出す。しかし、

このような白か黒かの二者択一的アプローチは必要であろうか。それは正しいアプローチ

であるといえるのか。極端な措置を要求する前に、混獲される生物種の生物学的な状況の評

価が行われる必要がある。その生物は絶滅の危惧があるのか、あるいは資源が枯渇している

のか。混獲される生物種の中には資源的に豊富であることが科学的に知られており、混獲は

その種の存続に何ら悪影響を与えていない場合もある。このような場合、漁業を制限する必

要はあるのであろうか。混獲される種が本当に枯渇しているか絶滅危惧にある場合でも、漁

業活動がその原因であるのか。原因ではないとすれば、漁業の規制をいかなる理由で正当化

するのか。混獲される生物の生息域の減少や消滅が最も重大な脅威である場合がしばしば

あるが、そのケースでは、仮に漁業を完全禁止しても（漁業による混獲が僅少である場合に

は）混獲生物種の回復にはほとんど貢献しない。さらに、禁漁区や禁漁期間の設定、漁具の

改良、漁法そのものの変更などの管理措置は、混獲の削減において、漁業の完全禁止よりは

現実的な手法であり、また、その効果もしばしば完全禁止と比肩し得る。 

 

科学的な情報に基づき明確な管理目標を設定し、その管理目標を管理される側に説明す

ることが大変重要である。例えば、混獲生物に関しては、国連海洋法条約や国連公海漁業協

定に従い、その資源量を再生産が脅かされないレベルに維持または回復するといった管理

目標が設定され得る。海産哺乳動物や海亀といった「カリスマ的生物」〔20〕についてしば

しば主張される混獲の完全否定（ゼロ・トーレランス）は、純粋に科学的な根拠や必要性よ

り、むしろ動物権や動物愛護の哲学に基づく場合も多い。 
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タイプ II : 多魚種（生物）一括管理、捕食・被捕食関係 

 

伝統的な従来からの単一魚種管理方式とは異なり、多魚種（生物）一括管理方式では、漁

獲対象魚種の捕獲レベルを決めるにあたって、同一生態系に属する様々な種の間の生物学

的関連、環境を通したつながり、捕食・被捕食関係などを考慮に入れる。ある生物の捕獲は、

その生物の資源量からは持続可能である場合であっても、その生物を餌として捕食するほ

かの捕食生物の食料を減少させることで、その捕食生物の生存に脅威を与えるかもしれな

い。例えば、2000 年にアラスカ州アリューシャン列島海域で導入されたスケトウダラ漁業

の禁止の目的は、スケトウダラ資源の保存管理が目的ではなく、絶滅危惧種とされるトド

（Stellar sea lion） の餌を確保するためであった〔21〕。 

 

これと反対のケースも存在する。例えば、ノルウェーの研究によれば、ミンククジラが増

加すれば、タラなどの商業的に重要な漁業資源が捕食により減少し、そのような魚類を対象

とする漁業に重大な影響が及ぶとしている〔22〕。このような研究から得られた推定結果に

よれば、鯨類が 10 万トン近いタラを消費しているという可能性が示されている〔23〕。同様

に、北西大西洋タラ資源が長年の禁漁にもかかわらず回復を見せないのは、少なくとも部分

的にはタラとタラのえさとなる魚を捕食するタテゴトアザラシの資源増加のためであると

いう主張がある。鯨類によるプランクトンを含む海洋生物資源の消費量の推定によれば、鯨

類は世界の年間漁獲量の 3 倍から 5 倍を消費しており、いくつかのホット・スポットでは

漁業と鯨類の競合が深刻な問題となっている〔24〕〔25〕。 

 

多魚種（生物）一括管理アプローチの管理目標のひとつは、海洋生態系の中で、主対象魚

種と捕食・被捕食関係やそのほかの生物学的、環境的要素を通じて関連がある他の生物種の

持続性を維持したうえで、主対象魚種の捕獲レベルを設定することである。効果的かつ適切

な管理措置を作るためには、優れた生態系モデルが必須である。Ecopath/Ecosim、 

MultiSpec、Bormicon/Gadget など多くの生態系モデルが開発され〔26〕改良が重ねられ

てきている（図 3）。 
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図 3  北西太平洋におけるエコパスモデル概念図 （日本鯨類研究所作成） 

 

多魚種（生物）一括管理アプローチの管理目標としては、海洋生態系に積極的に働きかけ、

関連する生物をコントロールすることで、主対象種の捕獲レベルの最大化を図るというと

いうものがあり得る。このためには、海洋生態系への能動的な関与とそれを支える優れた科

学的知見が要求される〔27〕。自然の摂理への人類の関与の正当性に対する疑問から、この

ような管理目標は議論を惹起することとなるが、農業はまさにこのアプローチであること

も認識すべきであろう。 

 

タイプ III : 海山や冷水性サンゴなどの脆弱生態系や生物多様性の保護 

 

生態系アプローチの概念の中には、海山、冷水性サンゴ、熱水孔、枯渇・絶滅危惧生物種

の生息域などの脆弱海洋生態系（Vulnerable Marine Ecosystems（VME）) と呼ばれる地

理的なユニットの保護や生物多様性の保護も含まれる。海洋保護区（Marine Protected 

Areas（MPA）) はこのような問題への対応策として、生物多様性条約（the Convention on 

Biological Diversity（CBD）〔28〕）や 2002 年の持続可能な開発に関する世界首脳会議（the 
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World Summit on Sustainable Development（WSSD）〔29〕）など、様々な国際会議の場

で取り上げられてきている。ここでは、漁業活動だけがこのアプローチの対象ではないこと

を認識することも重要である。すなわち、海運、鉱物資源開発、深海調査、バイオプロスペ

クティングなど他の人間活動も、VME、絶滅危惧種の生息域、そして生物多様性に対して、

漁業と同等かそれ以上の影響や損害を及ぼし得る可能性があるということである。しかし、

国連総会などの場では、漁業の問題に強い関心が示されて来ており、例えば、2004 年の国

連総会漁業決議には、次のような表現が見られる。 

 

底引き網漁業を含む破壊的な漁業活動は脆弱海洋生態系に対して悪影響を与え

ており〔30〕、 

違法、無報告、無規制漁業は、特定の枯渇した漁業資源に重大な脅威を及ぼし、

海洋生態系を重大に損なう〔31〕、 

 

このタイプの生態系アプローチのもとでの管理目標は、例えば、VME とその生物学的多

様性の保護というという形で定義される。これに従い、目標達成のための措置として、海洋

保護区の設定、漁業活動の厳しい制限や完全禁止、その他の強力な規制措置が推進される。

結果として、推進派と制限を受ける側との間で激しい対立が起こり、しばしばそれが環境保

護と漁業活動の対立という構図として性格付けされるのである。 

 

本来、漁業活動と環境保護は対立するものではなく、むしろ健全な海洋環境の確保が漁業

の継続や繁栄の前提条件である。しかし、上記のような対立は、漁業活動は環境保護を損な

うものであるというパーセプションを生み、強化する。これが一般化され、すべての漁業に

広がる事態は不幸であり、また、動物タンパクの供給、食料安全保障、雇用、沿岸コミュニ

ティーの社会経済的存続など、極めて広範な範囲に悪影響を及ぼす。生態系アプローチに関

する正しい理解と適切な管理目標の設定、それに呼応した適切な保存管理措置の設計と導

入が重要なゆえんである。 

 

タイプ IV : より包括的な生態系アプローチ 

 

気候変動やその他の環境要因の変化は、海洋生態系全体に影響を及ぼし、その結果として

漁業資源の分布や豊度にも大きな影響を与える。したがって、このような環境要因（気温、

水温、塩分濃度、海流など）やその変動を組み入れたうえで、海洋生態系の理解を図り、海

洋生物資源の保存管理に反映しようとすることは、論理的に見ても生態系アプローチの展

開の次のステップということができる。事実、すでに、気候変動の状況をモニターし、その

結果として生じる海流の変動などの海洋環境的な要素への影響を、順応的な海洋生態系管

理システムに取り入れようとする試みも行われている〔32〕。しかし、このような包括的な
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生態系アプローチの開発は緒についたところであり、その適用に関しても技術的な課題が

多い。 

 

５．生態系アプローチをめぐる問題点 

 

生態系アプローチの導入は、広く国際的に受け入れられた概念である。しかし、漁業管理

への生態系アプローチの導入は、どのような保存管理措置であっても、例外なく関係者の間

の対立を生み出しているように思える。なぜ対立が避けられないのか。それは生態系アプロ

ーチの定義に関する混乱だけが原因であるのか。定義についての合意が形成されれば、対立

は回避できるのか。他にも原因があるとすればそれは何か。 

 

（1）誤解もしくは共通理解の欠如 

生態系アプローチに関する統一された定義の欠如、あるいは定義に関する混乱が原因と

なり、漁業管理における生態系アプローチの導入に関する議論は、しばしば生態系アプロー

チに関して全く異なった概念を持った関係者間で、さらにその違いが認識されないままに、

行われていることがある。この理解の違いは、ほぼ必然的に、管理目標に関する共通の理解

の欠如につながることになる。例えば、漁業関係者は、生態系アプローチの導入とは、彼ら

の漁業活動の完全禁止以外の何物でもないと、強く確信しているかもしれない。他方、生態

系アプローチ導入の提案者側は、ある絶滅危惧種の特定の限定された生息域を保護したい

だけで、漁業の完全禁止など考えてはいないのかもしれない。しかし、実際の地域漁業管理

機関などにおける議論では、議論が行われている特定の「生態系アプローチ」について説明

が不十分であったり、時には全く欠如していたりする場合さえ存在する。単純なことである

が、残念なことに、人は自分の考え方や信念が、他人に理解されていると考える傾向がある

ようである。その結果、自分にとっては自明と思えることは、説明しない。 

 

（2）信頼の欠如 

残念なことであるが、生態系アプローチをめぐる混乱は、関係者間の相互不信を招くこと

も多い。管理目標の説明、すなわち生態系アプローチを導入することで何を達成しようとし

ているのかについての説明が行われない場合、それは漁業の全面禁止など極端で、時には漁

業者側から見れば悪意に満ちたものと思われる提案の真の意図を隠していると受け止めら

れ、不信感が増長されることとなる。 

 

漁業者を含む全関係者が、何らかの形の生態系保存管理措置の導入が必要であると感じ

ている場合には、このような相互不信は、結果として、保存管理措置の導入の遅れを招くの

みではなく、さらなる不信を増幅することとなる。これは保存管理されるべき漁業資源を含

む海洋生態系にとってのみならず、すべての関係者にとって不幸な事態である。 
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（3）生態系に関する未理解、単純化 

生態系アプローチ導入の目的として、「生態系バランスの回復」や「生態系の保護

（preservation）」という表現がよく使われるが、これらはいったい何を意味するのか。広

く使われる表現であるが、その意味するところは科学的にも、政策実施の面からも決して明

確ではない。 

 

そもそも、生態系は静的でもなければ不変でもない。生態系を構成する生物間のバランス

は常に変化し、その原因は人為的な場合も自然な場合もあり得る。生態系の範囲、例えばあ

る生物群の生息域の大きさなども、短期的、長期的に変動し、それが人為的要因によるもの

か自然の変動によるものかは、気候変動をめぐる議論から見ても明白なように、決して簡単

ではない。静的で永久に変化しない生態系というものは存在しないのである。「手つかずの

自然」も動的で変化するのである。しかし、生態系アプローチに関する議論においては、生

態系があたかも不変のものであるように扱われ、回復すべき状態や保護すべき状態が自明

のように扱われていると思える。したがって、「生態系を回復する」あるいは「生態系を保

護する」という管理目標は、実際の政策実行の面からは具体性を欠いたものである。 

 

他方、国際政治の観点から見れば、この具体性を欠いたフレーズは、極めて魅力的である。

第一に、それらはすでに多くの国際文書に言及され、広く受け入れられた概念である。第二

に、その結果として、詳細な具体的管理目標の説明がなくとも強い反対は受けない。そして、

第三に、環境を保護するという明快な政治的アピールを発信することができる。ここに、国

際政治と、実際に政策の実施を担う関係者（科学者や行政官のみではなく、「現場」の漁業

関係者を含む）との間の問題意識の違いが存在する。 

 

合意に基づく実施可能な定義があって、初めて生態系アプローチの具体的な目標を設定

することが可能となる。それが、政策の進展を判断するための基準を設定することを可能と

し、この基準に基づいて実施された保存管理措置の成否や進捗状況を評価することができ

るのである。例えば、国際的には、底引き漁業や流し網漁業など、特定の漁業の禁止や公海

漁業の禁止などが、生態系アプローチや予防的アプローチを理由として主張されてきてい

るが、このような要求はしばしばその明確な理由や根拠の説明を欠き、導入される禁止措置

の成果を図る基準も提示されない。言い換えれば、禁止措置が導入されることが目標であり、

その後の生態系の状況を評価することは念頭にないかのような主張が行われてきているの

である。禁止のための禁止という主張は、マスコミや一般市民の関心をひきやすく、したが

って、NGO の資金確保のためには有効であるが、真に効果的な保存管理措置を導入し、そ

の実施と長期的な成果を確保するという観点からは、むしろマイナスの効果しかない。 
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（4）人間活動の視点から見た生態系アプローチ 

人間の生活や社会経済的観点から見て導入が現実的ではなかったり、維持が困難である

ような生態系アプローチに基づく保存管理措置は、当然強い抵抗を受けることになり、仮に

導入に成功しても、維持継続は困難となる。いずれにしても、その目的が、ある漁業活動を

殲滅することや、対立を利用して売名、資金確保、政治権力を確保することでないならば、

人間の社会経済的活動の現実を無視したアプローチは、保存管理措置の狙いと効果の達成

を阻害することとなる。保存管理措置導入の真の意図・目的が漁業資源の保存管理と持続可

能な開発であるであるのならば、提案者側には、措置の導入により影響を受ける関係者に対

して導入の目的を明確に説明し、生態系と人間活動の双方の観点から持続可能な措置を設

計する責任がある。 

 

例えば、国連総会や国際的な環境関連の会合において、公海でのすべての底引き網漁業を

禁止すべきとの主張が行われてきた。この禁止提案の目的としては、海山や深海サンゴなど

に代表される脆弱生態系 （Vulnerable Marine Ecosystem（VME）） の保護があげられて

いる。底引き網漁業業界にとっては、この禁止措置は、彼らの社会経済的関心の無視、彼ら

の存在の否定でしかなく、禁止提案に反対して戦う以外選択の余地はない。同様に、オサガ

メなど絶滅危惧種の海亀の絶滅を防止するとの目的で、これらを混獲する可能性がある延

縄漁業を禁止するべきとの主張も行われる。この場合も、延縄漁業業界にとっては、この禁

止は彼らの存在自体の否定でしかない。国際漁業問題をめぐる対立においては、しばしば、

問題の構図が、漁業（捕鯨を含む）の完全禁止か海洋生態系の破壊かという二者択一の選択

肢として提示され、その選択を巡って厳しい対立が発生している。しかし、ほとんどの場合

は、生態系の保全と漁業資源の持続可能な利用の双方を（完全にではないものの）満たすこ

とができる他のオプションが存在するのである。 

 

公海底引き網漁業を例に考える。海山や深海サンゴは公海に広く万遍なく分布している

わけではない。その分布は地理的に極めて限定された地形に限定されている。さらに、大部

分の海山と深海サンゴは、底引き網が到達できない非常に深度の大きい海に分布している。

世界の海には約 30000 の海山が存在するとされているが、そのうち漁場として利用されて

いる海山はほんの少数に過ぎない〔33〕。とはいえ、海山を保護する必要はないとは言えな

い。まだ手つかずの海山と深海サンゴを保護するためには、おそらく、いままですでに漁場

として利用されてきた海域以外での底引き網漁業を禁止すれば、ほぼその目的を達成する

ことができ、加えて既存の漁業において新たな脆弱生態系が発見される場合のルールを確

立することによって、脆弱海洋生態系を公海底引き網漁業から保護するという管理目的は、

漁業関係者を含むすべての関係者の同意と協力を得て達成・維持することができることに

なる。 
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同様に、延縄漁業による海亀の混獲にはホット・スポットが存在し、全漁期、全操業海域

を通じて海亀が混獲されるわけではない。このホット・スポットもしくはホット・シーズン

を調査を通じて特定することができれば、その海域・時期での漁業を規制または禁止するこ

とで、他の水域での漁業の継続を確保しつつ海亀を保護することが可能となる。これに加え

て、関係者の理解と協力を得ながら、混獲を回避するための漁具の改良、漁業者の啓蒙や混

獲回避のためのトレーニングなどの追加的保存管理措置を導入することも効果的であろう。

漁業の完全禁止を求めることは、一見簡単で、政治的にも支持を得やすいと見えるが、真の

海洋生態系の保存と漁業の持続性の達成を求めるのであれば、二者択一的、勧善懲悪型アプ

ローチは決して望ましいものではない。 

 

漁業への生態系アプローチの適用に関する FAO ガイドライン（2003 年）では、漁業管理

の目指すところは、人間の食料と収入の提供を通じた生計の確立であり、生態系アプローチ

には漁業活動を含む海洋環境の広範な利用形態と利用者の観点を反映し、多様な関心と管

理目標を調整・調和させる必要があるとしている。これを実現することによって、はじめて、

将来の世代が生態系から提供される多様で広範な恩恵（生態系サービス）を享受できるので

ある。人間活動への考慮は生態系アプローチの管理目標の達成を阻害するとの考えは、問題

の解決には貢献しないばかりではなく、むしろ阻害する。人間活動の観点と生態系の保全の

双方にこたえる生態系保存管理措置を構築することは可能であり、そして必要である。良き

につけ悪しきにつけ、人類とその活動は生態系の不可分の一部であり、生態系の全く外側か

ら生態系と対立する存在ではないのである。 

 

６．生態系アプローチの効果的な実施に向けて 

 

ある種の概念について合意が形成されない場合には、その定義をあいまいなままにして

おくことも、時には関係者にとって受け入れ可能であり、場合によってはむしろ有益でさえ

ある。しかし、漁業管理の分野にあっては、定義が合意されていない場合でさえ、管理目標

を特定し、評価が可能な基準を設定し、その概念や基本理念を保存管理措置の導入・実施と

いう形に翻訳しなければならない。いずれにしても、生態系アプローチに関する限り、その

定義を特定するために膨大な時間をかけて議論することが生産的とは思えない。むしろ、以

下のような事項に確実に対応することが、必要かつ効果的な生態系アプローチの実施につ

ながると思われる。 

 

（1）適切な科学情報 

漁業管理にとっては、対象となる魚種の資源状態に関する適切な科学的なデータを収集

することが必須であることは言うまでもない。生態系アプローチに基づく海洋生物資源の

管理においても同様で、主対象生物に関する情報に加えて、例えば、混獲についての十分な
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データ、同一の海洋生態系に属していたり、主対象生物に依存している種についてのデータ、

生態系の変化を示す指標データなどを収集することが、基本的な前提条件である〔33〕。対

立を伴う問題について科学的な理解が合意・共有されていれば、問題解決に向けての大きな

貢献となる。逆に、不十分で質の低い情報のみに基づいて厳しい漁業規制を導入する試みは、

対立を長引かせ、本当に必要な保存管理措置の導入・実施を遅らせる結果を招く。 

 

保存管理措置導入のベースとなる科学的知見は、透明性が高く、かつ信頼できるものであ

るべきである。科学的に異なる見解の存在や科学的不確実性の存在は明確に説明され、理想

的には、第三者によるピアレビューや確認を受けるべきである。実際、漁業をめぐる対立は、

科学的な不確実性の存在や、例えば、混獲の規模とその影響などについての主張の正当性に

対する疑問から発生する。したがって、生態系アプローチに基づく管理において、科学の透

明性と正当性は必須の要素である。 

 

さらに、科学的な情報や解釈は、科学者以外にも理解できる形で漁業者を含むステークホ

ルダーに説明されなければならない。 

 

（2）管理目標の特定 

生態系アプローチに基づく保存管理措置の導入・実施をめぐる対立と困難の理由の一つ

は、管理目標についての十分な理解の欠如と、管理目標を達成するための具体的な手段に関

する共通の理解の欠如である。生態系アプローチの意味について関係者の間でまったく異

なる見解や理解が存在する場合には、ことはさらに複雑・困難となる。例えば、「生態系を

保護する」とは具体的にどのような措置を意味するのか。極端な場合には、海山における人

間の活動の完全な禁止、海亀の混獲の完全な禁止（混獲を一頭たりとも許さない）、その他、

保護対象との一切の人間とのコンタクトの禁止と言ったものもあり得る。人間活動とのバ

ランスを模索する場合には、海山において操業する漁船の数の制限、海亀の混獲を削減する

ための漁具の改良、保護対象と人間のコンタクトを禁止ではなく制限する措置などの方法

が考えられる。管理目標を特定し、それを伝えること、その目標を達成するための様々な手

段を、すべてのステークホルダーに伝えることが生態系アプローチの不可欠の要素である

べきである。 

 

（3）人間活動の生態系アプローチへの取り込み 

人間活動を考慮し、取り込むことが生態系アプローチの実施を成功に導くうえで不可欠

である。人間活動と生態系の保全は相互に排他的ではない。海洋と海洋法に関する国連事務

総長報告書にも述べられたように、人間活動と生態系の保全は、むしろ相互補完的である

〔35〕。 
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310 海洋の生物多様性の喪失は、海洋から得られる将来の世代のための社会

経済的利益を大きく制限し得ることから、生物資源を持続可能な方法で利用し

ていくことが重要である。保存管理措置を計画、策定、実施するにあたっては、

国家管轄権外の海洋生物多様性の社会経済的側面が、より重要な役割を与えら

れるべきである。これとの関連において、持続可能な開発を実現するためには、

生態系保存措置を経済計画の必須の要素として含めるべきである。さらに、生

物多様性の保存と持続可能な利用の対費用効果分析には社会経済的評価も含ま

れるべきである。 

 

（4）ステークホルダーの参画 

さらに、管理措置の導入によって規制を受けることになる関係者が、問題の特定や保存管

理措置の計画・実施に参画することが、生態系アプローチを成功に導くための前提条件であ

る。なお、ステークホルダーは漁業関係者だけには限定されないことは指摘するまでもない。

海洋問題はクロス・セクターの問題であり、漁業、海運、観光、環境保全などに関連して、

漁業関係者、政府、自治体、非政府団体、研究機関、一般市民など広い範囲のステークホル

ダーが想定される。 

 

 

生態系アプローチに基づく保存管理措置の狙いについて、ステークホルダーの間に共通

の理解を作るためには、具体的な管理目標を設定することが必要不可欠である。そうするこ

とによって、はじめて、生態系アプローチの導入を容易にし、導入される保存管理措置の効

果について評価し、必要に応じてその保存管理措置を改定改良することが可能となる。しか

し、混獲量の削減目標レベルといったような具体的管理目標はケース・バイ・ケースで設立

される必要がある。なぜならば、関連する種の資源状態や漁業の性格が場合場合によって異

なるからである。生態系アプローチをめぐる対立的な議論では、しばしばこの点を無視し、

ある漁業が完全に禁止されるべきか、あるいは全く規制を受けずに継続されるべきかとい

う二者択一的で単純な構図が提供される。この短絡的なアプローチは生態系アプローチに

基づく管理目標の達成に何ら貢献せず、また、必要不可欠であるステークホルダーからの協

力を極めて困難なものとするのである。 

 

７．本章のまとめ 

 

生態系アプローチの概念は、海洋生物資源の保存管理の分野では広く受け入れられてお

り、1995 年国連公海漁業協定、2002 年の持続可能な開発に関する世界サミット（WSSD）

の実施計画、国連総会漁業決議等、様々な国際文書の中で言及されている。 
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しかし、その定義と適用法に関しては様々な解釈と理解が存在しているため、時に生態系

アプローチのコンセプトが政治的に利用され、科学的にも、資源の保存管理の面からも疑問

が多い主張の根拠として利用されているという問題が存在する。そのため、本来は海洋生物

資源を持続可能な形で利用していくために必要な生態系アプローチに基づく措置の導入に

対して、漁業関係者からの抵抗が生じるケースが少なくない。例えば、海産哺乳動物や海鳥

の混獲問題は、公海流し網漁業など、多くの国際的な漁業の規制強化や禁止につながったが、

生態系アプローチの概念がこれらの厳格な規制の根拠として使われたため、漁業関係者に

とっては生態系アプローチの導入は漁業禁止につながるというパーセプションが根強いの

である。 

 

本章では、生態系アプローチに関する誤解と混乱に対応するために、生態系アプローチに

基づく保存管理措置を具体例に基づき以下の 4 タイプに類型化し、整理することを試みた。 

 

タイプ I：  混獲の回避・緩和措置 

タイプ II：  捕食・被捕食関係を考慮した多魚種（生物）一括管理 

タイプ III： 海山や冷水性サンゴなどの脆弱生態系や生物多様性の保護 

タイプ IV： 海況や気候変動などの環境要因を取り入れたより包括的なモデルに基づく生

態系アプローチ 

 

 上記の論点整理に基づき、生態系アプローチの導入に際して発生する対立と混乱を生む

原因となる問題点を分析するとともに、本来の意味での、海洋生物資源の持続可能な利用を

実現するための、生態系アプローチの効果的な導入の実現に向けていくつかの要素を提示

した。 

 

問題点としては、生態系アプローチに基づく保存管理措置の導入にあたって、その目的な

どについて関係者間に誤解もしくは共通理解の欠如が存在することである。また、これとも

関連して、保存管理措置の導入推進者（政府や NGO など）と規制などの対象となる漁業者

などの関係者の間に相互不信があるケースも多く、疑心暗鬼が対立を増幅させる。さらに生

態系アプローチという概念は上記の類型化からも明らかなように多様で時に複雑であるが、

これを政治的アピールのために単純化したり、また本来動的である生態系を静的なものと

みなし、一切の人間の関与を否定したりするような主張（「手つかずの自然」の保護）を行

うことも対立発生の原因となる。 

 

根本的な問題点として、人間活動を生態系の外に、対立概念としておく考え方があること

も指摘した。人間の生活や社会経済的観点から見て導入が現実的ではなかったり、維持が困

難であるような生態系アプローチに基づく保存管理措置は、当然強い抵抗を受けることに
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なる。保存管理措置導入の真の意図・目的が漁業資源の保存管理と持続可能な開発であるの

ならば、提案者側には、措置の導入により影響を受ける関係者に対して、導入の目的を明確

に説明し、生態系と人間活動の双方の観点から持続可能な措置を設計する責任がある。 

 

これらの問題点に対応するための要素として、適切な科学情報の収集・分析を促進するこ

と、保存管理措置の管理目標を具体的に特定し、関係者間で共有すること、人間活動を生態

系の要素のひとつとして取り込み、全体として持続可能な措置の設計と実施を図ること、そ

して、これらを実現するためにすべてのステークホルダーの参加を確保することを提示し

た。 
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第４章 海洋保護区（MPA）と公海問題 

 

１．背景 

 

海洋保護区（Marine Protected Area（MPA））の設置は、近年、海洋・漁業問題に関する

国際会議や環境関連国際会議で強い注目を集め、活発な議論が行われている。これを受ける

形で、日本国内においても 2007 年 4 月に施行された海洋基本法に基づいて翌 2008 年 3 月

に作成された海洋基本計画において「日本型の」海洋保護区の設定が謳われている。 

 

海洋基本計画 

２ 海洋環境の保全等 

（1）生物多様性の確保等のための取組（抜粋） 

さらに、生物多様性の確保や水産資源の持続可能な利用のための一つの手段と

して、生物多様性条約その他の国際約束を踏まえ、関係府省の連携のもと、我

が国における海洋保護区の設定のあり方を明確化したうえで、その設定を適切

に推進する。 

 

他方、MPA とは漁業禁止海域であるというイメージやパーセプションが強く、これが国

際会議等での対立の根底にある。はたしてこれは正しい理解か。 

 

MPA の目的は、海洋の生物多様性の保護、絶滅危惧種の保護、サンゴ礁などの重要な海

洋生態系の保護、漁業資源の産卵場や稚仔魚生息域の保護を通じての漁業資源の回復や涵

養など、多様で広範囲なものが考えられる。また、その対象水域も沿岸から沖合、公海まで

含まれ、規模も目的に応じて小規模なものから広大なものまで想定される。保護の手段につ

いても、すべての人間活動の原則的禁止と言った厳格なものから、特定の期間、特定の活動

が制限されるものや、調査研究活動の促進を図るものまで様々である。 

 

MPA の概念に含まれ得る、漁業の地理的、季節的な規制は、通常の漁業管理手法として

広く用いられてきた。日本でも、歴史的にこれらの規制が広く採用されてきており〔36〕

〔37〕、水産資源保護法に基づく保護水面、漁業法の漁業調整の考え方に基づく操業禁止区

域、都道府県漁業調整規則による採捕禁止区域等、海区漁業調整委員会指示による採捕禁止

区域等、水産業協同組合法に基づく資源管理規定や自主的管理取極めなど、きわめて多様で

広範である。 

 

しかし、国際会議の場で議論となっている MPA をめぐる議論は、圧倒的に公海における
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大規模な保護区の設定であり、また、そこでの漁業活動禁止を求める主張も行われている。

MPA は往々にして漁業の完全禁止と同意に理解され、漁業の存続か海洋保護かという二者

択一的議論が横行している。 

 

本来、漁業の存続と環境保護は相反する概念ではなく、むしろ良好な海洋環境の存在こそ

が健全で持続可能な漁業活動の前提である。しかしながら、国際政治の場においては、例え

ば、アカイカなどを対象とする公海流し網漁業が「死の壁」と呼ばれ、すべての海洋生物を

根こそぎ漁獲し、海を沙漠にすると非難され、1991 年の国連総会決議 46/215 号によりそ

の禁止が採択された。底引き網漁業は「海のブルドーザー」、「海洋生物の露天掘」などと非

難され、全面禁止の動きが広まっている。マグロはえ縄漁業も、その数十キロに及ぶ幹縄の

長さとサメや海鳥の混獲のために大規模な環境破壊漁業として NGO の批判のターゲット

とされてきた。これらが、多くのいわゆる大規模漁業は環境を破壊する悪であり、完全に禁

止すべきというイメージを生み、上記の二者択一的議論の底流をなしている。 

 

MPA とは、まず科学的情報により保護すべき対象を特定し、保護すべきエリアや期間を

特定し、管理目標を設定し、保護の成果を判断するために指標を特定し、これらの指標を含

む保護対象海域や生物の動向をモニターする手段を設定、実施し、その結果を分析・評価し、

さらに評価結果をフィードバックして管理手法を必要に応じて修正していくといった一連

のステップに沿って、設定、運用されるべきものである。しかし、国際的な議論の場では、

MPA を設定すること自体が目的化し、極端な場合、いったん設定されれば何のフォローア

ップもなく禁止海域だけが存在する例も存在する〔38〕。 

 

この典型的なものは国際捕鯨委員会におけるサンクチュアリの設置である。例えば、1994

年に設定された南氷洋サンクチュアリでは、捕鯨を禁止すること以外明確な管理目標もな

く、近年になってようやく後付けで目標設定に関する検討が行われている。2004 年には

IWC のルールに従い表面的には南氷洋サンクチュアリのレビューが行われたが、レビュー

に参加した MPA の専門家である外部科学者は南氷洋サンクチュアリを以下のように酷評

した〔39〕。 

 

南氷洋サンクチュアリおよび IWC のサンクチュアリ一般は、生態学的に正当

性はなく、境界設定における明確な理屈やサンクチュアリにおける管理手段も

ほとんどなく、ただ広い海域が（捕鯨から）保護されているという「めくら打

ち」的な保存アプローチである。これらは予防的というよりは、単に禁止的で

ある。 

 

しかし、このようなサンクチュアリであっても、その廃止や修正には IWC 総会における
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4 分の 3 以上の得票が必要であり、現状ではいかに専門家や科学者がその不合理さを指摘し

ても、南氷洋サンクチュアリは存在し続けることになる。IWC ではインド洋もすでに 1997

年にサンクチュアリが設定されており、加えて、新たに南大西洋にサンクチュアリを設定す

るとの提案も南アメリカ諸国が強く主張してきている。1982 年に導入された商業捕鯨モラ

トリアムにより、すでに商業捕鯨は禁止されていることを考えると、これらのサンクチュア

リは屋上屋であり、実質的な管理目標はない。IWC においてはサンクチュアリ、すなわち

捕鯨 MPA を設立することが目的化している証左である。 

 

本来、EEZ の内外を問わず、様々な管理目標に対応するため、柔軟なレベルの保護措置

の導入が想定される MPA の概念が、どうして国際会議の場を中心に公海に特化した漁業禁

止の動きにつながるのか。そして、その議論は今後どのような方向に進んでいくのか。日本

はこの動きにどのように対応し、今後対応していくべきか。これらの問題について検証を試

みる。 

 

２．MPA に関する国際的な動き 

 

MPA について、国際文書や宣言はどのような方向性や行動を求めているのか。主なもの

についてレビューする。 

 

時系列的には、2002 年に南アフリカ共和国のヨハネスブルグにおいて開催された、持続

可能な開発に関する世界首脳会議（World Summit on Sustainable Development （WSSD））

において採択された実施計画がまず挙げられる。後述するように、IUCN はすでに 1999 年

には MPA に関するガイドラインを発表し〔40〕、様々な管理目的と管理手法に基づいて、

MPA を類型化しているが、主要な国際会議で MPA に関する行動計画が示されたという意

味において WSSD は MPA に関する国際的議論のきっかけとなったと言えよう。 

 

WSSD は 1992 年にリオデジャネイロにおいて開催された国連環境開発会議（リオ・サミ

ット、地球サミット）の成果である「アジェンダ 21」と、その後の地球環境問題対応の進

捗を 10 年後に見直すという位置づけで開催され、リオ＋10、第 2 回地球サミットとも呼ば

れる。WSSD は、その成果として「持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言」と「実

施計画」を採択し、「実施計画」第 32 項（ｃ）で、2012 年までに MPA の代表的ネットワ

－クを設立することを規定した。 

 

持続可能な開発に関する世界首脳会議実施計画 

 

32. アジェンダ 21 第 17 章に従って、関連する国際文書に妥当な考慮を払い、
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全ての レベルで以下の行動をとることにより、海洋の保全及び管理を促進する。 

 

（ｃ）生態系アプローチ、破壊的漁業慣習の排除、代表的ネットワークの 2012

年までの 設立及び幼育の場と期間を保護するための期間・区域禁漁を含む国際

法に整合し科学的情報に基づいた MPA の設置、適切な沿岸陸域の利用、集水

域計画及び 海域・沿岸域管理の重要部門への統合を含む、多岐にわたるアプロ

ーチ及び手段の利用を開発・促進すること。 

 

生物多様性条約（CBD）のもとでも MPA に関する議論が進み、2010 年に名古屋で開催

された生物多様性条約第 10 回締約国会議では、2020 年までに沿岸域及び海域の 10%を

MPA によりカバーすることを謳った「愛知目標」が採択された。ただし、ここで言及され

た「沿岸域及び海域」に関する具体的定義はなく、領海を指すのか排他的経済水域を含むの

か明確ではない。目標達成の評価にあたっては議論となる可能性がある。 

 

愛知目標 （Appendix 2 参考資料１） 

戦略目標 C 

生態系、種及び遺伝子の多様性を守ることにより、生物多様性の状況を改善す

る。 

目標 11：2020年までに、少なくとも陸域及び内陸水域の 17％、また沿岸域及

び海域の 10％、特に、生物多様性と生態系サービスに特別に重要な地域が、

効果的、公平に管理され、かつ生態学的に代表的な良く連結された保護地域シ

ステムやその他の効果的な地域をベースとする手段を通じて保全され、また、

より広域の陸上景観又は海洋景観に統合される。 

 

 

リオサミットの 20 年後のレビューとして、2012 年にふたたびリオデジャネイロで開催

された国連環境開発会議（リオ＋20）でも、MPA の問題は強い関心を呼び、成果文書であ

る「The Future We Want」のパラグラフ 177 では、生物多様性条約第 10 回締約国会議で

の沿岸域及び海域の 10％を MPA とするとの愛知目標の規定が再確認された。 

 

177．我々は、生物多様性の保全とその構成要素の持続的利用のための一つ

のツールとして、国際法に準拠し、最適で利用可能な科学的情報に基づいた、

MPAを含む区域ベースの保全措置の重要性を再確認する。我々は、2020年ま

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%85%8B%E7%B3%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%A4%9A%E6%A7%98%E6%80%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%85%8B%E7%B3%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%85%8B%E5%AD%A6
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でに、沿岸と海洋域の 10％、特に生物多様性と生態系サービスにとって非

常に重要な地域が、効果的で公平に管理され、生態系を代表し、かつよく連

携された、保護区やその他の効果的な区域ベースの措置によって保全される

べきとの生物多様性条約第 10回締約国会合の決定 X/2に留意する。 

 

３．MPA の定義 

 

このように MPA については国際的に活発に議論され、日本も参加した様々な重要な国際

会議の場で数値目標と設置期限までが明記された規定が採択されてきているが、その定義、

目的、設置や運営方法については様々な考え方がある。国際交渉の場においても、これらの

定義や既定の具体的な意味について共通の理解がないまま、時には全く異なる理解に基づ

いて議論が行われているケースが珍しくない。 

 

例えば、遠洋マグロはえ縄漁業、遠洋トロール漁業など、公海や外国の排他的経済水域に

おいて漁業に従事してきた日本の漁業関係者にとっては、MPA の導入は漁業の禁止と同意

であり、したがって絶対反対の立場となる。同様に、生物多様性の保護、脆弱海洋生態系の

保護などの提案も、漁業の規制もしくは禁止の提案と受け取られる場合が多く、まずは抵抗

や反発を生む。グリーンピースなど国際的に強い影響力を持つ環境保護団体が、公海の 40%

を漁業禁止海域とすることなどを主張していること、公海流し網漁業、北洋サケマス漁業、

そして捕鯨などが混獲生物の保護、海洋生態系の保護、海洋環境の保護などの名のもとに

次々と禁止され、姿を消していった歴史があることを考えると、この反応は当然である。む

しろ無防備に MPA などの提案に対応することはあまりにナイーブであろう。 

 

しかし、漁業管理の分野においても禁漁区や禁漁期を設定して漁業資源の保護や増大を

図ることは、きわめてスタンダードな対応であり、日本沿岸水域においても無数の時間的、

空間的漁業管理措置が導入されている。八木によれば、日本沿岸においては 1161 箇所の禁

漁区などが設置されており〔37〕、これらは日本の漁業管理制度の主要手段の一つであると

さえ言える。これらの漁業管理のための禁漁区や禁漁期も、MPA である。 

 

また、漁業関連以外でも日本には多くの国立公園や国定公園が設置されており、その中に

は日本沿岸の海面も含まれる。これも MPA である。 

 

絶滅危惧の動植物を記載したいわゆるレッド・リストの発行で知られる国際自然保護連

合（IUCN）は 1994 年の総会決議 19.46 において、MPA を以下のように定義している〔41〕。 

 

IUCN 定義 
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上部の水圏を含む、潮間帯（intertidal）と潮下帯（subtidal）における関連

動植物、歴史、文化物で、法もしくはその他効果的な手段で区域全体あるいは

一部の環境を保全するもの 

 

“Any area of intertidal or subtidal terrain、 together with its overlying water 

and associated flora、 fauna、 historical and cultural features、 which has 

been reserved by law or other effective means to protect part or all of the 

enclosed environment”.  

(Resolution 17.38 of the IUCN General Assembly、 1988、 reaffirmed in 

Resolution 19.46 (1994)) 

 

 

また、2004 年の生物多様性条約（CBD）第 7 回締約国会議は Decision VII/5 によって

MPA を以下のように定義している〔42〕。 

 

CBD の定義 

 

水体とそれに付随する動植物相及び歴史的文化的な性質を含む海洋環境又

は隣接する区域であって、（法的）規制又は慣習を含む他の効果的な手法

によって保護され、海洋又は沿岸の生物多様性が周辺よりも高度に保護さ

れている区域 

 

Any confined area within or adjacent to the marine environment、 together 

with its overlying waters and associated flora、 fauna、 and historical and 

cultural features、 which has been reserved by legislation or other effective 

means、 including custom、 with the effect that its marine and/or coastal 

biodiversity enjoys a higher level of protection than its surroundings.  

（CBD COP7 Decision VII/5） 

 

これらの定義から明確なことは、MPA の概念は広範なものであり、「保護」の内容と程度

については特定していない、すなわち、漁業の全面禁止が MPA の前提ではないということ

である。 

 

さらに、IUCN は、その定義を具体的に例示するために、MPA を類型化し、以下のよう

なカテゴリーを設定している〔40〕。 
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IUCN カテゴリー（Appendix 2 参考資料 3） 

 

Category I – 科学目的または自然保護のための保護区（厳格な自然保護区） 

 

Category II – 生態系保護とレクリエーションのための保護区 （国立公園）                      

 

Category III – 特定の自然の特徴を保護するための保護区（自然モニュメント） 

 

Category IV – 管理された人間活動を通じた保全のための保護区（生息域・生物種管

理区域）                          

 

Category V – 陸域海域の景観保全とレクリエーションのための保護区（景観保護区） 

 

Category VI – 自然生態系の持続可能な利用のための保護区（資源管理保護区）  

 

これを日本のケースに当てはめた国連の評価によれば、国立公園、国定公園、海中公園、

自然環境保全地域、国及び都道府県指定の鳥獣保護区、保護水面等が MPA に該当する〔43〕。 

 

４．南極海洋生物資源保存委員会（CCAMLR）における MPA 

 

多くの漁業や海洋生物資源に関する国際機関において MPA が議論されてきているが、そ

の定義や方法論については多様である。このうち、南極海洋生物資源保存委員会（CCAMLR）

における MPA の議論は、先進的かつ組織的であることから、詳しく取り上げてみたい。 

 

CCAMLR を設立した「南極の海洋生物資源の保存に関する条約」は 1982 年に効力が発

生したが、当時としては漁業を管理する機関としては特徴的であり、海洋環境の保全と海洋

生態系の保護の重要性を認識したうえで（条約前文）、南極海洋生物資源を保存

（conservation）することを目的としている（条約第 2 条）。なお、条約第 2 条第 2 項には、

この「保存」には合理的な利用を含むと規定されている。CCAMLR 自身は、他の地域漁業

管理機関とは異なるというアイデンティティーを強く意識しており、海洋環境の保全と海

洋生態系の保護に力を注いできている。これが CCAMLR での MPA に関する活発な議論の

背景にあると考えられる。 

 

CCAMLR においても、MPA は漁業の全面禁止であるというパーセプションが強く、各

国代表団は、一般市民からしばしば以下のようなメールを受け取る。 
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“Please create a legacy for humanity by agreeing at CCAMLR in 2014 to 

large scale、  permanent、  marine protected areas and no-take marine 

reserves in Antarctica's Ross Sea region and East Antarctica.  Antarctica's 

waters are a remarkable home for wildlife and include some of the least 

impacted parts of the world's oceans.  We're relying on our leaders to show 

leadership to protect our oceans for future generations.” 

（2014 年の CCAMLR で、南極のロス海と東南極海域において大規模で永久的

な海洋保護区と捕獲全面禁止海域を設立することに合意して、人類のためのレ

ガシーを築いてください。南極の海は野生生物の驚異的な棲家であり、世界の

海洋の中で最も手つかずの海域を含みます。将来の世代のために、海を守るリ

ーダーシップを示すことを期待します。） 

 

このようなメッセージは、いかなる規模であろうと捕獲活動は海洋生態系を破壊する、し

たがって一切の漁業は認めるべきではないという短絡的な極論であるが、その極論が広く

受け入れられていることも現実として否定しがたい。海洋生態系に影響があるのであれば、

漁業活動の縮小や生態系への影響を緩和する漁法の導入など、様々なアプローチが考え得

るが、オール・オア・ナッシングの議論が高まる。これは公海流し網をめぐる国連総会での

議論や、捕鯨問題をめぐる議論と共通している。 

 

しかし、CCAMLR は 2011 年に保存措置 91‐04〔44〕を採択し、CCAMLR における

MPA の設立についての一般フレームワークを導入し、上記のような二者択一的ではない

MPA についてのシスティマティックな対応方針を作ったのである。 

 

保存措置 91‐04 の概要を見る。その前文では、2002 年の WSSD による「2012 年まで

に MPA の代表的ネットワークを設立する」との決定、条約第 2 条に規定された CCAMLR

の目的である南極海洋生物資源の保存、海洋生態系の保護に加えて気候変動や外来種の侵

入の可能性への対応が言及されている。また、注目すべきは、CCAMLR の条約水域全体は、

すでに IUCN カテゴリーIV の MPA（管理された人間活動を通じた保全のための保護区（生

息域・生物種管理区域））に相当するが、条約水域内にはさらに特別な考慮を必要とする海

域が存在するとして、条約水域内での MPA 設立を正当化していることである。したがって、

CCAMLR における MPA は IUCN カテゴリーIII 以上の保護レベルを目指すことになる。 

 

保存措置 91‐04 の第 2 項では、MPA 設立の管理目標が列挙されている。MPA に関する

議論では、しばしばその管理目標が軽視され、設立そのものが目的化されることを考えると、

第 2 項の存在は重要である。 
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第 2 項に規定された管理目標としては、（ⅰ）代表的な海洋生態系、生物多様性、そして

生息域の保護、（ⅱ）鍵となる生態系の機能（プロセス）、生息域、生物種の保護、（ⅲ）自

然の変化、捕獲等の海洋生物資源と生態系への影響のモニタリングのための科学的リフェ

レンス海域の設立、（ⅳ）人間の活動の影響に対して脆弱な海域の保護、（ⅴ）地域生態系の

機能に重要な要素の保護、そして、（ⅵ）気候変動の影響に適応する能力や抵抗力を維持す

るための海域保護が挙げられている。解釈の余地はあるが、具体性のある規定であると言え

る。新たな MPA の設立を CCAMLR において提案する場合には、これらの管理目標のどれ

を達成することを目指したものであるかを、科学的な情報を提供して説明することが求め

られるわけである。 

 

第 3 項では、MPA を設立するための保存措置に含まれるべき要素が規定されている。こ

こでは、例えば、上記の管理目標の特定、MPA の境界線の規定、MPA において規制・禁

止・管理される活動、管理計画と調査モニタリング計画、そして、存在する場合には MPA

の有効期限が言及されている。 

 

第 4 項、第 5 項では、MPA の運営に必要な管理計画と調査モニタリング計画について規

定し、管理目標の達成に必要な措置が述べられている。ここでは、データの収集や定期的な

報告も含まれる。 

 

第 8 項では、MPA を設立するための保存措置の有効性を検証するために、10 年ごとのレ

ビューが行われることが明記されている。MPA 設立自体が目的となり、設立後は何らフォ

ローアップの無いことが予想される短絡的な議論とは一線を画するものである。 

 

この CCAMLR における MPA に関する議論に、日本はどのように対応してきたか。 

 

2011 年の保存措置 91‐04 採択以前の MPA 設立提案に関する議論では、日本代表団は、

MPA が漁業禁止ゾーンとなる危険性への懸念（MPA に関する一般的なパーセプション）を

背景として、基本的には否定的、消極的な対応を行ってきた。すなわち、具体的な MPA 設

立提案（2012 年から米国とニュージーランドの共同提案によるロス海 MPA、豪州と EU の

共同提案による東南極海 MPA が提案され、議論されてきている）に対して、「MPA は数多

くある保存管理措置のひとつにすぎず、特別扱いすべきではない、MPA を設立する場合は

十分な科学的根拠に基づくべき、漁業に不当な障害をもたらすべきではない」などの原則論

で対応してきた。この対応の場合、議論が提案の個別の要素に及ぶ場合、MPA 設立に賛成

しているのではないかと誤解されるとの恐れもあり、議論の外側にとどまる対応となり、結

果的に日本にとって不利な MPA が設立される可能性も高い。また、上記の原則論を
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CCAMLR における MPA に関する議論に反映させることもできない。 

 

そのため、日本はより具体的な提案内容について、例えば個別の MPA の境界線の設定に

ついて、その科学的な根拠となる情報を求め、その情報に基づいて境界線の適否について議

論を行うなど、積極的に議論に参加する対応を開始した。この対応には、より充実した専門

的・科学的知見が必要となる。また、議論をリードしていく能力も求められるが、他方では、

管理目標の設定もあいまいなまま、MPA を設立するか否か、MPA に反対することは環境保

護に反する、海洋の 40%は MPA とすべきと言った、短絡的かつ二者択一的な議論が支配的

な国際政治の場での MPA に関する議論の方向性を変える試みとしての意味も大きく、

CCAMLR での対応に加えて MPA に関する議論全般に視野を置いた対応である。 

 

 

５．今後の MPA をめぐる議論の方向 

 

国際政治の場における MPA に関する議論は、しばしば MPA の設立そのものが目的とみ

なされ、管理目標の実現のための MPA の運営の重要性は軽視、もしくは無視さえされてい

るという印象が強い。海洋生態系の保存管理という観点からすれば、MPA の設立はスター

トでありゴールではない。MPA に関する議論は今後も活発に続くと考えられることから、

正当な海洋環境の保存管理手法としての MPA を実現するための議論の方向性について考

えてみる。 

 

CCAMLR 保存措置 91‐04 は、管理目標の設定、管理計画の設立、調査モニタリング計

画の策定、そして MPA の効果についての評価規定を含み、効果的な保存管理措置としての

MPA を設計し、運営するための基本的な要素を打ち出している。また、IUCN や FAO な

どの専門機関は、充実した MPA 設立・運営のガイドラインや技術的な文書を作成し出版し

てきている〔45〕。MPA に関して、これらの枠組みに基づいて議論を進めることは、MPA

の設立そのものを目的とする政治的な議論を正し、科学的な情報に基づいた海洋環境の保

存と海洋生物資源の持続可能な管理を図っていくうえで重要であろう。 

 

他方、CBD 第 10 回締約国会議で採択された愛知目標の「2020 年までに沿岸域及び海域

の 10%」を MPA とする規定や、NGO の、海洋の 40%を MPA とすべきとの主張を巡って、

パーセプションに基づく政治的な議論も続くことは予想に難くない。このような状況の中

で注視していく必要がある課題の一つは、国連総会を中心とした BBNJ（Biodiversity 

Beyond National Jurisdiction、国家管轄権外の生物多様性）と呼ばれる動きである。 

 

BBNJ は、CBD でカバーされていない国家管轄権外のエリア、すなわち公海における生
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物多様性の保存とそこから得られる可能性のある利益（例えば、深海生物から作られる新薬

など）の公平な配分に関する議論であるが、これに関連して欧州連合（EU）が公海におけ

る MPA 設立の国際的法的枠組の設立を主張したことから、公海 MPA 問題という性格も加

わった。BBNJ の議論を推進するのは、開発途上国グループ、いわゆる G77＋中国、と EU

であるが、その思惑は異なり、前者は生物多様性から得られる利益の配分に、後者は公海

MPA に強い関心を持っている。BBNJ 推進グループは、国連海洋法条約の実施協定の締結

を通じた BBNJ の法的枠組の設立を主張し、他方、米国、我が国、ロシアなどは実施協定

の必要はないという立場であったが、長年にわたる困難な議論の結果、2015 年 6 月、実施

協定締結に向けて交渉を開始することを規定した国連総会決議 69/292 号が採択された。 

 

国連総会決議 69/292 号では、2016 年及び 2017 年に実施協定締結政府間会合の準備会

合を少なくとも年 2 回開催し、その結果に基づいて政府間会合の開催を決定するとしてい

る〔46〕。この国連総会での議論は、実質上は MPA に関する政治的な国際基準が決められ

る交渉となることが想定されることから、海洋生態系の保存管理という MPA の本来の目標

が適切に達成されるための、CCAMLR 保存措置 91‐04 にみられるような十分な科学的な

考え方に則った枠組みが設立されるような交渉対応が重要であろう。 

 

MPA の運営において重要なコンセプトの一つに、順応的アプローチがある。順応的アプ

ローチ、もしくは生物資源の順応的管理においては、自然環境や生物資源の動向には常に不

確実性や変化が存在し、これらをモニターしながら順応的に管理していくとの認識が前提

となる。その認識を受け入れたうえで、典型的なコンセプトとしては、管理目標の設定、目

標達成のための保存管理措置のデザインと導入、目標達成の評価のための指標の同定、その

指標及び関連したデータ収集・モニタリング、定期的なデータ分析と評価、評価に基づく管

理目標と保存管理措置の再検討、必要に応じて管理目標と保存管理措置の修正などと言っ

た、フィードバックを組み込んだサイクルを運営する（図 4）。 
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図 4 順応的アプローチ 

 

MPA の設立自体をゴールとし、設立後のフォローアップが軽視もしくは無視される事態

を回避し、海洋環境と海洋生物資源の保存管理措置としての、MPA の本来の機能を達成す

るためには、順応的アプローチの考え方に基づく MPA の設計と運営が不可欠である。 

 

 もちろん、定期的な評価に基づく管理目標や保存管理措置の修正が、そのたびに国際的な

規制措置やその実施を実現する国内法制度の改正を伴う場合には、現実的には順応的アプ

ローチの考えに基づく MPA の運営が極めて困難となることが予想できる。これに対応する

ためには、いくつかの技術的なオプションが存在する。 

 

 例えば、具体的な保存管理措置については、よりハードルの低い意思決定方式を適用する

という手法は国際機関においては珍しくない。国際捕鯨取締条約の修正には締約国のコン

センザスが求められるが、具体的な保存管理措置を規定する条約附表の修正は、多数決にお

ける 4 分の 3 の得票をもって行われる。国内法制度についても、日本の場合は具体的な保

存管理措置を国会での決定を必要とする法律ではなく、行政手続きで修正が可能な省令や

告示で規定する。 

 

 また、定期的な評価のサイクルは、該当する MPA の管理目標により、数年から数十年の

幅が想定し得る。ライフサイクルの短い魚種の資源管理が目標であれば評価のサイクルも
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短く、より大規模な海洋生態系の変化のモニターや管理が目標であれば、評価のサイクルは

数十年ごとになったとしても驚くにあたらない。後者の場合には、長期的な計画を組むこと

が可能であり、順応的アプローチの導入がより容易であろう。また、この変化形として、あ

らかじめ保存管理措置に終期を設定し（サンセット・クローズ）、新たな保存管理措置の採

択を求めるという手法も採用することができる。 

 

 

６．本章のまとめ 

 

海洋保護区（Marine Protected Area（MPA））の設置は、近年、海洋・漁業問題に関する

国際会議や環境関連国際会議で強い注目を集め、活発な議論が行われている。本来、MPA

の概念に含まれ得る漁業管理における時間・空間的な規制措置は、通常の保存管理措置とし

て広く用いられてきたが、国際会議の場においては、MPA とは漁業禁止海域であるという

イメージやパーセプションが強く、これが対立の根底にある。 

 

2002 年に南アフリカ共和国のヨハネスブルグにおいて開催された、持続可能な開発に関

する世界首脳会議（World Summit on Sustainable Development（WSSD））において採択

された実施計画では、2012 年までに MPA の代表的ネットワークを設立することを規定し

た。また、2010 年に名古屋で開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議では、2020 年

までに沿岸域及び海域の 10%を海洋保護区によりカバーすることをうたった「愛知目標」

が採択された。 

 

このような国際的な動きにもかかわらず、MPA の定義、目的、運営方法については必ず

しも共通理解がなく、その内容を問わず、MPA の設立そのものが目的化している議論も多

い。IUCN や生物多様性条約のもとでの MPA の定義やカテゴリーによれば、このような議

論は過度に単純化されたものであることが明確である。 

 

 本章では、MPA に関する議論が進んでおり、先進的かつ組織的な取組も行われてきてい

る南極海洋生物資源保存委員会（CCAMLR）での議論を取り上げた。 

 

 CCAMLR においても、MPA は漁業の全面禁止であるというパーセプションが強い。他

方、2011 年には保存措置 91‐04 が採択され、MPA の設立と運営についての一般フレーム

ワークが導入された。具体的には、91‐04 では、MPA の管理目標の明確化、その管理目標

を達成するための管理計画や調査モニタリング計画の規定、MPA の有効性を検証するため

のレビューなどが含まれており、MPA の設立そのものをゴールとする主張とは一線を画し

ている。 
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 MPA に関して、このような枠組みに基づいて議論を進めることは、MPA の設立そのもの

を目的とする政治的な議論を正し、科学的な情報に基づいた海洋環境の保存と海洋生物資

源の持続可能な管理を図っていくうえで重要である。この関連では、国連総会を中心とした

BBNJ（Biodiversity Beyond National Jurisdiction、国家管轄権外の生物多様性）と呼ば

れる動きを注視していく必要がある。BBNJ をめぐる議論は、2016 年より、新たな法的枠

組の設立に向けて本格化するが、課題のひとつは、公海における MPA の設置であり、実質

上は、MPA に関する政治的な国際基準が決められる交渉となることが想定されるためであ

る。 

 

 なお、本章では、MPA の運営における、順応的アプローチの重要性を指摘した。海洋生

態系には本質的に科学的不確実性が存在するが、順応的アプローチにおいては、自然環境や

生物資源の動向には常に不確実性や変化が存在し、これらをモニターしながら順応的に管

理していくとの認識が前提となる。MPA では、この考え方を管理目標の設定やフィードバ

ックを取り込んだ管理計画に反映させることが不可欠である。 
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第 5 章 公海流し網漁業 

（公海生物資源の保存管理と国際政治の関係のケーススタディーとして） 

 

１．背景 

 

公海流し網漁業は、アカイカやビンナガを対象として日本、韓国、台湾などが行っていた

漁業であるが、1980 年代後半から海産哺乳動物や海鳥の混獲が国際的に問題視され、1991

年の国連決議により、消滅した。国連総会という国際政治の場で一つの漁業が問題視され、

日本だけでも 500 隻余りの漁船が操業していた漁業が、短期間に消滅に至るという、きわ

めて特異なケースである。同時に公海流し網漁業問題は、本論文のテーマである、海洋生物

資源の保存管理における科学、あるいは漁業専門機関による漁業管理と、国際政治の関係を

浮き彫りにするケースであることから、その顛末をケーススタディーとして分析する。 

 

公海流し網漁業は、時に 50km を超える刺し網を海流に任せて流し、公海を回遊するア

カイカなどを漁獲する漁業であり、北太平洋では 1970 年代半ばからアカイカを対象に、南

太平洋ではビンナガを対象として行われた。この漁業が大きな国際政治問題化した 1989 年

には、日本のアカイカ漁獲量は 13 万 3 千トンに達し、ビンナガも 1 万 3 千トンを漁獲、

500 隻以上が従事する漁業であった〔47〕。アカイカについては、これに韓国と台湾を加え

ると 20 万トンから 30 万トンの漁獲が行われていたと推測される〔48〕。しかし、問題とさ

れたのは、漁業主対象種の漁獲ではなかった。 

 

公海流し網漁業が、国連総会を舞台とした国際問題として浮上するにあたって大きな役

割を果たした要素に、同漁業に「死の壁（Wall of Death）」というレッテルが張られたこと

がある。広大な公海に、50ｋｍを超える巨大な網を張り巡らし、そこを通る海洋生物はクジ

ラであろうが、魚であろうが、海鳥までも根こそぎ捕り尽し、海を沙漠のようにしてしまう

破壊的漁業というパーセプションである。このレッテルが、網にかかっておぼれた海鳥やイ

ルカの写真とともに繰り返し使われ、公海流し網の運命を決めたとさえ言えよう。 

 

公海流し網漁業問題の顛末を振り返る前に、「死の壁」というレッテルの真偽を科学的な

視点から検証してみたい。 

 

まず公海（各国の排他的経済水域にカバーされていない海域）は漁業資源を含む海洋生物

の宝庫であるというパーセプションに触れる必要がある。世界の三大漁場と言われる海域

（北東大西洋海域、北西大西洋海域、北西太平洋海域〔49〕）はすべて基本的に排他的経済

水域内である。また前述のように、世界の海面漁業の漁獲量の 90%以上は排他的経済水域
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内で漁獲されていると思われることからも明白なように、大部分の漁業資源や海洋生物は

排他的経済水域内に存在する。生物学的には、基本的には沿岸から沖に出れば出るほど生物

密度は低下していく。 

 

このように生物密度の低い公海域で漁業を行うためには、沿岸水域で行われる漁業と同

じ漁具では採算が取れない。仮に公海域での漁業資源密度が沿岸域の 10 分の 1 であり、同

じ流し網を用いて漁業を行うとすれば、公海域では沿岸域の 10 倍の長さの流し網を使わな

ければ同じ漁獲量をあげることはできない。海洋生物資源の保存管理の観点から見て、公海

流し網漁業が沿岸漁業より 10 倍破壊的であるというわけではないのである。これを実証す

るために、公海流し網漁業の揚網作業をビデオ撮影したが、延々と何も漁獲物がかかってい

ない網が海から揚がって、時々アカイカが漁獲されるという極めて退屈なビデオであった。 

 

もちろん、一隻一隻の漁船による漁獲や混獲が少ないとしても、500 隻分を合計すれば決

して無視できないインパクトを海洋生物に与え得る。それについては、当時科学オブザーバ

ーを公海流し網漁船に乗船させ、科学的データを集め、海洋生物に対する影響を科学的に評

価し、調査研究結果に基づく議論を求めた。しかし、国際政治の世界では、「死の壁」とい

うイメージが圧倒的に強く、論理的な議論はほぼ不可能であった。 

 

公海流し網漁業は「死の壁」であり、即座に全面禁止されるべきであるという主張は、後

述する捕鯨問題の構図と共通している。しかし、海洋生物資源や鯨類資源への悪影響が問題

であるとするならば、全面禁止と言う回答は論理的ではない。例えば、自動車は交通事故を

引き起こし、大気を汚染する排気ガスを排出する。ところが、全面禁止と言う主張は皆無に

近く、シートベルト、エアバッグ、レーダーによる自動停止装置、歩道橋の設置、排気ガス

基準の設定、ナンバープレートのナンバー制限等による都市での運転台数の制限などなど、

様々な手段を駆使して自動車の悪影響を緩和する措置が講じられてきている。その結果、交

通事故死の減少や大気汚染の緩和が実現してきており、着実に効果が表れている。なぜ公海

流し網漁業や捕鯨については、海洋生物資源への悪影響を緩和するための漁具規制や隻数

制限と言った措置が受け入れられないのか。極端な例を考えれば、仮に公海流し網漁船を世

界全体で１隻に削減すれば、常識的に考えても海洋生物への影響は皆無に近い。海洋生物資

源への悪影響が問題であるとするならば、漁業の規模を縮小するという議論は成立し得る

が、漁業を全面禁止するという主張には科学的正当性は見出しがたい。しかし、国連総会の

場では、公海流し網漁業の全面禁止が採択され、同漁業は消滅したのである。 

 

なぜ、公海流し網漁業や捕鯨についてはこのような極端なゼロ・トーレランス（完全拒否、

不寛容）の主張が行われるのか。同様の主張が他の漁業問題や生物資源の利用をめぐる問題

の議論を席巻する可能性は存在するのか。 
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2. 公海流し網漁業問題の経過 

 

ここで公海流し網漁業問題の顛末を概観する〔50〕〔51〕〔52〕。アカイカを対象とした北

太平洋公海流し網漁業は、1970 年代後半から開始された。アカイカは肉厚で大型のいかで

最大外套長はメスで 60 ㎝に達する。主に冷凍ロールイカ、さきいか、くん製などの加工原

料として使われる。資源変動は大きいが、公海流し網漁業をめぐる議論の中で、公海流し網

漁業がアカイカ資源に悪影響を及ぼすとの論点は存在しなかった。 

 

しかし、この漁業が北米起源のサケ・マスを混獲しているとの懸念が、主に米国より、日

米漁業協議や日米加漁業委員会（International North Pacific Fisheries Commission

（INPFC））の場で提起されるようになった。サケ・マスは国連海洋法条約第 66 条に規定

された母川国主義の下で、母川の所在する国がその資源について第一義的利益と責任を有

することから、公海といえども自由に漁獲できるわけではない。加えて、サケ・マスは日本

を含む国々で歴史、文化、伝統と強くつながっており、先住民文化とも密接に関係すること

から、高度に「感情的な」魚である。アカイカと同様に、公海イカ流し網漁業が北米起源の

サケ・マス資源に悪影響を与えているという論点はなかったが、特にアラスカの漁民にとっ

ては、自分たちのサケ・マスが北太平洋の公海上において日本、韓国、台湾の漁業者に「密

漁」されているという事態は受け入れがたい状況であったのである。 

 

この状況を受けて、日本は自由漁業であった公海流し網漁業を、1981 年、農林水産省令

により承認漁業とし、翌 1982 年水産庁は 529 隻のイカ流し漁船を承認した〔53〕。また、

サケ・マスの混獲を防止するために、春から夏に向けて北太平洋を北上する北米系サケ・マ

スの回遊域に公海流し網漁船が入らないように、月ごとの漁場北限を定め、北緯 42 度から

北緯 46 度の間を移動する北限線の規制を設定した。しかし、月末には公海流し網漁船が北

限線に張り付き、毎月と言えるほど、北限線を違反してこえる漁船が米国コーストガードに

視認された。この状況は、サケ・マス混獲に関する疑惑を強める方向に働いたともいえよう。 

 

また、日本は、米国の要請に応じる形で、公海イカ流し網漁船の一部に科学オブザーバー

を受け入れた。科学的観点から見れば、この科学オブザーバーが収集したデータは公海イカ

流し網漁業によるサケ・マス、海鳥、海産哺乳動物などの混獲が、これらの生物資源に与え

る影響を科学的に評価するベースを提供した。前述したように、公海における生物密度は沿

岸海域に比較して大幅に低下する。科学オブザーバーのデータはこれを確認するものであ

ったが、他方、混獲そのものは発生することが科学オブザーバーの観察により確認されたこ

とから、「死の壁」のイメージを強化することにもなった。混獲が生物資源に与える影響で

はなく、海鳥や海産哺乳動物の混獲が発生していることが、公海流し網漁業のパーセプショ
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ンを固定したのである。 

 

1987 年には米国議会において「流し網漁業の影響に関するモニタリング・評価・規制法」

が成立した。同法は、米国政府に対して、日本など公海流し網漁業を営む国と交渉を行い、

公海流し網漁業の影響に関するモニタリング（科学オブザーバーの乗船等）と取締の強化を

実現することを求めている。この交渉には 18 カ月という期限が設定されており、交渉が妥

結できない場合には、米国国内法であるペリー修正法に基づく制裁を交渉相手国に課すと

いう内容となっている。ペリー修正法は米国漁民保護法の一部をなす条項であるが、ある国

の漁業活動が海洋生物資源の保存管理措置の効果を減殺していると商務長官が認定した場

合、当該国から米国への水産物輸入を制限または禁止することができる。米国に水産物を輸

出する国にとっては大きな脅威となり得る法律である。 

 

「流し網漁業の影響に関するモニタリング・評価・規制法」の成立を受けて、日米間の交

渉が開始された。本件は、北米系サケ・マスの混獲回避が重要な課題であったこともあり、

交渉は日米加漁業委員会の枠組みで進められた。交渉では、米国人オブザーバーの公海イカ

流し網漁船への乗船、漁船の操業位置を把握するための人工衛星を利用したトランスポン

ダーの設置、北限線規制の順守と強化などが議論された。取締行為に関する法的権限の整理

（国際取極めの存在しない公海における漁業については、旗国が取締権限を有するため、米

国官憲の関与は認められない。日米加漁業委員会での交渉枠組みは、この問題への対応を念

頭に置いたものであった。）や、オブザーバー受け入れ、トランスポンダー設置に伴う経費

の問題などを巡って、厳しい交渉が続いたが、最終的には、1989 年の公海イカ流し網漁業

の操業についての合意が達成された。 

 

しかし、公海流し網漁業をめぐる紛争は北太平洋にとどまらなかった。ビンナガマグロを

対象とした日本や台湾の流し網漁業が、オーストラリア、ニュージーランド、南太平洋島し

ょ国の問題とするところとなったのである。南太平洋島しょ国にとって、漁業は非常に重要

な産業であり、特にマグロ類は経済的にも文化的にも特別なステータスを伴う。1988 年か

ら 1989 年にかけて南太平洋海域で急速に増加した日本と台湾の流し網漁船が、南太平洋島

しょ国にパニックともいえる衝撃を与えたことは想像に難くない。また、オーストラリアと

ニュージーランドは一般的には環境保護意識が強く、様々な国際会議の場で環境保護優先

の立場をとることはよく知られている。これに加えて、グリーンピースやハワイを本拠地と

するアーストラスト（グリーンピース設立に加わった Don White をリーダーとする。）な

どの非政府団体（NGO）が公海流し網漁業の禁止に向けて活発な活動を行った。 

 

この構図は、北太平洋の公海イカ流し網漁業をめぐる紛争とは様相を異にする。北太平洋

では、まずはサケ・マスという漁業資源の利用をめぐる関係国間の対立が引き金となった。
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議論の場も、地域漁業管理機関である日米加漁業委員会の枠組みであり、関係者も政府の漁

業問題担当者、漁業者、科学者など、ある意味では伝統的な国際漁業問題の構図で始まった。

しかし、後述するように、北太平洋においても、次第に「死の壁」というパーセプションに

代表される環境問題としての国際政治問題化していった。他方、南太平洋では、南太平洋島

しょ国の漁業への影響に関する関心という側面はむしろ脇役であった。オーストラリア、ニ

ュージーランド、NGO、そしてメディアは、イルカや海鳥、海亀が網に絡まって死亡して

いるショッキングな映像などを繰り返しフルに使用して混獲の状況を訴え、「死の壁」が海

洋生態系を根こそぎ破壊し公海を海の砂漠にしてしまう、したがってこれを即座に禁止す

べきという、国際環境問題としての公海流し網漁業という構図を作り上げた。そして北太平

洋での公海イカ流し網漁業問題も、この構図の中に取り込まれていったのである。 

 

1987 年の米国「流し網漁業の影響に関するモニタリング・評価・規制法」の規定を受け

て日米加漁業委員会の枠組みでの交渉が行われたのとほぼ時を同じくして、1989 年 7 月に、

キリバス国の首都タラワにおいて開催された南太平洋フォーラム（South Pacific Forum

（SPF）） において「公海流し網漁業に関するタラワ宣言」が採択された〔51〕。タラワ宣

言は、公海流し網漁業が無差別かつ無責任で破壊的な漁法であるとし、南太平洋地域の経済

と環境に損害を及ぼしていることに懸念を表明し、さらに、日本と台湾がこの懸念に対する

対応策を示していないことへの深い失望を表明したうえで、以下を含む決定を行った。 

 

（1）南太平洋諸国の現在および将来の住民のために、同地域における公海流し網漁

業の禁止を目的とする南太平洋ビンナガマグロの管理体制の樹立を目指す 

 

（2）上記の公海流し網漁業の禁止は、当該漁業の全面禁止への第一歩となり得る 

 

（3）南太平洋地域の外交、法律、及び漁業の専門家による緊急会合を招集し、流し網

漁業禁止区域を設定するための条約を作成する 

 

（4）南太平洋フォーラム各国が、個別及び共同して、公海流し網漁業の中止に向け

て、関連する国際機関の枠組みの中で可能な行動を起こしていく 

 

（5）日本及び台湾に対して、流し網操業を直ちに放棄するよう要請する 

 

タラワ宣言に基づき、同年 11 月には南太平洋諸国がウェリントンにおいて会合し、11 月

24 日には「南太平洋における大規模流し網漁業を禁止する条約（ウェリントン条約）」が作

成された。通常新たな条約が作成されるには数年にわたる度重なる交渉が必要とされるこ

とを考えると、このウェリントン条約作成に至るスピードは異例である。下記で考察するよ
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うに、この背景には様々な要因が存在すると考えられるが、尽きるところ、きわめて短期間

に公海流し網漁業について「死の壁」という国際的なパーセプションが成立し、これが効果

的に公海流し網漁業禁止に使われたということであろう。 

 

ウェリントン条約は本文 14 条と二つの議定書からなる。その前文で大規模流し網漁業の

脅威とタラワ宣言に言及したうえで、以下のような規定を設けている（翻訳は 地球環境法

研究会編 地球環境条約集第４版による）。 

 

（1）流し網とは、2.5 キロメートル以上の長さの、刺し網若しくはその他の網又は複

数の種類の混合網で、水面又は水中を漂わせ、魚を網に刺し、かけ又は絡める目的の

ものをいう。（第 1 条） 

 

（2）各締約当事者は、自国及び自国法の管轄下にある船舶が条約区域において流し

網漁業に従事することを禁止する。（第 2 条） 

 

（3）流し網による漁獲物の陸揚げ禁止、流し網による漁獲物の加工禁止、流し網を

使用して捕獲された魚または魚製品の輸入の禁止、流し網漁船に対する入港及び港湾

設備の使用を制限、いかなる船舶に対しても流し網の搭載を禁止等 （第 3 条） 

 

（4）締約当事者は、第２条及び第３条に従って定められた禁止措置について、…（関

係する国家との間で）合意に達するよう努める。（第 5 条） 

 

（5）この条約には留保を付すことはできない。（第 11 条） 

 

これらの条文から得られる印象は、有無を言わせない大規模公海流し網漁業の禁止であ

る。通常の漁業規制をめぐる国際的な交渉では、全面禁止ではなく漁船隻数などの漁獲努力

量の削減、規制措置の時間をかけての段階的導入、何らかの例外規定の設定、科学的データ

の蓄積による規制措置の修正や緩和の規定、規制措置導入に伴う社会経済的なダメージへ

の救済措置等が議論され、含まれることと際立った特徴である。商業捕鯨モラトリアムでさ

え、国際捕鯨取締条約附表第 10 項（e）の規定を見る限りは、導入までに数年の猶予期間を

設け、ゼロ捕獲枠を暫定措置とし、科学的データの蓄積による包括的レビューとゼロ以外の

捕獲枠の設定を検討するとしていることを考えると、ウェリントン条約の規定には違和感

を覚えざるを得ない。 

 

ウェリントン条約のもう一つのポイントは、その第 1 条で流し網の定義を行い、長さが

2.5 キロメートルを超えるものを禁止の対象としたことにある。これは、大規模流し網は海
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洋環境を破壊する漁法であるが、小規模のものは許容するということである。しかし、これ

には科学的根拠があまりに稀薄であると言わざるを得ない〔52〕。むしろ非科学的であると

さえ言える。例えば、20 キロメートルの流し網を使用する 1 隻の漁船と 2 キロメートルの

流し網を使用する漁船 10 隻は、漁獲努力量、すなわち海洋生物に対する影響からすれば同

等であるが、ウェリントン条約のもとでは前者は禁止となり、後者には規制がかからない。

さらに、一般的に言って、小型の漁船はより沿岸に近い、生物密度の高い海域で操業し、大

型の漁船は沖合の生物密度が低い海域で操業するとすれば、ウェリントン条約は海洋生物

に対する影響が低い漁業の方を禁止することになる。イカ流し網漁業がより生物密度の低

い公海で操業していたことを想起すると、この定義は非合理的である。加えて、漁業管理の

監視取締の観点からすれば、少数の大型漁船よりは多数の小型漁船の方がはるかにコント

ロールが困難である。取締がより容易な漁業を禁止し、より取締が難しい漁業は規制しない

という考え方は、その動機において極めて疑問である。ここに公海流し網漁業問題の国際政

治上の政治性が表れている。 

 

1989 年 12 月 22 日、ついに公海流し網漁業問題は国連総会決議の採択という事態を迎え

る。公海流し網漁業のような特定の漁業問題が、国連総会の場に提起されるということは当

時は前代未聞である。これが引き金となって、これ以降、様々な漁業問題を包括的に扱う「ス

トラドリング魚類資源および高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する 1982 年 12 月 10

日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための 1995 年協定と関連する文書を通

じての持続可能な漁業に関する国連総会決議（国連漁業決議）」が毎年採択されているが、

公海流し網漁業問題が、漁業問題が、漁業に関する専門知識や科学知識の存在しない高度に

政治的な国連総会の場に持ち出されるという前例を作り出したのである。 

 

３．国連総会決議の検証 

 

1989 年の「大規模公海流し網漁業とそれが世界の海域の海洋生物資源に与える影響に関

する国連総会決議（44/225 号決議）」を検証する。また、翌 1990 年（45/197 号決議）、1991

年（46/215 号決議）に 1989 年決議をフォローアップする決議が採択され、これら一連の決

議をもって大規模公海流し網漁業に関する国連と国際社会の対応が事実上完結したことか

ら、これらの決議についても併せて検証する。 

 

1989 年決議案は、同年 11 月に南太平洋諸国から第 44 期国連総会に提出された。議論の

末 12 月 22 日に採択された 44/225 号決議の前文では、大規模公海流し網漁業は 30 マイル

（48 キロメートル）を超える長さを持ち、高度回遊性魚類、さく河性魚類、海鳥、海産哺

乳動物などを極めて無差別かつ浪費的に漁獲する漁法であり、海洋生物資源の効果的保存

を脅かすものであると位置づける。他方、本件決議は、沿岸水域で行われている小規模流し
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網漁業、特に開発途上国の漁業の問題は対象外であることを明確に宣言しており、ここでは、

漁業管理上はむしろ海洋生物資源への影響がより大きい可能性が存在する沿岸水域での多

数の零細漁業を対象外とするという、科学よりは国際政治の現実を優先するという判断が

行われている。この判断は国連総会において多数を占める開発途上国の、本件決議への支持

を得るうえでも必要なものである。 

 

他方で、決議前文では、利用可能な最良の科学的データの収集と分析に基づく規制措置の

重要性や公海生物資源の保存管理における国際協力にも言及する。ここに矛盾を指摘する

ことも可能であろうが、提案側の意図は、大規模公海流し網漁業による漁業資源の乱獲や、

海鳥や海産哺乳動物の混獲による海洋生態系への悪影響は明確であり、同漁業に従事して

いる日本などの国は、国際社会の懸念を受け入れて大規模公海流し網漁業をやめるべきで

あるというものである。 

 

さらに、44/225 号決議の前文は、南太平洋諸国が大規模公海流し網漁業の停止を要請し

ていること、1989 年 7 月に南太平洋フォーラムが公海流し網漁業に関するタラワ宣言を採

択し、11 月には南太平洋における流し網漁業を禁止するウェリントン条約を採択したこと

を述べ、本件決議の政治的推進力ともいえる南太平洋での動きを明記している。なお、下記

に示すように、本件決議の対象は南太平洋海域のみではなく、公海イカ流し網漁業が問題と

なった北太平洋を含む世界の全海域である。 

 

本件決議の主文の、主要な規定は以下のとおりである。 

 

（1）大規模公海流し網漁業に従事するすべての関係者は、国際社会と協力し、同漁

業の影響を評価するための科学的データを収集し、共有することを要請する。（主文

パラグラフ 2） 

 

（2）国際社会のすべての関心を有するメンバーは、1991 年 6 月 30 日までに、大規

模公海流し網漁業の影響に関する利用可能な最良の科学データを検討し、必要に応じ、

さらなる協力的規制・監視措置に合意することを勧告する。（パラグラフ 3） 

 

（3）1992 年 6 月 30 日までに、すべての大規模公海流し網漁業にモラトリアムを導

入する。ただし、同漁業の受け入れがたい影響を阻止し、海洋生物資源の保存を確保

するための効果的な保存管理措置が関係国の共同措置として導入される海域におい

ては、導入されない、あるいはすでに導入されている場合には撤廃され得る。（パラグ

ラフ 4（ａ）） 
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（4）南太平洋海域においては、1991 年 7 月 1 日までに、大規模公海流し網漁業を停

止することを目指し、直ちに同漁業を削減していく措置を導入する。これは、関係国

に関し、南太平洋ビンナガマグロ資源に関する適切な保存管理措置が発効するまでの

暫定措置とする。（パラグラフ 4（ｂ）） 

 

（5）北太平洋の公海、および太平洋以外のすべての公海海域において、直ちに大規

模公海流し網漁業の拡大を停止する。本件措置は、上記の科学的データの検討に基づ

きレビューされる。（パラグラフ 4（c）） 

 

加えて、決議主文は、公海に導入される海洋生物資源保存措置を勘案し、沿岸各国が公海

に隣接する自国排他的経済水域内において適切な措置を導入することを促し、FAO や地域

漁業管理機関などの専門機関が大規模公海流し網漁業とのその海洋生物資源への影響につ

いて調査研究を行うことを要請し、国連事務総長に対して本件決議の実施状況を翌年の国

連総会に報告することなどを求めている。 

 

国連総会決議には法的拘束力はない。しかし、基本的に決議はコンセンサスで採択され、

例外的に少数の国が立場の留保（例えば国連海洋法条約非加盟国が、同条約の規定には縛ら

れないとの立場表明を行うことはある。）を表明することがあるだけである。したがって、

その規定の順守は非常に重い国際責任を意味する。 

 

大規模公海流し網漁業の当事国である日本にとっては、本件国連決議は非常に厳しい内

容となった。下記に分析するように、大規模公海流し網漁業をめぐる国際情勢は、日本にと

ってはまさに四面楚歌の状況であり、上記（3）（主文パラグラフ 4（ａ））の「ただし、同

漁業の受け入れがたい影響を阻止し、海洋生物資源の保存を確保するための効果的な保存

管理措置が関係国の共同措置として導入される海域においては、（モラトリアムは）導入さ

れない、あるいはすでに導入されている場合には撤廃され得る。」との規定に一縷の望みを

つないだ形となったのである。 

 

同時に、日本は南太平洋のビンナガ流し網漁業をあきらめ、北太平洋のイカ流し網漁業の

存続を図ることに集中する。具体的には、日米加漁業委員会のもとで公海イカ流し網漁業の

海洋生物資源への影響に関する科学的データの収集と分析を行い、44/225 号決議の主文パ

ラグラフ 4（ａ）の規定を満たすとの対応である。 

 

44/225 号決議の翌年、1990 年 12 月 21 日には、国連総会は 45/197 号決議を採択した。

この決議は、44/225 号決議の内容を再確認し、その完全な実施を求めるものである。加え

て、44/225 号決議採択後一年間の大規模公海流し網漁業問題に関する展開を整理しており、
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南太平洋のみならず、東カリブ海諸国（第 16 回東カリブ諸国機関（OECS）会合における

カストリーズ宣言）、地中海、北太平洋漁業委員会、国際捕鯨委員会、国連環境開発会議準

備会合などで大規模公海流し網漁業の禁止、制限の動きがあったことを報告している。また、

大西洋の公海域で大規模公海流し網漁業を拡大する動き（名指しはしないものの、台湾を指

す。）や大規模公海流し網漁船の船籍を便宜置籍し、規制を逃れようとする事例があったこ

とに強い懸念を表明している。 

 

45/197 号決議は、大規模公海流し網漁業の禁止に向けて、国際社会の対応が着実に強化

されていることを明確に示している。 

 

44/225 号決議採択のわずか２年後の、1991 年 12 月 20 日、第 46 期国連総会は大規模公

海流し網漁業に関する 46/215 決議を採択し、実質的に大規模公海流し網漁業に終止符を打

った。 

 

まず、46/215 号決議は 45/197 号決議と同様に、過去 1 年間の大規模公海流し網漁業をめ

ぐる国際社会の動きを概観し、同漁業の禁止に向けての強い政治的コミットメントを示す。

また、日本などの決断により、南太平洋においては 44/225 号決議主文パラグラフ 4（ｂ）

に定められた 1991 年 7 月 1 日までに大規模流し網漁業を全面的に停止するという規定が、

期限の前に達成されたことを歓迎した。なお、些細なことかもしれないが、44/225 号決議

主文パラグラフ 4（ｂ）では大規模公海流し網の停止について cessation という語を用い

ているが、46/215 号決議では termination という語が用いられた。前者は単に「止める」

というニュアンスであるが、後者には「根絶する」というイメージが強い。これも 2 年間の

間に強化され、定着した大規模公海流し網漁業のネガティブなイメージを反映するもので

あるであるかもしれない。 

 

46/215 号決議の前文の最も重要なポイントは、その最後において、「いくつかの国は大規

模公海流し網漁業の影響に関する最良の利用可能な科学的データを検討したが、海洋生物

資源の保存と持続可能な管理を脅かす悪影響はないと結論付けることに失敗した」、「大規

模公海流し網漁業の受け入れがたい影響が確認され、その影響を完全に防止することがで

きるとの証拠は提示されなかった」、そして、「公海流し網漁業操業に従事する共同体（漁村

や国など）に社会経済的悪影響を及ぼすと雖も、同漁業のモラトリアムが必要である」と結

論したことである。 

 

この結論を受けて、46/215 号決議の本文は以下を規定した。 

 

（1）1992 年 1 月 1 日から、現存する大規模公海流し網漁業の漁獲努力量の削減を、
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漁船隻数の削減、流し網の長さの削減、操業海域の削減などを通じて開始し、1992 年

6 月 30 日までに、その 50%を削減する（主文パラグラフ 3（ａ）） 

 

（2）1992 年 1 月 1 日から、引き続き、大規模公海流し網漁業の操業海域が拡大しな

いことを確保し、主文パラグラフ 3（ａ）に従い、さらに海域を削減する（主文パラ

グラフ 3（ｂ）） 

 

（3）1992 年 12 月 31 日までに、全海洋の公海水域（閉鎖海と半閉鎖海を含む）にお

いて、大規模公海流し網漁業のグローバルなモラトリアムを完全実施することを確保

する（主文パラグラフ 3（c）） 

 

44/225 号決議では、1992 年 6 月 30 日までのモラトリアム導入を規定していたが、ただ

し書きとして、効果的な保存管理措置が導入される場合には、モラトリアムが導入されない、

あるいはすでに保存管理措置が導入されている場合にはそれが撤廃され得るという余地が

残されていた。46/215 号決議では、その前文の結論を反映し、免除の余地のないモラトリ

アムの完全実施の確保が規定されたわけである。 

 

主文パラグラフ２において、「日米加漁業委員会の枠組みのもとで開催された、1991 年 6

月のカナダのシドニーでの科学者会議、1991 年 11 月の東京での北太平洋公海流し網シン

ポジウム〔54〕で検討された、北太平洋大規模公海流し網漁業に関する統計学的に健全なデ

ータを共同で収集した努力を称賛する」という規定も、主文パラグラフ 3（c）の、無条件

でのグローバルなモラトリアムの完全実施確保規定の前では、むなしいばかりであった。残

念ながら、2 年間の日本の科学者、漁業関係者、政府関係者の多大な努力は水泡に帰したの

である。 

 

日本は 1992 年に公海イカ流し網漁業を禁止し、1993 年、代替漁業として北太平洋公海

での大型イカ釣り漁船 45 隻を新たに承認した〔53〕。1982 年に 529 隻を有した公海イカ流

し網漁業が消滅し、10 分の 1 以下の勢力の漁業となったわけである。 

 

４．考察 

 

国連総会という国際政治の大舞台における公海流し網漁業をめぐる議論とその結末は、

数々の重要な問題を提起した。以下に、そのいくつかについて論じることとする。 

 

（1）漁業問題を議論するフォーラムとしての国連総会 
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現在では国際的な漁業問題が国連総会など、漁業専門機関以外のフォーラムで議論され

ることは珍しくなくなっている。そこでは、漁業問題は海洋生物資源の保存と利用、海洋生

態系への影響という観点などから、環境問題として位置付けられ、漁業対象生物資源の枯渇、

漁業非対象資源の混獲、絶滅危惧種などの保護、サンゴ礁など脆弱な海洋生態系への漁業の

影響などが主要関心事項である。漁業専門機関での主要関心事項が、漁業対象生物資源の漁

獲可能量の決定、国別配分などであることを考えると、大きな性格の違いがある。ただし、

その間には明確な境界があるわけではなく、地域漁業管理機関などの漁業専門機関におい

ても、混獲問題や脆弱海洋生態系の保護の問題は重要な議題となっている。 

 

1980 年代から 1992 年にかけての大規模公海流し網漁業をめぐる議論の展開は、漁業問

題が国際環境問題へと変容していく先駆けとなったと言える。従来の漁業問題では、関係国

政府の漁業担当部局（水産庁など）、水産資源学者、関係漁業団体で議論が行われ、漁獲割

当量やその配分が決められるという構図であった。しかし、公海流し網漁業問題が契機とな

り、議論は、環境保護 NGO、関係国政府の環境問題担当部局（環境省など）、マスコミや一

般市民、そして政治家を巻き込んでいったのである。今や国際漁業問題は、これらの「非専

門家」の関与なしには考えられない状況に至っている。 

 

日本は、公海流し網漁業問題が国連総会に持ち込まれた際も、また、近年でも、漁業問題

が地域漁業管理機関のような漁業専門機関以外の場で提起されることに対して、「漁業に関

する専門的知見の無いフォーラムで漁業問題を扱うことは適切ではない」との主張を行う

が、これはある意味では一面的な物の見方である。 

 

公海流し網漁業を例にとれば、同漁業を禁止したいという目的を持った勢力（南太平洋諸

国、環境保護 NGO など）からすれば、まさに公海流し網漁業問題を国連総会に持ち込むこ

とに成功したことが目的達成のカギであったのであり、結果的に「適切」であったわけであ

る。一連の国連決議は、大規模公海流し網漁業の海洋生態系への影響に関する科学的データ

の収集を要請、支持し、これらを議論するために、日米加漁業委員会の場などで数々の科学

的専門的議論が行われた。問題は専門的知見の欠如ではなく、科学的議論を通じていかに効

果的に国際政治を動かすパーセプション、主張を構築するかであったのである。 

 

日本の主張の本当の意味は、「漁業の専門家以外が大きな力を持つ国連総会のようなフォ

ーラムで漁業問題を扱うことは不利であるので、漁業の存続を目的とする日本にとっては

適切ではない」ということになる。 

 

（2）科学議論と挙証責任 
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大規模公海流し網漁業が国際的に問題とされた理由は、海洋生物資源を根こそぎ捕獲し

海洋生態系を破壊する「死の壁」であるという批判が行われ、これが定着し、国際社会が強

い懸念を持ったためである。その解決手段として大規模公海流し網漁業の根絶が主張され

たわけであるが、例えば南太平洋諸国や環境保護 NGO には、解決手段を正当化する科学的

データを示す挙証責任が求められたのであろうか。 

 

一般には批判する側に挙証責任があると考えられるが、本件に関しては、大規模公海流し

網漁業に従事する側に、同漁業が海洋生態系に悪影響を与えていない、もしくは、悪影響を

与えない形での継続が可能であることを示す挙証責任が課せられた。 

 

すなわち、44/225 号決議の主文パラグラフ 2 は、漁業に従事する関係者に対して「同漁

業の影響を評価するための科学的データを収集し、共有することを要請」し、このデータの

分析に基づいて、「同漁業の受け入れがたい影響を阻止し、海洋生物資源の保存を確保する

ための効果的な保存管理措置が関係国の共同措置として導入（主文パラグラフ 4（ａ））」さ

れない限りは、大規模公海流し網漁業をモラトリアムとするという規定である。 

 

これにはいくつかの重大な問題がある。まず、漁業に従事する側にとっては挙証責任を果

たすことは、不可能とは言えないものの、極めて厳しい仕組みであると言わざるを得ない。

例えば、公海流し網漁業自体が歴史の浅い漁業であり、科学的データの蓄積は乏しい。また、

データも漁業主対象生物に関するものが中心であり、海鳥や海産哺乳動物などの混獲生物

種に関するデータの蓄積はさらに乏しかった。通常の漁業管理のための漁業主対象生物の

資源評価だけでも、長い年月が必要であり、ましてや多数の混獲生物への影響を評価するに

は、さらに長い年月が必要となろう。ところが、このような膨大な分析を行い、「海洋生物

資源の保存を確保するための効果的な保存管理措置」を構築導入するために与えられた時

間は、3 年にも満たなかったのである。 

 

時間が十分にあれば大規模公海流し網漁業の存続は可能であったのか。挙証責任が、漁業

に従事する側にある限りは、これも極めて困難であろう。 

 

すべての科学的検討に共通することではあるが、とりわけ海洋生物に関する科学におい

ては、本質的に様々な科学的不確実性が存在する。例えば公海イカ流し網漁業の対象種であ

る太平洋アカイカの資源評価を行うとする。資源量は CPUE（単位漁獲努力量あたり漁獲

量）の経年変化など、様々な手法で算出されるが、海の中のアカイカの数をすべて数えない

限りは、得られる結果は資源量推定値であり、必ず一定の幅を持った数値にならざるを得な

い。さらに資源量は海洋環境などの影響のもとで年変動を伴う。資源量の年変動に加えて、

資源の分布にも年変動が生じる。資源評価の土台となる CPUE も漁船の操業形態や操業時
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期、漁船サイズ、流し網の長さなどが変化すれば変化し得る。このような多くの科学的不確

実性のもとでも、アカイカについては国際社会の関心は低く、また、アカイカの高い再生産

力もあり、一定の対抗議論が可能であった。しかし、混獲生物については、公海流し網漁業

がその資源量に悪影響を与えないことを高度の科学確実性を持って示すことができない限

りは、国連決議の規定をクリアし、漁業の存続を図ることができなかったのである。 

 

国連総会の結論は、46/215 号決議の前文に示されたように、「海洋生物資源の保存と持続

可能な管理を脅かす悪影響はないと結論付けることに失敗した」、「大規模公海流し網漁業

の受け入れがたい影響が確認され、その影響を完全に防止することができるとの証拠は提

示されなかった」というものであった。 

 

大規模公海流し網漁業による海洋生態系への悪影響があるとの批判に比べ、悪影響はな

いと証明することは至難の業である。方法論的には、これは、地球外生物の存在を証明する

ことと、地球外生物が存在しないことを証明することの比較に似ている。存在証明のために

は（実現はしていないものの）、実際に地球外生物を捕獲して見せればいいが、存在しない

ことを証明するためには、どんなに広範な捜索を行ったとしても、依然としてどこかに存在

する可能性（不確実性）が残るためである。悪影響が全くないということを証明することは、

科学的不確実性の可能性がわずかでもある限りは、不可能と言ってもいい。パーフェクトな

生物資源保存管理措置の証明が求められる限り、上記の国連決議の結論は必然であろう。 

 

（3）予防的アプローチの導入とその濫用 

 

挙証責任の逆転の背景には予防的アプローチの考え方がある。予防的アプローチの概念

は環境問題への関心の高まりに伴い、広く取り上げられるようになってきていたが、国際的

に定着したのは 1992 年にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議、いわゆる地球

サミットで採択された「環境と開発に関するリオ宣言」によってである。リオ宣言では、予

防的アプローチの考え方を、「深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、

完全な科学的確実性の欠如が、費用対効果の大きな対策を延期する理由として使われては

ならない」としている。現在では、漁業に関する国際的な条約、宣言、文書において予防的

アプローチの適用は完全に市民権を得ており、日本を含め、反対する声は聞かれない。 

 

しかし、大規模公海流し網漁業が国連総会で取り上げられた当時では、予防的アプローチ

の漁業問題への適用はまだ新しい概念であった。リオ宣言の定義を公海流し網漁業問題に

当てはめると、たとえ大規模公海流し網漁業の海洋生物資源に対する悪影響が科学的に確

実に示されていなくとも、それが大規模公海流し網漁業の禁止と言う措置を延期する理由

にはならないということである。これは、従来の「大規模公海流し網漁業が海洋生物資源に
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悪影響を与えるということが科学的に証明されていないのだから、禁止すべきではない」と

いう主張を 180 度転換するものである。すなわち、大規模公海流し網漁業が海洋生物資源

に悪影響を与えないということを確実に示す挙証責任が、漁業に従事する側に課されたの

である。 

 

そして、これには上記に示した科学的不確実性の問題が大きな障害となる。 

 

他方、予防的アプローチにおける「費用対効果の大きな対策」についても検証が必要であ

ろう。大規模公海流し網漁業問題のケースでは、この対策が有無を言わせない同漁業の禁止

であった。ゼロ・トーレランス（完全な不寛容、一切禁止）である。これは本論文の後半に

論ずる捕鯨問題とも共通する考え方であるが、科学的、論理的には理屈が通らない。 

 

例えば、自動車の場合を考えてみたい。自動車は排気ガスにより大気を汚染し、交通事故

により日本でも毎年 4000 人以上の人がなくなり、その何倍もの人がけがを負う。環境と人

間に対する「深刻な、あるいは不可逆的な被害」が、科学的確実性をもって証明されている。

しかし、「費用対効果の大きな対策」は自動車の使用の完全禁止ではない。そのような主張

は極論であるとして一蹴される。技術開発による排気ガスの削減、様々な交通事故対策、公

共交通機関の整備を通じた自動車使用の削減など、多様な対策を通じて自動車の環境と人

間に対する「深刻な、あるいは不可逆的な被害」を削減する努力が行われているのである。

自動車には大きな利便性が有るからである。 

 

大規模公海流し網漁業もアカイカと言う漁獲物を提供してくれる。仮に、海洋生態系に対

する「深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれ」があるとしても、自動車のケースと同様

に、漁船数の削減など、完全禁止以外の「費用対効果の大きな対策」が可能である。なぜ、

このような予防的アプローチの濫用が行われるのか。 

 

この疑問は、カリフォルニア沖などで米国やメキシコのまき網漁船が行っているマグロ

漁業のケースと比較すると、さらに明白となる〔50〕〔52〕。 

 

この東太平洋マグロまき網漁業は、イルカの群れの下にマグロが群れるという（イルカ付

きマグロ）習性を利用して、イルカの群れをまず見つけ、マグロもろともまき網で漁獲する

というものである。この過程でイルカが大量に混獲され死亡する。混獲死亡数はピーク時で

年間 50 万頭に達し、様々な対策が導入されたが、大規模公海流し網漁業が国連総会決議で

取り上げられた 1989 年時点でも 10 万頭レベルの混獲死亡が発生していた。これは大規模

公海流し網漁業によるイルカ混獲数を大きく上回ると考えられていた。 
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しかし、東太平洋マグロまき網漁業を全面禁止するということにはならず、漁業を継続し

ながらイルカを混獲削減する努力が続けられ、米国政府や NGO もこれを支持した。その結

果、イルカの混獲死亡数はさらに減少し、1990 年には 2 万頭にまで下がった。大規模公海

流し網漁業に関しても、現に国連総会での議論と並行して混獲削減のための方策が検討さ

れており、漁業の全面禁止と言う極端な「対策」以外の道があったはずである。 

 

（4）大規模公海流し網漁業の「敗因」 

 

大規模公海流し網漁業が国連総会という国際政治の場に持ち込まれたこと、同漁業の海

洋生物に対する影響に関する科学的評価の挙証責任が漁業従事国側に転換されたこと、予

防的アプローチの適用が濫用されたことに加え、大規模公海流し網漁業が極めて短期間に

消滅したもう一つの背景を考えてみる。 

 

それが本件論文の中心テーマであるところの国際政治とパーセプションの問題である。

国際政治は科学的根拠ではなくパーセプションにより動かされる。 

 

大規模公海流し網漁業をめぐる議論では、「海洋生態系を根こそぎ破壊する死の壁」とい

うイメージ、パーセプションが早期に形成され、定着した。大規模公海流し網漁業が本当に

破壊的であるかどうかについての科学的な評価が行われる以前に、である。科学的な評価に

は時間と労力が必要であり、科学者の間の意見の一致も決して容易ではない。パーセプショ

ンの形成は科学的議論の進展を待たず、混獲され死亡したイルカや海鳥のショッキングな

写真を使った環境保護 NGO の活動により一挙に進んだ。 

 

さらに、公海イカ流し網漁業によりサケ・マスが混獲されているとの懸念を持つ北米の漁

業者、南太平洋ビンナガ流し網漁業によるマグロ資源への悪影響を恐れる南太平洋島しょ

国の要請を受けて、関係国政府も一斉に大規模公海流し網漁業廃絶を支持した。他方、公海

流し網漁業に従事していたのは、実質上日本、韓国、台湾のみで、他の国には、米国を含む

有力国の意向に反してまで、公海流し網漁業を擁護する理由もインセンティブもなかった

のである。まさに、多勢に無勢の状況である。 

 

加えて、日本国内でも公海流し網漁業を守るという声は大きくならなかった。むしろ、

1970 年代以来、イカ釣り業界は国にイカ流し網漁業の禁止を繰り返し訴えている。これは

冷凍アカイカの需要が高まり、イカ釣り業界との競合が発生したことを背景とする〔53〕。 

 

当時、水産庁も、公海流し網漁業問題に関する国内外の支持を得る必要性を認識していた

が、状況はあまりに不利であり、事態の進展はあまりに急であった。 
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公海流し網漁業が短期間に「敗北」したことと対照的に、公海流し網漁業同様にネガティ

ブな国際的パーセプションが形成されている捕鯨問題が、1970 年代以来 40 年以上にわた

って、苦戦を強いられながらも継続している。これは関係者の強い意志とたゆまぬ努力の賜

物であるが、公海流し網漁業問題との違いも分析しておく必要がある。以下に述べるが、捕

鯨問題に関しては、充実した科学と、ノルウェー、アイスランド、多くの開発途上国などか

らの国際的な支持と、国会での挙党体制の捕鯨支持政策に象徴される広範な国内での支持

が存在するのである。 

 

 

5. 本章のまとめ 

 

 公海流し網漁業は、日本などがアカイカやビンナガを対象として行っていたが、海産哺乳

動物や海鳥の混獲が国際的に問題視され、1991 年の国連総会決議により短期間に消滅した。

本件は、海洋生物資源の保存管理における科学と国際政治の関係を浮き彫りにするケース

であることから、その顛末をケーススタディーとして分析した。 

 

公海流し網漁業による混獲の実態に関する科学的な知見は極めて限られていたが、NGO

などにより、すべての海洋生物を根こそぎ捕り尽す「死の壁」というレッテルが張られ、こ

れが国連総会などにおける議論に大きな影響を与えた。実際公海流し網漁業による混獲は

発生していたが、これを漁具の改良などによりいかに削減していくかという議論は進まず、

公海流し網漁業の全面禁止を目指すゼロ・トーレランスの主張が主流となったのである。 

 

1980 年代後半より、米国や南太平洋諸国において、公海流し網漁業を厳しく規制する法

律や宣言が次々に採択され、ついに 1989 年には国連総会が最初の公海流し網漁業に関する

決議を採択した。これは漁業問題が、漁業に関する専門知識や科学知識の存在しない、高度

に政治的な場に持ち出されるという前例を作り出したという点も、注目に値する。 

 

1989 年決議では、科学データの収集、南太平洋における公海流し網漁業の 1991 年 7 月

1 日までの停止、北太平洋とすべての公海における公海流し網漁業の拡大停止などを規定し

た。そして 2 年後の 1991 年決議では、1992 年 12 月 31 年までに、全海洋の公海水域にお

いて公海流し網漁業のモラトリアムを完全実施することが決められたのである。この間に

は科学的データの収集や分析も行われ、1991 年決議には「北太平洋大規模公海流し網漁業

に関する統計的に健全なデータを共同で収集した努力を称賛する」という規定も含まれた

が、その努力も水泡に帰したわけである。 
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公海流し網漁業をめぐる議論とその結末は、海洋生物資源の保存管理におけるいくつか

の重要な問題を提起した。 

 

まず、本来は専門知識や科学的知見を必要とする漁業問題が、それらの知識に乏しい高度

に政治的な場で議論され、決定が行われたという点である。これは、漁業問題が環境問題へ

と拡大、変容してきたということも意味する。ここでは「死の壁」と言ったパーセプション

が大きな役割を演じる。 

 

科学的な挙証責任が、漁業の禁止を求める側ではなく、漁業の継続を求める側に課せられ

たという点も重要である。海洋生物に関する科学的知見には必ず不確実性が伴うことから、

この挙証責任の転換は重い足かせとなる。後述する国際司法裁判所の捕鯨訴訟においても、

挙証責任が被告である日本側に課せられ、第二期南極海鯨類捕獲調査を違法とした判決を

招いた大きな要因となった。 

 

また、公海流し網漁業問題では、予防的アプローチが大きな役割を演じ、濫用された。混

獲問題が存在するほかの漁業、例えば東太平洋マグロまき網漁業に関する議論と比較する

とき、公海流し網漁業に関する議論は、有無を言わせず禁止を求めたという点で、特異であ

る。 

 

本章では、公海流し網漁業の「敗因」も分析した。公海流し網漁業以上に強い国際的な批

判にさらされてきている捕鯨は、40 年以上にわたって論戦を続けることができている。こ

れは、公海流し網漁業では存在しなかった、充実した科学と、ノルウェー、アイスランド、

多くの開発途上国などからの国際的な支持と、国会での挙党体制の捕鯨支持政策に象徴さ

れる広範な国内での支持が存在するためである。 
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第６章 捕鯨問題の構成要素 

 

1. 背景 

 

公海漁業問題と並んで、国際政治と科学的議論が複雑に絡み合って大きな役割を演じて

いるのが捕鯨問題である。次に、この捕鯨に関するパーセプションの問題を検証する。 

 

捕鯨問題は、様々な国際問題の中でも、とりわけ論争を呼ぶ問題である。捕鯨支持派と反

捕鯨派との論争は時に感情的で、敵意にさえ満ちている。抗議デモ、反捕鯨団体の過激な行

動、センセーショナルな報道は捕鯨問題のトレードマークでさえあるといえる。 

 

1982 年に国際捕鯨委員会（IWC）は、米国などの反捕鯨国の強力なキャンペーンと様々

な働きかけの結果、いわゆる商業捕鯨モラトリアムを採択した。しかし、ここで指摘してお

かなければならないことは、IWC 科学委員会は商業捕鯨モラトリアムの必要性について、

何ら勧告を行っていなかったという事実である。 

 

モラトリアム採択以来、すでに 30 年以上が経過したが、捕鯨をめぐる論争は衰えを見せ

ず、また、捕鯨の再開も達成されてはいない。科学的には持続的な乱獲を招かない捕鯨が可

能であるにもかかわらず、である。 

 

1992 年に、IWC 科学委員会は改定管理方式（RMP）と呼ばれるシステムを開発し、1994

年には IWC 本委員会がこの RMP を採択した。RMP は捕獲枠計算システムであり、膨大

な数のコンピューター・シミュレーションにより、鯨類資源を枯渇させることなく持続的に

捕獲を行うことができる捕獲枠を計算する。現在でも、RMP は海洋生物資源の管理方式と

しては、もっとも保守的で予防的とみなされており、これをほかの漁業資源に適用すれば、

世界のほとんどの漁業は捕獲枠がゼロになると言われているほどである〔55〕。IWC 科学委

員会での議論によれば、この慎重なシステムのもとでさえ、北西太平洋ミンククジラやニタ

リクジラなどについての捕獲枠設定が可能である。いくつかの鯨類資源は、それほどに豊富

である。 

 

なぜ捕鯨問題はこれほどまでに対立を呼ぶのかについて、様々な解釈や説明が提供され

てきている〔56〕。しかしきわめて複雑な要素を包含する捕鯨問題の全体像をとらえたもの

は決して多くはない。 

 

捕鯨問題は、鯨類資源の状態に関する評価や、それを取り巻く科学的不確実性の問題、言

い換えれば、資源の保存と管理をめぐる科学的論争と表現できるかもしれない。また、捕鯨
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問題は、クジラを利用可能な資源とみなす国々と、クジラを特別な、場合によっては神聖な

動物とみなす国々との間の文化的・倫理的衝突という説明が行われる。捕鯨問題には政治も

関係する。政治家にとっては、特に欧米諸国の政治家にとっては、環境問題に熱心であると

いう印象は大変重要であるが、捕鯨に反対することで、ほとんど政治的リスクを冒すことな

く「環境問題に熱心な」政治家という印象を作ることができる。あるいは、環境問題に熱心

とみられている政治家は捕鯨に賛成することで、その評価を傷つけることになってしまう。

捕鯨問題には経済的側面も存在する。かつては、この経済的側面とは、捕鯨国にとっての、

いかに捕鯨産業の存続を図るかという課題であった。しかし、現在の捕鯨問題の中で最も大

きな経済的利益を得ているのは、反捕鯨団体であり、捕鯨問題は彼らにとって一般からの寄

付を募る重要な「商品」でさえある。 

 

上記の様々な解釈や説明は、捕鯨問題のある側面を説明するうえでは有効であり正しい。

しかし、そのどれ一つとして、単独では捕鯨をめぐる論争の全体像を説明し切れていない。 

 

さらに、これら様々な捕鯨問題の要素は、時代とともに変遷してきている。もし歴史のあ

る時点で捕鯨問題のスナップショットを見れば、その時代に特有の各要素の組み合わせが

その時代の捕鯨問題像を定義することとなる。異なる歴史上の時点のスナップショットは、

非常に異なる捕鯨問題像を提供することになろう。 

 

この捕鯨問題の多面性、それぞれ異なる要素間の相互作用と関連、そしてそれらの歴史的

展開は、しばしば捕鯨問題の理解において誤解と混乱を生むことになる。さらにその誤解と

混乱が、捕鯨問題を一層感情的、政治的にする。例えば、あるところでは捕鯨問題に関する

科学的側面が全く欠如、もしくは無視された議論が行われ、別のケースでは、すでに過去の

ものとなった「科学的」知識（すべてのクジラは絶滅に瀕している、クジラに関する科学的

データは極めて限られているなどといった 1960 年代当時の知識）があたかも現在の状況で

あるかのような議論が行われる。 

 

捕鯨問題を正しく理解するためには、その関連するすべての要素を挙げ、その最新の状況

を理解し、さらにそれらの間の相互作用を分析することが極めて重要である。また、捕鯨問

題の歴史的展開を見るためには、この複雑な構図が、各時代においてどのような構成を持ち、

その時点においてそれぞれの要素がいかなる状況にあったかを理解することが求められる。

いわば、捕鯨問題は横軸に時間をとり、縦軸に科学や法律、政治、経済、感情、文化といっ

た各要素を置いた図 5 に示したマトリクスで表現することが可能といえる。 
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図 5 捕鯨問題のマトリクス 

（出典 MORISHITA、 Joji. Multiple analysis of the whaling issue: Understanding the 

dispute by a matrix、 Marine Policy、 30、 2006、 802-808. から翻訳） 

 

 

このアプローチにより、捕鯨問題を構成する要素とそれらの歴史的な展開が明らかとな

るとともに、いかに誤解と混乱、そして事実の歪曲が捕鯨に関する論争を困難なものとして

いるのかを探ることが可能となる。そして、それを明らかにし、分析することによって、捕

鯨問題の解決に向けての方向性を議論することが可能になると考えられる。 

 

 

2. クジラは絶滅に瀕しているのか？ 

 

捕鯨をめぐる紛争においては、「クジラを絶滅から救うため」捕鯨に反対するという主張

が行われるが、本当に鯨類資源は小規模な捕鯨さえ許されないほど資源状態が悪いのか、

「クジラは絶滅に瀕している」というステートメントに真実はあるのか、について、利用可

能で最新の科学的情報に基づく検証が行われることが、まず大切である。クジラの資源状態

はどうなっているのか？ 

 

そもそもクジラ、あるいは鯨類には 80 種類以上の種が存在し、「クジラは絶滅に瀕して

いる」というステートメントは、カラスもトキも区別することなく「トリは絶滅に瀕してい

る」と述べることと同じで、まったく論理的ではない。クジラに関する議論においては、シ

ロナガスクジラ、ザトウクジラ、ミンククジラといった鯨種を特定したうえでの議論が必要
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である。異なる種のクジラの捕獲の歴史、生物学的特性、そして現在の資源状況は全く異な

るものであるからである。 

 

クジラの資源評価についての最も権威ある情報は、国際捕鯨委員会（IWC）科学委員会が

議論し、合意したものである。IWC はその公式サイト〔57〕上に多くの鯨種について合意

された資源評価の結果を公報している。これによれば南半球のミンククジラなどの資源量

は豊富で絶滅には程遠く、ザトウクジラの資源量は系統群によっては年間 10％以上の増加

率を見せている。「クジラは絶滅に瀕している」というステートメントは、すべての種のク

ジラが絶滅に瀕している、もしくは、クジラには一つの種しか存在しないということを指し、

科学的な観点からすれば、まったく事実無根であるとしか言いようがない。 

 

捕鯨の歴史の中では、1960 年代、70 年代にかけて乱獲が行われていたことは事実である。

しかし、南氷洋では 60 年代からシロナガスクジラやザトウクジラの禁漁が導入され、さら

に 1982 年には商業捕鯨モラトリアムが採択され、すべての鯨種において商業目的の捕獲が

禁漁となったことから、多くの鯨種では資源の回復が見られ、いくつかの鯨種に関しては、

利用可能なレベルまで資源量が増加している。もちろん、利用に関しては、適切な保存管理

措置が導入され、乱獲が防止されることが必須である。 

 

ここで、捕鯨問題を構成する主要な要素の展開と現状をレビューする。 

 

3. 科学 

 

いかなる海洋生物資源の保存管理措置の検討においても、科学的な資源評価の実施が出

発点であり、捕鯨も例外ではない。国際捕鯨委員会を設立した国際捕鯨取締条約（ICRW）

第 5 条（Appendix 2 参考資料 4）も、鯨類管理のための規制措置は科学的根拠に基づく

べきと規定している。しかしながら、科学委員会の科学的アドバイスはしばしば IWC に無

視されてきた。皮肉なことに、これは捕鯨産業の発言力が大きかった IWC 設立当初と、反

捕鯨勢力が優勢となった 1980 年代の両方に共通する現象である。他方で鯨類資源の保存と

管理における科学的課題は時代とともに変遷し、より高度で複雑なものとなっていった。そ

れに伴い、より充実した科学データや情報が収集され、過去の科学的不確実性や情報の欠如

の問題は、今や解決されたか、新たな科学的課題へと展開してきている。 

 

初めて商業捕鯨モラトリアムが提案された 1972 年のストックホルムでの国連人間環境

会議のころは、現在と比較すると鯨類資源に関する科学的試験は極めて限られたものであ

った。加えて、当時の鯨類資源管理システムである BWU（シロナガス単位システム、1932

～1972）や NMP（新管理方式、1975～）は不適切なデザインと不十分かつ不確実性の高い
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科学データのために機能せず、乱獲を防止することができなかったのである。 

 

1972 年から 1982 年は IWC が商業捕鯨モラトリアム採択に向かう時期である。モラトリ

アム採択の主な根拠は鯨類資源に関する科学的な情報の不確実性であった。すなわち、商業

捕鯨モラトリアムは、商業捕鯨を一時停止し、その間に鯨類資源の状態とその生物学的特性

についての情報不足の問題に取り組むことを目的として採択されたのである。しかし、ここ

で認識しておかなければならないことは、IWC 科学委員会は商業捕鯨モラトリアムについ

て、全鯨種の捕獲を停止する必要はないとの立場であったことである。当時でさえ、ミンク

クジラなど一部の鯨種については、管理された捕鯨活動を行うことが可能なレベルの資源

状態であった。いずれにしても、商業捕鯨モラトリアムが期間を区切った暫定的なものを意

図していたことは、第 7 章で詳細に分析するように条約附表の規定ぶりからも明らかであ

る。 

 

日本の南氷洋鯨類捕獲調査（Special Permit Research on Minke Whales in the Antarctic 

（JARPA））は、この科学的不確実性の問題に対応するために設計され、1987 年から開始

されたプログラムである。反捕鯨国や反捕鯨 NGO はこの調査を「疑似商業捕鯨」と批判す

るが、実際は IWC 科学委員会に対して貴重な科学的データを提供してきている。IWC の政

策決定機関であるプレナリー（本会議）は、鯨類捕獲調査に反対する決議を再三にわたって

採択してきたが、IWC 科学委員会の報告書は、明確に鯨類捕獲調査の科学への貢献を認め

ていることが認識されるべきである。調査の結果は、多くの鯨種、特にミンククジラなどは

資源的に豊富であり、また、他の鯨種もモラトリアムの導入以降、資源が回復してきている

ことを確認している。 

 

1992 年、IWC 科学委員会はヒゲクジラ類に関して保守的で枯渇のリスクを回避できる改

定管理方式（Revised Management Procedure（RMP））を完成し、IWC 本委員会に対して

その採択を勧告した。RMP は環境変動の影響や資源量推定値の誤りなどの科学的不確実性

を勘案できる安全度を見込んだ仕組みとなっており、結果的に算出される捕獲枠は極めて

制限的となる。この RMP の捕獲枠のもとでの捕獲は鯨類資源に悪影響を与えることがな

い。しかし、1993 年、IWC 本会議はこの RMP の採択を拒否し、この決定に対する抗議と

して、当時の科学委員会議長であるフィル・ハモンド博士（英国）は議長職を辞任した。 

彼の辞任の書簡は次のように述べており、これは自身の科学委員会からのアドバイスを無

視した IWC 本委員会に対する明確な抗議であった。 

 

「しかしながら、重要なことは、ＩＷＣにとって最も重要な問題について科学

委員会が全会一致で行った勧告がこのような侮辱を受けるとすれば、いったい

どこに科学委員会を持つ意味があろうか、という点である。さらに、科学委員



82 

会の議長はいったいどのような立場に立たされることになるのか。 

 

従って、私の結論は、その仕事が上部機関である総会によってこのように無視

される委員会の責任者、かつ、スポークスマンにとどまることを、もはや自分

自身としては納得できないということである。」 

 

この事件を受けて、翌 1994 年、IWC 本委員会は RMP を採択した。 

 

RMP の開発は、資源管理の科学にとっては画期的な成果であった。RMP は現在海洋生

物資源に適用されているいかなる管理システムよりも予防的なアプローチであり、もし仮

に同様の仕組みが他の漁業に適用されれば、その多くは禁漁となるであろう。RMP のもと

では、捕獲対象資源量が未開発状態の資源量の 54%を上回る場合にのみ捕獲が認められる

が、多くの漁業資源はこの水準を大きく下回る資源量水準で漁獲が継続している。ところが、

この RMP を 1993 年に南半球ミンククジラ資源に適用する試みを行ったところ、IWC 科

学委員会は、今後 100 年にわたって毎年約 2000 頭のミンククジラを捕獲しても資源に悪影

響はないと計算したのである。 

 

RMP はその採択後 20 年を経ても実際には適用されていない。反捕鯨国側は、改定管理

制度（Revised Management Scheme（RMS））という新たなハードルを捕鯨再開の条件と

して設定したからである。 

 

鯨類の科学にとっての最近の課題の一つに生態系アプローチの導入がある。鯨類が海洋

生態系において果たしている役割を勘案した鯨類の保存と管理を図るとの考え方である。

鯨類捕獲調査においてはクジラの胃内容物とその量などが計測・分析されているが、鯨類は

大量の海洋生物を捕食しており、その中には商業的に重要な魚種も含まれることが判明し

てきている。また、餌を巡って、異なる鯨種間や、海洋生態系の中の他の生物との競争が行

われていることも驚くに当たらない。いくつかの地域漁業管理機関（Regional Fisheries 

Management Organization（RFMO））では、従来の単一種管理から複数の生物種の関係を

勘案した複数種一括管理手法の研究が行われてきている。 

 

4. 国際法と保存管理措置 

 

IWC を設立した国際捕鯨取締条約（ICRW）は鯨類資源の保存と持続可能な利用の原則

を規定している。この原則は ICRW 締結後 60 年以上を経て、なお適切かつ有効なものであ

る。持続可能な利用の原則は現在では環境政策、資源管理政策の基本となる概念であるが、

強硬な反捕鯨の立場に立てば、クジラは資源とみなすべきではなく、したがって、この原則
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は鯨類には適用されるべきではないとしていることを認識することが重要であろう。 

 

IWC のもとで最初に導入された鯨類管理システムは、BWU（シロナガス単位システム）

であった。BWU は一頭のシロナガスクジラから生産される鯨油の量として定義され、クジ

ラの総捕獲量はこの BWU で管理された。このシステムの目的は、鯨類資源の保存と管理で

はなく、鯨油生産量の規制であったことは明白である。したがって、BWU は鯨類資源の豊

度や状態についての生物学的考慮に全く欠けており、個別の鯨種の管理という認識が全く

ないという重大な欠点を有していた。 

 

その結果、経済的効率性を最大化するために鯨油生産量の多いクジラから捕獲されていく

ということになり、シロナガスクジラを筆頭に大きな鯨種から順番に乱獲が進むという結

果を招くこととなったのである。 

 

この失敗から学び、IWC は新管理方式（New Management Procedure（NMP））という新

たな管理システムを 1975 年に導入した。この NMP のもとでは、鯨種ごとの資源評価が行

われ、禁漁や捕獲枠の設定といった管理措置が鯨種ごとに決定された。理論的には、この管

理システムは鯨類の乱獲を防止する有効な手立てであったといえる。しかしながら、NMP

が有効に働くためには、自然死亡率などの生物学的パラメーターに関する詳細な科学的デ

ータが必要であり、当時はまだこのような詳細なデータが蓄積されていなかったり、十分な

精度を有していなかったのである。この NMP における科学的知見の不足や欠如が、動き出

したばかりの反捕鯨運動に、科学的不確実性を理由に捕鯨の禁止を訴える絶好の材料を提

供することとなった。NMP が期待された成果を生み出すことがないまま、IWC は 1982 年

に商業捕鯨モラトリアムを採択したのである。 

 

商業捕鯨モラトリアムの設立には、以下のような条件（ICRW 附表）が付されている。 

 

「10(e) この 10 の規定にかかわらず、あらゆる資源についての商業目的のため

の鯨の捕獲頭数は、1986 年の鯨体処理場による捕鯨の解禁期及び 1985 年から

1986 年までの母船による捕鯨の解禁期において並びにそれ以降の解禁期にお

いて零とする。この(e) の規定は、最良の科学的助言に基づいて検討されるもの

とし、委員会は、遅くとも 1990 年までに、同規定の鯨資源に与える影響につき

包括的評価を行うとともに(e)の規定の修正及び他の捕獲頭数の設定につき検

討する。」 

 

したがって、モラトリアムの導入は、いわば鯨類資源に関する科学的知見の蓄積と科学的

不確実性に対応するための新たな管理システムの開発を求めているのである。前述したよ
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うに、IWC 科学委員会は、1992 年に RMP を完成させることで、この課題に回答を提供し

た。 

 

しかし、RMP の完成は持続的な捕鯨の再開を意味しなかった。反捕鯨国は捕鯨の再開を

認めるためには、捕獲枠の超過を防止するために、国際オブザーバーの配置などを含む新た

な条件を満たす必要があると主張したのである。 

 

これらの新たな要求や条件は、総称して改定管理制度（Revised Management Scheme

（RMS））と呼ばれる。RMS の議論には 14 年の歳月と 50 回に迫る会合と関係者の多大な

努力が費やされたが、結局 2005 年に実質上の決裂となった（Appendix 1 参照）。RMS 提

案の内容は、他の資源管理・遵守取締システムに比較すると、いかにも過剰であり、鯨類資

源の持続的利用を実現するシステムは十分すぎるものであるが、そうであっても鯨類の捕

獲が認められないところに捕鯨問題の特殊性が表れているといえよう。 

 

RMS をめぐる議論の終盤には、反捕鯨国から鯨類捕獲調査の禁止、公海における捕鯨の

禁止、鯨肉の国際貿易の禁止などといった、本来の捕鯨の管理や遵守取締の枠を越えた要求

が、RMP パッケージという形で行われ、交渉を一層困難なものとした。さらに、多くの反

捕鯨国が、RMS の完成は商業捕鯨モラトリアムの撤廃を意味しないと主張し、コントロー

ルされた捕鯨の再開のために開始されたはずの RMS に関する交渉の性格を根本から覆す

こととなった。この主張は、捕鯨支持国にとって、議論継続の意味を奪うものに他ならない。 

 

反捕鯨国の一部は、国際捕鯨取締条約自身の修正を求め、具体的には締約国の権利として

明記されている鯨類捕獲調査の実施（第 8 条）と附表修正に対する異議申立（第 5 条）の条

項を削除することを求めた。これらの修正は国際捕鯨取締条約の性格を根本的に変更する

ものであり、日本を含む持続的利用支持国が到底支持できるものではなかった。事実上、こ

の条約修正の主張は RMS の完成、すなわち捕鯨再開への道筋を断つための戦略の一つであ

ると理解せざるを得ない。当然ながら、この交渉は失敗に終わった。 

 

5. 経済的側面 

 

1982 年に商業捕鯨モラトリアムが採択され、商業捕鯨が一時停止となるまでは、捕鯨の

経済問題とは捕鯨産業の経済的関心という側面に限定されていたといえる。シロナガス単

位（BWU）のコンセプトに基づいた初期の捕鯨管理システムは、鯨油生産量をコントロー

ルし、鯨油価格の下落を防止することを目的としていたことは、捕鯨産業の経済的関心を端

的に示したものといえる。1970 年代からの反捕鯨運動の高まりに対し、捕鯨国はこの経済

的関心を防衛することを捕鯨政策の根幹とした。 
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しかし、商業捕鯨モラトリアムの導入が、この構図に大きな変化をもたらすこととなった。

モラトリアム導入の理由とされた捕鯨の科学における不確実性を解消するため、鯨類捕獲

調査が開始され、商業的利益の維持・獲得はもはやその目的ではなくなった。しかし、反捕

鯨国や反捕鯨 NGO は、鯨類捕獲調査においては、調査後の鯨体から生産された鯨肉が販売

され、したがって、経済的利益がその目的であるとして、疑似商業捕鯨であるとの批判を展

開したのである。しかし、国際捕鯨取締条約第 8 条第 2 項では、鯨体を可能な限り加工し

て鯨肉を浪費しないことが法的な「義務」として規定されており、この批判は当たらない。

さらに、日本の鯨類捕獲調査では、鯨肉の販売による取得金は翌年の調査を行うための費用

として使われ、実際の調査経費はこの取得金を上回っていることから、そこには経済的利益

は発生しないのである。 

 

現在の捕鯨をめぐる対立において、捕鯨問題に経済的に最も恩恵を受けているのは、皮肉

なことに、強硬な反捕鯨 NGO である。巨大国際組織であるこれら NGO は、数隻の大型キ

ャンペーン用船舶を保有し、数千人の活動家を世界各地に派遣し、大手ともなれば年間数百

億円の寄付金を世界中から集める〔58〕。これは大規模な経済活動、ビジネスであり、した

がって、反捕鯨 NGO は、「鯨類資源はすでに回復し、捕鯨問題は解決した。」と宣言して活

動を停止するわけにはいかないのである。あらゆる巨大組織と同様に、彼らの活動の目的は、

ある時点から、当初の善意による環境問題への対応から、組織の維持防衛へとシフトしてき

たのである。言い換えれば、仮にある問題が解決したとしても、彼らは組織維持のために、

常に新たなターゲットを求め続ける必要があるということに他ならない。 

 

その意味で、陸上動物と海洋生物の双方を含む野生生物資源の利用に関係するすべての

問題が、巨大 NGO の資金獲得活動のターゲットとなり得、事実ターゲットである。 

 

6. 政治的側面 

 

捕鯨問題が、初めて国際政治の舞台に登場したのは、1972 年にストックホルムで開催さ

れた国連人間環境会議であった。「クジラを救えずしてどうして地球を救うことができよう

か？」という有名なフレーズが世界を虜にし〔59〕、クジラは即座に環境保護運動のシンボ

ルとなった。今では広く受け入れられた説であるが、ベトナム戦争で大規模な環境破壊と健

康被害を生んだ悪名高い「枯葉作戦」から世界の注意をそらすために、米国が国連人間環境

会議で捕鯨問題を突然取り上げたとも言われている〔60〕。 

 

国連人間環境会議の開催当時、多くの先進国はすでに捕鯨活動から撤退していた。しかし、

その理由はクジラ資源の状態というよりも、鯨油の需要が、ケロシンなどの安価な代替製品
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の開発の結果、消滅してしまったことにある。すなわち、欧米諸国の捕鯨産業は、主にこの

ような経済状況の変化により消滅したということが銘記されなければならない。したがっ

て、米国と他の西欧先進諸国にとって、捕鯨に反対するということは、何ら国内的な政治問

題を伴わない政策であったということである。この状況は現在にも当てはまり、欧米諸国政

府や政治家は、捕鯨に反対することで何ら失うものなく、むしろ環境問題における政治的ポ

イントを稼ぐことができるのである。 

 

また、1980 年代、90 年代は、日本経済の急速な発展への怖れと敵意に根差した、米国で

の「ジャパン・バッシング」が盛んな時代であった。この政治状況が時を同じくして活発化

しつつあった反捕鯨運動に油を注ぐこととなり、米国が自国の判断により IWC の保存措置

を損なうとみなす行為に対して、経済制裁の適用を認める法律が採択されるに至った。 

 

このような政治環境のもとで、反捕鯨運動は先進欧米諸国において大成功をおさめ、結果

として、これら諸国の一般市民は、クジラは特別な動物であり、たとえ資源が豊富であって

も捕獲されるべきではないという考え方を受け入れ、それを固定化していったのである。

「カリスマ生物」の概念の誕生である。ある意味では、これは歴史上最も成功した大規模な

世論の誘導活動の一つであるといえる。 

 

鯨類資源に関する科学的データが蓄積されるにつれ、専門家の間では、いくつかの資源が

豊富な鯨種については持続的な捕鯨が可能であるということが、広く受け入れられるよう

になっている。しかしながら、反捕鯨 NGO の強力なキャンペーンとロビー活動、クジラは

絶滅に瀕していると信じる一般市民の存在の前で、反捕鯨国政府や政治家は、反捕鯨政策を

維持し続けるのである。その結果、IWC は国際資源管理機関としては機能不全に陥ってし

まった。 

 

興味あることに、一般市民が客観的な情報を提供された場合には、その捕鯨に関する見解

が大きく異なるという事例が存在する。1997 年に米国において Responsible Management 

社が行った世論調査では、ミンククジラ資源は豊富であり、捕鯨が持続可能な方法で行われ

るという情報を提供された市民の 71％が、限定され、管理された捕鯨を受け入れるとの結

果が示されたのである〔61〕。 

 

しかしながら、例えば米国の場合では、反捕鯨団体の会員数が数百万人のレベルを誇る現

状にある。このような状況では、政府や政治家は、その考え方が誤解や感情論に基づくもの

であるとわかっていても、無視することはできないのである。 

 

7. 文化と感情 
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上記からも明らかなように、科学的にも法的にも、適切に管理された捕鯨に反対する説得

力のある理由は見当たらない。その結果、捕鯨に反対する主張はますます感情論や一方的な

倫理観に基づくものとなってきている。一方には、クジラはほかの動物と何ら変わるところ

はなく、したがって、食料資源として持続的に利用できるとの考え方があり、他方では、ク

ジラは特別であり他の動物とは異なる存在であり、したがって殺すべきではないとする考

え方が存在する。これらは根本的に相容れない考え方である。この考え方の違いが捕鯨をめ

ぐる対立の主原因であるとするならば、解決策は極めて限られたものとならざるを得ない。 

 

一方の考え方が他方を完全に凌駕することがないとすれば、そして、実際 30 年以上にわ

たる捕鯨論争は決着していないわけであるが、お互いの考え方を受け入れはしないものの

その存在を相互に認め共存する Agree to Disagree ということが解決策であり、他の分野

における対立では、異なる考え方の容認と文化的多様性の尊重が図られるのが常である。し

かし、捕鯨問題においては、反捕鯨勢力は共存を認めず、あくまで自らの主張の受け入れ、

すなわち捕鯨の永久禁止、を求める傾向にあり、これが、しばしば反捕鯨運動が「文化帝国

主義」、または宗教的（正確には一神教的というべきか）と言われるゆえんである。持続的

利用支持国側が、反捕鯨国に捕鯨を行うことや鯨肉を食べることを強要していないことを

考えれば、捕鯨をめぐる対立の一方的性格が垣間見える。 

 

捕鯨問題をめぐる対立において、自らのクジラに関する見方を他に押し付けるアプロー

チはどう見ても横暴である。これは、例えば牛肉を食べないインドの人々が、経済制裁さえ

ほのめかして米国人も牛肉を食べるべきではないと迫る状況を考えれば明らかであろう。

このような事態に至れば、インドの要求はばかげていて到底受け入れがたいとされる。した

がって、反捕鯨国の人々は鯨食文化に感情的に反発を覚えるかもしれないが、彼らは日本や

ノルウェーや他のクジラを食べる国民に対して反捕鯨の考え方を押し付けるべきではない

のである。 

 

捕鯨をめぐる論争では、しばしばこの文化的、感情的側面が資源管理問題や法的問題と混

在・混乱し、合理的理性的な分析や問題の理解を妨げている。捕鯨に反対する理由として、

日本は文化の名のもとに資源の保存の必要性を無視して商業捕鯨を再開しようとしている

との主張が聞かれるが、これは事実誤認である。 

 

8. 捕鯨論争の今後の行方 

 

（1）IWC の変遷 

捕鯨論争は歴史の流れの中で多くの変遷を経てきた。初期の捕鯨問題は主に資源管理の
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問題であった。IWC 加盟諸国は鯨類資源を保存し持続的に利用するための効果的な資源管

理システムを設立するために努力していたのである。しかし、時が経つにつれて、捕鯨問題

はクジラに関する異なる見方をめぐる対立へと変わっていった（図 6）。クジラの持続的利

用を支持する国々はクジラを他の海洋生物資源と変わらない貴重な食料資源とみなし、他

方、反捕鯨国はクジラに他の動物とは異なる特別な地位を与えたのである。しかし、一般的

に言って、欧米先進諸国の一般市民は、多くの鯨類資源がいまや回復しつつあることや、捕

鯨をめぐる対立の性格が、資源管理の問題から異なる価値観の対立へと変遷してきている

ことを知らない。マスコミに取り上げられる主張や IWC における議論は、この資源管理問

題と「倫理」問題の誤解と混乱を反映している。資金獲得を図る NGO や環境問題について

政治的ポイントを挙げたい政治家はこの混乱を利用・促進し、捕鯨問題の解決を一層困難な

ものとしている。 

 

捕鯨問題の将来の行方を理解するためには、クジラの価値に関する捕鯨支持派と反捕鯨

派の根本的な考え方の違い、すなわちクジラを食料とみなすか否か、について何らかの和解

や相互容認が可能かどうかを注意深く検討することが最も重要である。もしこれが不可能

であるならば、解決のオプションは極めて限られたものとならざるを得ない。 

 

しかし、実際の IWC における議論では、鯨類の資源状態に関する科学的議論、商業捕鯨

モラトリアムの存在、それぞれの国の立場の一方的表明に終始している感があり、明らかに、

問題の本質とその解決策に関する議論の間にミスマッチが存在する。 
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図 6 IWC 加盟国の推移と主な出来事 （出典 水産庁） 

 

 

（2）持続的利用の問題の象徴としての捕鯨問題 

捕鯨問題は天然資源の持続的利用問題から孤立した問題ではない。クジラを特別な存在

として扱う反捕鯨の「哲学」は持続可能な利用の原則全般を脅かすものであり、結果的には

人類が利用することができる資源を一部の国が支持する「倫理」や「哲学」に基づき、大幅

に制限することにつながる。クジラを持続可能な利用の原則の例外とするということは悪

しき前例であり、事実、サメや一部の大型魚類に関しては、クジラをめぐる主張に酷似した

主張が国際会議の場で聞かれるようになっている。一部の国や市民の価値観が世界の食料

の選択肢を制限すべきではない。 

 

国際社会がコンセンサスで特定の資源は利用すべきではないと合意しない限り、その資

源の利用は、持続的で、最良の科学と法律に基づくものである限り、認められるべきである。

資源管理における科学と法律に基づく政策決定は、価値観や倫理が主役となっている捕鯨

をめぐる論争を反面教師として、より広い合意と支持、異なる見解の融和を志向すべきであ

る。しかし、不幸なことに捕鯨紛争に類似した事例も存在する。アフリカゾウは、南部アフ

リカ諸国では豊富な資源量が存在するが、ケニヤなどの中央部アフリカ諸国では深刻な枯

渇状態にある。しかし、南部のアフリカゾウの持続的利用をめぐる議論では、この違いがし

ばしば無視される。南部のアフリカゾウが持続的に利用できることは、科学的にも証明され

ているにもかかわらず、NGO やいくつかの国の特定の価値観に基づいて強い非難を受ける
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のである。〔62〕 

 

IWC は、しばしば、豊富な資源量を有する鯨種の持続可能な利用を認める科学的事実と

法的規定を無視する。クジラの持続可能な利用を可能とする科学的システムである改定管

理方式（RMP）はすでに 1992 年に完成し、IWC もこれを 1994 年に受け入れた。この事

実が正しく理解されれば、欧米先進諸国の一般市民の強い反捕鯨感情が多少とも緩和され

得る。問題の正しい理解の促進は、解決に向けての将来の方向性を左右する課題である。 

 

（3）南北問題 

捕鯨問題は南北問題とも密接に関連している。率直に言えば、捕鯨問題に関するいわゆる

「世界の世論」は、CNN や BBC など欧米先進国のメディアが報じる世論であり、北半球

の先進国の、意識的か無意識かにかかわらず、自己中心的な見方を反映している。この「世

界の世論」は捕鯨に反対かもしれないが、世界の人口の多くを抱える開発途上国は、例外な

き持続可能な利用の原則の重要性を理解し、それが食料安全保障と将来の世代のための経

済発展に不可欠な要素であると理解している。そうであるからこそ、多くの開発途上国が

IWC においてクジラの持続可能な利用を支持し、捕鯨問題を資源の利用を巡っての南北問

題の象徴と見るゆえんである。また、彼らは、捕鯨問題をグローバリゼーションや近代化の

名のもとに欧米の価値観を押し付ける事例の一つと見ている。捕鯨問題は、独立国が、資源

の利用に関して独自の決定を行う権利に密接に関係しているのである。 

 

9. 結論 

 

IWC において持続的利用支持国と反捕鯨国の間で共通の土俵を見つけることは極めて困

難である。なぜならば、持続的利用支持国は、クジラを持続的に利用する資源管理システム

を構築しようとしており、反捕鯨国は、クジラの利用を永久に禁止しようとしているからで

ある。過去に何度も中間派が形成されたが、彼らの妥協提案は否定され続けてきた。今や捕

鯨をめぐる対立的な議論は IWC の「文化」の様相を呈し、国際捕鯨取締条約が規定する IWC

の本来の使命である鯨類資源の保存と管理の達成を阻む。 

 

この紛争の勝者は、捕鯨問題を資金獲得の手段とし、政治的リスクのないポイント稼ぎの

手段と見るものである。資源そのものと、その利用者が紛争の被害者であり、さらに、他の

重要な国際的資源管理問題や環境問題の解決に必要な良好な国際ガバナンスと国際協力が、

捕鯨問題の生み出す毒に侵されているのである。 

 

論理的に考えれば、IWC の将来のオプションは限られている。一つは IWC を二つの組織

に分離し、一つは持続可能な捕鯨の管理を行い、もう一つはクジラを無条件に保護するので
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ある。1992 年の北大西洋海産哺乳動物委員会（NAMMCO）の設立はこの方向の動きであ

る。地域機関である NAMMCO にはノルウェー、アイスランド、グリーンランド、フェロ

ー諸島が参加し、クジラを含む海産哺乳動物の持続可能な利用のための管理を行っている。

二つ目のオプションは、IWC 加盟国が、捕鯨問題に関する価値観や哲学の側面について

Agree to Disagree し、国際捕鯨取締条約の規定に厳密に従うことである。もしそれが政治

的に不可能であれば、従うことができない条約にとどまる理由はないはずである。 

 

IWC において持続的捕鯨の再開、あるいは、さらなる捕鯨の制限を行うためには国際捕

鯨取締条約の附表を改正する必要があるが、それには75％の得票が求められる。近年の IWC

における勢力分布のもとでは、持続的利用支持派も反捕鯨派もこの 75％を確保することは

できず、他方、双方が提案を阻止するために必要な 25％は確保している。したがって、捕

鯨に関する措置に関する限りは現状維持が保障されている。現に一定の捕鯨が鯨類捕獲調

査や商業捕鯨モラトリアムに対する異議申し立て手続きのもとで合法的に行われ、他方で

は商業捕鯨モラトリアムが維持されている状況は、持続的利用支持国と反捕鯨国の双方に

とって望み得る最良の状況であるとの議論もある。しかしこの状況の継続は資源管理機関

としての IWC にとってはますます受け入れがたい事態である。 

 

捕鯨問題は、「クジラを救えずして環境は救えない」という有名なスローガンから始まっ

た。捕鯨問題と環境問題一般を関連付けることは、捕鯨は資源の持続可能な利用の問題であ

ることから、ある意味では正しい。しかし、もう一つの捕鯨問題と環境問題のかかわりに関

する解釈は、捕鯨問題が環境をめぐる国際政治の世界への問題提起となっているという観

点である。地球環境問題において、科学の果たす役割、価値観の果たす役割、南と北との間

の目的意識の違いなどが、ますます重要な要素となってきており、これらはすべて捕鯨問題

がいままで直面し、格闘してきた問題である。 

 

豊富な鯨類資源の持続可能な利用を実現できないようでは、地球環境問題を解決できな

いのである。 

 

捕鯨の再開は、経済的観点からのみ見ればその必要性は大きいとは言い難い。また、食料

としての鯨肉に関する需要も、少なくとも現時点では大きくない。他方、上述のように捕鯨

問題に象徴される諸観点、例えば持続可能な利用の原則の適用について、クジラや他のカリ

スマ性を有する動物を例外とするという考え方を受け入れるべきか否か、科学的事実や国

際法ではなく、誤ったパーセプションが国際政治を左右する状況を甘受すべきか否か、を考

えるとき、捕鯨問題を経済的観点のみから対応するべきではない。 

 

日本政府の捕鯨問題に関する基本認識は、「鯨類は重要な食料資源であり、科学的根拠に
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基づき持続的に利用されるべき」、「食習慣・食文化については相互に尊重する精神が重要」

というものであり、捕鯨問題の象徴する、より広範な観点を意識し、反映したものである。

これが十分に理解されない場合、あるいは、意図的にこの観点を無視し捕鯨問題を孤立化・

矮小化する場合には、商業捕鯨モラトリアム採択以来の日本の対応を理解することは出来

ないのである。 

 

 

10. 本章のまとめ 

 

捕鯨問題では、国際政治と科学的議論が複雑に絡み合い、捕鯨支持派と反捕鯨派の間で感

情的で、時には敵意に満ちた論争が行われている。また、商業捕鯨モラトリアムの採択を受

けて、事実に基づかないパーセプションが広く定着し、これが捕鯨問題の解決を一層困難と

している。本章では、複雑な捕鯨問題の構成要素を解きほぐして分析し、さらに今後の方向

性について考察した。 

 

クジラは絶滅に瀕しているというパーセプションは、捕鯨問題の土台をなしているが、こ

れはクジラの種を区別せず、あたかもクジラには一つの種しか存在しない印象やすべての

種のクジラが絶滅に瀕しているという印象を与えるものである。実際は多くの種のクジラ

の資源状態は良好である。 

 

IWC における科学をめぐる議論は、時代とともに変遷してきた。商業捕鯨モラトリアム

は 1982 年に採択されたが、当時の科学的課題は資源動向に関する科学データの不確実性で

あり、これがモラトリアムにつながった。しかし、1992 年には、環境変動や資源量推定値

における不確実性への対応を取り込んだ、高い安全度を組み込んだ捕獲枠計算方式である

改定管理方式（RMP）が完成し、持続可能な捕獲枠の設定が可能となった。この間に多く

の鯨種の資源量が回復したが、IWC は捕鯨の再開には同意していない。 

 

保存管理措置などの法的枠組も変遷を重ねてきている。当初は鯨油の生産管理という観

点に立ったシロナガス単位（BWU）に基づく捕獲枠が設定された。1975 年には、生物学的

な考慮が欠如した BWU の失敗から学び、新管理方式（NMP）が導入されたが、科学的知

見の不足と科学データにおける不確実性のために十分機能せず、鯨類資源の悪化に対応で

きなかった。そのため、1982 年には商業捕鯨モラトリアムが採択されることとなったが、

その設立を規定した国際捕鯨取締条約附表は、一般的なパーセプションに反し、商業捕鯨の

永久禁止を規定したものではなく、捕鯨を一時的に停止し、その間に科学的知見を蓄積し、

最良の科学的助言に基づき捕獲枠の設定を検討することを求めている。IWC 科学委員会は、

この科学的助言に基づく捕獲枠の設定を可能とする改定管理方式（RMP）を開発したが、
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反捕鯨国は新たな監視取締措置などの要求を行い、改定管理制度（RMS）と呼ばれるシス

テムの交渉が始まった。これには 10 年以上の歳月が費やされたが、これも最終的に頓挫し

たのである。 

 

捕鯨をめぐる経済的側面については、当初は捕鯨産業の擁護と継続が議論と関心の主体

であったが、現在の捕鯨をめぐる対立において経済的に最も恩恵を受けているのは、反捕鯨

運動から得られる寄付金に依存する反捕鯨 NGO となっている。反捕鯨運動が NGO の資金

源である限りは、捕鯨をめぐる対立を継続させる経済的インセンティブが存在する。 

 

また、政治的観点からも捕鯨問題の解決が困難な理由が読み取れる。反捕鯨諸国の政府や

政治家にとっては、反捕鯨政策は国内的には何ら失うものはなく、むしろ容易に環境問題に

おける政治的ポイントを稼ぐことができるアイテムである。科学的には、多くの鯨類資源が

持続可能な形で利用できることが明確になっているが、反捕鯨 NGO の強力なキャンペーン

とロビー活動、クジラは絶滅に瀕していると信じる一般市民の存在の前で、反捕鯨国政府や

政治家は、反捕鯨政策を維持し続けるのである。 

 

捕鯨問題は、文化の違いやクジラに対する感情が重要な要素であるという面において、ユ

ニークである。一方に、クジラは他の海洋生物と同様に食料資源として持続可能な形で利用

できるとの考えがあり、もう一方には、クジラは特別な生き物であり資源ではないとする見

方がある。この根本的な違いや、食文化の違いを認めず、共存が成り立たないことが捕鯨問

題を一層困難にしている。 

 

上記のような構造を持つ捕鯨問題は、他の天然資源の持続可能な利用の問題から孤立し

た問題ではない。事実、海洋生物資源の保存管理の分野では、サメや一部の大型魚類をめぐ

る対立が捕鯨問題と酷似する構造を示している。また、捕鯨問題は資源の利用をめぐる南北

問題とも呼応する。多くの開発途上国は食料安全保障と将来の世代の経済発展のために、例

外なき持続可能な利用の原則の適用を確保することが重要と捉えており、捕鯨問題を資源

利用を巡っての南北問題と同じ性格の問題、あるいは象徴的な問題と捉える。 
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第７章 国際司法裁判所（ＩＣＪ）捕鯨判決 

 

1．背景と経緯 

 

国際司法裁判所（ICJ）の捕鯨訴訟は、国際法が科学的問題と国際政治のセンシティビテ

ィーをいかに扱うかという観点において、多くの示唆に富むものである。 

 

南極海における日本の第二期南極海鯨類捕獲調査（JARPAII）を巡って国際司法裁判所

（ICJ）を舞台に争われた南極海捕鯨訴訟(Whaling in the Antarctic、 Australia v. Japan: 

New Zealand intervening)は、2014年 3月 31日、JARPAII は国際捕鯨取締条約第８条第

1 項に規定された特別許可に基づく科学調査の範疇に入らないとの判決を下し、その結果と

して、JARPAII を停止することを命じた。本件訴訟は、豪州が、日本の JARPAII は疑似商

業捕鯨であり、したがって商業捕鯨を禁止した商業捕鯨モラトリアム等に違反していると

して、2010 年に提訴したものであり、4 年の歳月をかけての豪州側のメモリアルの提出、

日本側の答弁書の提出、そして約 3 週間をかけての口頭弁論を経て判決が下された。 

 

この判決を受け、日本政府は 2014 年の暮れから 2015 年の初め（南極海域の夏季）にか

けて予定されていた JARPAII を中止した。 

 

以下に詳述するように、本件 ICJ 判決の対象は南極海における JARPAII を対象にしたも

のであり、日本のもう一つの鯨類捕獲調査プログラムである第二期北西太平洋鯨類捕獲調

査（JARPNII）や将来の新たな南極海における鯨類捕獲調査を対象とはしていない。しか

し、判決直後から、本件判決がすべての鯨類捕獲調査を禁止した、将来の鯨類捕獲調査を禁

止した、さらに捕鯨そのものを禁止したというパーセプションが、メディアや反捕鯨 NGO

により意図的、非意図的に広められ始めた。 

 

例えば、判決直後の報道ぶりのタイトルを見ると、以下のような表現が飛び交い、あたか

も日本による南極海での捕鯨や、捕鯨全体が ICJ により否定された様な見出しとなってい

る。 

 

“Court demands end to Japanese whaling (1 April 2014、 USA Today)”、  

 

“U.N. court orders Japan to halt Antarctic whaling (1 April 2014、 The 

Washington Post)”、 
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“U.N. court: Antarctic whaling by Japan illegal (1 April 2014 Chicago 

Tribune)”、  

 

“A Ruling to Protect Whales (1 April 2014、 The New York Times)”. 

 

同判決は訴訟の帰趨を追っていた関係者に驚きをもって受け取られ、さまざまな分析が

行われているが〔63〕〔64〕〔65〕、その背景には捕鯨問題をめぐる国際政治の状況が影響し

ているとの見解は、多くが指摘するところである。 

 

 

２．ICJ 判決主文 

 

まず、ICJ 判決の正確な内容を見る必要がある。判決の主文にあたるのはパラグラフ 247

であり、その全体は下記の通りである。（引用した ICJ 判決の原文、判決に言及された国際

捕鯨取締条約附表の関係するパラグラフは Appendix 2 参考資料４および５を参照のこと。

翻訳は外務省ホームページによる。以下同様。） 

 

247． これらの理由によって、  

 

裁判所は、 

  

（1）全員一致で、  

2010年5月31日に豪州により提出された請求訴状を受理する管轄権を有するこ

とを決定し、  

 

（2）12対4で、  

JARPAIIに関連して日本によって与えられた特別許可書は、国際捕鯨取締条約

の第８条１の規定の範囲に収まらないと認定し、 

  

賛成：トムカ所長、セプルヴェダ・アモール副所長、キース裁判官、スコトニ

コフ裁判官、カンサード＝トリンダーデ裁判官、グリーンウッド裁判官、シュ

エ裁判官、ドノヒュー裁判官、ガヤ裁判官、セブティンデ裁判官、バンダリ裁

判官、チャールズワース特任裁判官  

反対：小和田裁判官、アブラーム裁判官、ベヌーナ裁判官、ユスフ裁判官）  

 

（3）12対4で、  
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日本は、JARPAIIの遂行のためにナガスクジラ、ザトウクジラ、クロミンクク

ジラを殺し、捕獲し及び処理する特別許可書を与えることにより、国際捕鯨取

締条約の附表パラグラフ10(e) の義務に従って行動していないと認定し、  

 

賛成：トムカ所長、セプルヴェダ・アモール裁判官、キース裁判官、スコトニ

コフ裁判官、カンサード＝トリンダーデ裁判官、グリーンウッド裁判官、シュ

エ裁判官、ドノヒュー裁判官、ガヤ裁判官、セブティンデ裁判官、バンダリ裁

判官、チャールズワース特任裁判官  

反対：小和田裁判官、アブラーム裁判官、ベヌーナ裁判官、ユスフ裁判官  

 

（4）12対4で、  

日本は、JARPAIIの遂行のためにナガスクジラを殺し、捕獲し及び処理するこ

とに関連して、国際捕鯨取締条約の附表パラグラフ10(d)のもとでの義務に従

って行動していないと認定し、  

 

賛成：トムカ所長、セプルヴェダ・アモール副所長、キース裁判官、スコトニ

コフ裁判官、カンサード＝トリンダーデ裁判官、グリーンウッド裁判官、シュ

エ裁判官、ドノヒュー裁判官、ガヤ裁判官、セブティンデ裁判官、バンダリ裁

判官、チャールズワース特任裁判官  

反対：小和田裁判官、アブラーム裁判官、ベヌーナ裁判官、ユスフ裁判官  

 

（5）12対4で、  

日本は、JARPAIIの遂行のために「南極海保護区域」においてナガスクジラを

殺し、捕獲し、及び処理することに関連して、国際捕鯨取締条約の附表パラグ

ラフ7(b)のもとでの義務に従って行動しなかったと認定し、  

 

賛成：トムカ所長、セプルヴェダ・アモール副所長、キース裁判官、スコトニ

コフ裁判官、カンサード＝トリンダーデ裁判官、グリーンウッド裁判官、シュ

エ裁判官、ドノヒュー裁判官、ガヤ裁判官、セブティンデ裁判官、バンダリ裁

判官、チャールズワース特任裁判官  

反対：小和田裁判官、アブラーム裁判官、ベヌーナ裁判官、ユスフ裁判官  

 

（6）13対3で、  

日本は、JARPAIIに関して、国際捕鯨取締条約の附表パラグラフ30のもとでの

義務を遵守していると認定し、 
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トムカ所長、セプルヴェダ・アモール副所長、小和田裁判官、アブラーム裁判

官、キース裁判官、ベヌーナ裁判官、スコトニコフ裁判官、カンサード＝トリ

ンダーデ裁判官、ユスフ裁判官、グリーンウッド裁判官、シュエ裁判官、ドノ

ヒュー裁判官、ガヤ裁判官  

反対：セブティンデ裁判官、バンダリ裁判官、チャールズワース特任裁判官  

 

（7）12対4で、  

日本が、JARPAII に関連して付与した、いかなる現存の認可、許可又は免許も撤

回し、当該プログラムを続行するための、いかなる許可書のさらなる付与も差

し控えることを決定する 

 

賛成：トムカ所長、セプルヴェダ・アモール副所長、キース裁判官、スコトニ

コフ裁判官、カンサード＝トリンダーデ裁判官、グリーンウッド裁判官、シュ

エ裁判官、ドノヒュー裁判官、ガヤ裁判官、セブティンデ裁判官、バンダリ裁

判官、チャールズワース特任裁判官  

反対：小和田裁判官、アブラーム裁判官、ベヌーナ裁判官、ユスフ裁判官 

 

要約すれば、JARPAII について、その実施のために日本が発出した特別許可が、鯨類捕

獲調査の特別許可を行う権利を締約国に与えた国際捕鯨取締条約第 8 条第一項の規定の範

囲外であり、したがって JARPAII は（鯨類捕獲調査ではなく、また先住民生存捕鯨でもな

いことから）商業捕鯨のカテゴリーに含まれ、そのため、条約附表第 10 項（℮）（商業捕鯨

モラトリアム）、同第 10 項（ⅾ）（ミンククジラを除く鯨種に関する母船式捕鯨モラトリア

ム）、条約附表第 7 項（ｂ）（南大洋サンクチュアリ）に違反しており、よって、「JARPAII に

関連して付与した、いかなる現存の認可、許可又は免許も撤回し、当該プログラムを続行す

るための、いかなる許可書のさらなる付与も差し控えることを」命じたのである。 

 

確認すべき点は、この判決は、上記の報道の見出しにより示唆された日本による南極海で

の捕鯨や、捕鯨全体を否定しているのではなく、JARPAII に限って、その許可を差し控え

ることを命じたという事実である。これは、上記のパラグラフ 247 からも明らかであるが、

後述する判決の他のパラグラフの内容とも整合する。さらに、判決を受けて、日本のマスコ

ミも日本の完敗と報じたが、判決内容の全体を見るとその印象は大きく変容するのである。 

 

3. ICJ 判決に至った ICJ 側の論理と結論 

 

判決内容の全体を見るまえに、パラグラフ 247 の判決を導き出した ICJ 側の論理と結論

を見る。 
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ICJ判決は、JARPAII を国際捕鯨取締条約に規定された科学調査の範疇に入らないと結

論するにあたり、そのパラグラフ227において、以下の見解を述べている。 

 

227． 以上を総合すると、裁判所は、JARPAIIは概ね科学的調査として性格

付けることができる活動を伴うと考えられるが（上記パラグラフ127参照）、

証拠は、プログラムの計画及び実施が記述された目的を達成することとの関係

で合理的であることを立証していない。裁判所は、JARPAIIとの関連で鯨を

殺し、捕獲し及び処理することのために日本により与えられた特別許可書は、

条約第８条１に従った「科学的調査の目的のため」のものではないと結論付け

る。 

 

 

科学調査としての性格は認めながらも「科学的調査の目的のため」ではないという結論は、

本件判決に反対意見を提出した ICJ のユスフ判事も述べているように、「逆説的」で「重大

な欠陥がある」〔66〕。 

 

 

このような結論にいたった理由として、ICJ 判決は以下を挙げている。 

 

（1） 非致死的手法の実施に関する検討が不十分（パラグラフ 137） 

 

IWC における議論の対立点のひとつに、鯨類の科学調査のためには鯨類を捕獲してその

鯨体を計測したり組織標本などを得たりする調査（致死的調査）が必要か、鯨類を捕獲せず、

目視やバイオプシーで必要なすべての科学情報を入手する（非致死的調査）ことが可能かと

いう論争がある。ICJ における議論でも、この点は重要な論点であった。日本側は、鯨の年

齢査定など致死的調査でなければ科学的情報を入手できない項目については致死的調査を

用い、資源量推定など目視調査がスタンダードとなっているものについては非致死的調査

を行うなど、致死的調査と非致死的調査をその実行可能性などを勘案した、適切な組み合わ

せで行っていることを主張し、詳細な情報を提供した。 

 

しかし、ICJ は、致死的調査の規模を最小限にするべきとの前提に基づき、JARPAII 調査

計画書に、致死的手法の規模を縮減する方法として、非致死的調査の利用可能性に関する分

析を含むべきであったと判断した。ICJ はその判断に理由として下記の 3 点を挙げている。 

 

137． 前述したとおり、非致死的手法が利用可能であるにもかかわらずプログ
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ラムが致死的手法を用いているという事実は、そのようなプログラムに与えら

れた特別許可書が第 8 条 1 から外れることを必ずしも意味するものではない

（パラグラフ 83 参照）。しかしながら、JARPAII 調査計画書に、新たなプログ

ラムにおいて計画された致死的サンプリングの規模を縮小する手段として、非

致死的手法の実行可能性に関する一定の分析を含むべきであった理由が 3 つあ

る。第一に、IWC 決議とガイドラインは締約国に対し、非致死的手法の利用に

より調査目的を達成することができるか考慮することを要請している。日本は、

そのような勧告を然るべく考慮する義務のもとにあることを受け入れてきた。

第二に、上述のとおり（パラグラフ 80 及び 129 参照）、日本は、科学政策上の

理由から、「必要と考える以上に致死的手法を・・・利用しない」旨、また非致

死的な代替手法は全ての場合において実用的かつ実行可能であるわけではない

旨述べている。このことは、記述されたプログラムの調査目的を達成すること

との関連で致死的サンプリングが必要以上には用いられていないことを確認す

るために、いくつかの類型の分析を実施することを含意する。第三に、豪州が

召致した二人の鑑定人は、過去 20 年間に非致死的手法に関する広範な技術が

著しく進歩したことに言及し、記述された JARPAII の目的との関係でのこうし

た非致死的手法の開発や適用可能性について述べている。大規模な致死的サン

プリングを企図する調査の提案は、プログラムの計画に関連して、これら進歩

した技術の適用可能性を分析することが必要となると考えるのが道理に合うと

思われる。 

 

（2） 目標サンプル数の設定に関する検討が不透明・不明確であり不合理（パラグラフ 198、

212） 

 

JARPAII 調査計画では、目標とするサンプル数として、ミンククジラ 850 頭（±10%のア

ローワンス有）、ナガスクジラ 50 頭、ザトウクジラ 50 頭を設定した。それぞれの目標サン

プル数の計算根拠については、調査計画の中で詳細に説明されているが、例えば、ミンクク

ジラについては、性成熟年齢、妊娠率、皮脂厚などの生物学的情報を一定の統計学的精度を

もって推定するために必要なサンプル数を、確立された統計学的手法で計算し、算出したも

のである。しかし、ICJ は、目標サンプル数を算出するうえでのプロセスが不透明であり、

根拠が不明確であるため、目的達成のために合理的か否かに懸念があるとの判断を下した

（パラグラフ 198）。 

 

198． これらを総合すると、ミンククジラのサンプル数に関する証拠は、ナガ

スクジラとザトウクジラのサンプル数に関する証拠と同様に、全体のサンプル

数を引き出す基礎をなす決定について、十分な分析と正当性を提供するもので
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はない。このことは、JARPAII の計画がその記述された目的を達成することとの

関係で合理的か否かについて、裁判所にさらなる関心を抱かせる。こうした関

心は、裁判所が次のセクションで着目する JARPAII の実施に照らしても検討さ

れなければならない。 

 

 

実際の調査の実施においては、過激反捕鯨団体であるシーシェパードの妨害活動のため

に、目標サンプル数を捕獲できない年が続いた。2010 年以降のミンククジラの捕獲頭数は、

850 頭の目標に対し、100 頭台から 200 頭台にとどまった（Appendix 2 参考資料 11）。この

ような事態に際し、政府関係者は、妨害活動に強い遺憾の意を表明する一方で、減少したサ

ンプル数のもとでも一定の科学的成果を期待できるという見解を表明した。政府としては、

シーシェパードの妨害活動が有効であったことを認めることは困難であったという背景が

あるが、ICJ は、目標よりも少ないサンプル数によっても有益な科学的知見が得られるとの

日本の主張は、目標サンプル数が目的達成のために合理的である以上に多いことを示唆し

ているとの見解を示したのである（パラグラフ 212）。 

 

 

212． 実際の捕獲頭数と目標サンプル数との間の不一致にもかかわらず、日本

が目標サンプル数を正当化するために最初の２つの JARPAII の目的に依拠し続

けていることは、JARPAII はより限られた実際の捕獲頭数に基づいても意味の

ある科学的結果を得ることができるという日本の陳述と相まって、科学的調査

の目的のためのプログラムとしての JARPAII の性格付けにさらなる疑問を投げ

かける。この証拠は、目標サンプル数が、記述された JARPAII の目的を達成す

ることとの関係で合理的である範囲よりも大きいことを示唆する。ナガスクジ

ラとザトウクジラの実際の捕獲頭数が、完全にとは言わないまでも、概ね政治

的かつ運用上の考慮との相関関係にあるという事実は、特に、比較的大きな規

模でミンククジラの致死的サンプリングを行うという決定を含め、それぞれの

種の具体的な目標サンプル数と JARPAII の調査目的との間にあるとされる関係

をさらに弱めるものである。 

 

（3） 終期のない時間的枠組みに対する疑念（パラグラフ 226） 

 

JARPAII の調査期間は、特定の終期を設定せず、6 年ごとにその実施状況をレビューし、

レビューの結果に基づき調査計画の内容を必要に応じて修正するという形をとっている。

この理由は、JARPAII の調査目的のひとつに南極海生態系のモニタリングを挙げており、長

期にわたる継続的な観測を前提とした調査設計となっているためである。多くの科学調査
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においても、終期を特定しない長期モニタリング計画が存在し、科学的には常識的な内容で

あったと思われるが、ICJ は、終期のないプログラムは科学的目的と特徴付けられ得るか疑

問であると判断し、これも JARPAII が「科学調査の目的のため」ではないという結論の一

因となった（パラグラフ 226）。 

 

226． これらの JARPAII の計画にまつわる問題は、計画の実施の観点からも

検討されなければならない。第一に、ザトウクジラは一頭も捕獲されていない

が、日本は、この点について非科学的理由を挙げている。第二に、ナガスクジ

ラの捕獲頭数は、JARPAII 調査計画書が規定する数のほんの一部にすぎない。

第三に、ミンククジラの実際の捕獲頭数も、１シーズンを除いて年間の目標サ

ンプル数よりはるかに少ない。調査計画書とプログラムの実施との間のこのよ

うな乖離にもかかわらず、日本は、3 種全てについて JARPAII 調査計画書に規

定された致死的サンプルの利用及び規模を正当化するために、JARPAII の調査

目的、特に生態系調査及び複数種間競合モデルの構築の目的に依拠した説明を

維持し続けている。JARPAII の調査目的も手法も、鯨の実際の捕獲頭数を考慮

して改訂されたり調整されたりすることはなかった。異なる鯨種について 6 年

と 12 年の調査期間を用いることを決定したこと、また、ザトウクジラの致死的

サンプリングを全く放棄し、また、ナガスクジラをほとんど捕獲しないとの明

確な決定を行ったことに鑑みて、日本はいかにしてこの調査目的が引き続き実

現可能であるのか説明していない。期限を限定していない時間的枠組、現在に

至るまでの限定的な科学的成果、そして JARPAII とその他の関係調査事業と

の間の顕著な協力の不存在のような、JARPAII の他の側面も、科学調査目的の

ためのプログラムとしての性格付けについて疑問を投げかける。 

 

なお、上記のパラグラフ 226 に言及された、「ザトウクジラは一頭も捕獲されていないが、

日本は、この点について非科学的理由を挙げている。」というポイントには説明が必要であ

ろう。JARPAII は 2005 年から開始されたが、当時 IWC はその膠着状態を解決すべく「IWC

の将来」プロセスと呼ばれる交渉を精力的に進めていた。その関連で、IWC 議長を務めて

いた米国から、同プロセスを進めるためには、最も感情的・政治的センシティビティーが高

いザトウクジラの捕獲を一時見合わせてほしいとの要請があり、副議長であった日本は

「IWC の将来プロセス」を支持するとの立場から、米国の要請を受け入れた。すなわち、

IWC のために行った日本の決断が、ICJ によって JARPAII の科学調査目的のプログラム

としての性格付けについての疑問の原因の一つとされたわけである。 

 

（4） 科学的成果が不十分（パラグラフ 219） 
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JARPAII の科学的成果の度合いも、その科学的目的の重要性に関する議論のポイントのひ

とつであった。これに関し、ICJ は下記に示したように、「2005 年以来の第二期南極海鯨類

捕獲調査（JARPAII）によって約 3600 頭のミンククジラの殺害に関与しているものの、こ

れまでの科学的成果は限定的」であるという判断を下した。 

 

219． 裁判所は、調査計画書が統計学的に有益な情報を得るためにミンククジ

ラについて6年の期間、他の2種について12年の期間を用いていること、

JARPAIIの主要な科学的成果はこれらの期間の後に出てくることが期待され得

ることに留意する。しかしながら、裁判所は、JARPAIIの最初の調査期間

（2005－2006年シーズンから2010－2011年シーズン）が既に終了した（上記パ

ラグラフ119参照）にもかかわらず、日本がこれまでにJARPAIIの結果に基づき

2つの査読論文しか提示していないことを確認する。これらの論文は、JARPAII

の目的に関係しておらず、JARPAIIの実施可能性調査期間中に捕獲された、そ

れぞれ7頭及び2頭のミンククジラから得られたデータに基づいている。また、

日本は科学シンポジウムで発表された3つの発表及び科学委員会に提出した8つ

の論文に言及しているが、後者のうち、6つはJARPAIIの航海記録であり、残り

2つのうちの1つはJARPAIIの実行可能性調査の評価、もう1つはJARPAIIでのシ

ロナガスクジラの非致死的な写真同定に関するものである。JARPAIIが2005年

以降継続して実施されており、約3600頭のミンククジラの捕殺を伴ったという

事実に照らして、これまでの科学的成果は限定的であると思われる。 

 

しかし、ICJ の判断は、日本側にとっては極めて不満かつ不合理なものである。日本は 2012

年 3 月に提出した答弁書の中で、下記のように具体的な論文数をあげて JARPAII の科学的

成果を示したにもかかわらず、これが ICJ の受け入れるところとならなかったのである。 

 

4.113 2010 年の IWCの第 62回年次会合で、日本は JARPA/JARPA II の結果に

基づいて 1988 年から 2009 年までの間に提出された文書/発表のリストを含む

文書を提出した。このリストは 1988 年‐2009 年の間の実績として次のことを

示した。1）合計で 195 点の文書が科学委員会の年次会合、会期間の会合並びに

それ以外の会合に提示された（年間平均で 8.9 文書）。2）合計で 107 点の文書

が査読付きジャーナルに掲載された（年間平均で 4.9 文書）。3）合計で 199 回

の口頭の発表が科学シンポジウムで行われた（年間平均で 9.1 発表/年）。それ

以降も、これらの各カテゴリーで数は増え続けている。〔67〕 

 

ICJ が日本の答弁書の内容を受け入れなかった理由は説明されていない。推測するほかな

いが、ICJ と言えども、捕鯨問題に関する国際的なパーセプションを覆すような判断はでき
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なかったということなのであろうか。 

 

（5） 他の研究機関との連携が不十分（パラグラフ 222） 

 

豪州は、JARPAII が他の科学的プログラムから孤立しており、様々な研究機関との協力関

係もないとして、その科学的性格に疑問があると主張した。この点に関し、ICJ は、「JARPAII

が南極地域の生態系及び環境変化に焦点を当てていることに鑑み、他の内外の研究機関と

の間の更なる協力の証拠が期待された」との見解を示し、他の科学研究機関との連携・協力

に関する情報の欠如を指摘した。判決のパラグラフ 222 は以下のように述べている。 

 

222． 裁判所は、日本の調査機関との協力を示すために日本が援用した証拠が、

JARPAII ではなく、JARPA に関するものであることに留意する。裁判所は、

JARPAII が南極地域の生態系及び環境変化に焦点を当てていることに鑑み、

JARPAII と他の内外の研究機関との間の協力に関するさらなる証拠が期待され

たと考える。 

 

 

これらの批判については、すでに述べた諸点も含め、日本側はその答弁書（2013 年 3 月

9 日提出）と 2013 年 7 月の口頭弁論において詳細な証拠と反論を提示したが、ICJ 側の受け

入れるところとはならなかった。 

 

4. 判決の問題点 

 

この ICJ 判決については、いくつかの重要な問題点を指摘しておく必要がある。 

 

まず第 1 に、上記に挙げられた判決理由からも明らかなように、JARPAII が国際捕鯨取締

条約第 8 条の範疇に入らない、すなわち違法であるとされた理由が、目標サンプル数の科学

的な合理性など、科学的な観点に関するものであるという点である。国際司法裁判所が、法

律ではなく、科学的事項に関する紛争に関して決定を行うことの是非の問題である。 

 

この問題に関しては、反対意見を提出した小和田判事は、「科学者が異なる見解を有して

いる科学的問題の法的評価に司法裁判所又は司法機関が関与する場合には、司法機関には

その権限につき内在的限界があり、その限られた機能の枠を超えて存在する領域に迷い込

むことによって、法の執行官としての権限を超えてはならない。」〔68〕との見解を述べてい

る。また、小和田判事は、「司法機関の役割が、リスク評価を行う権限を付与された構成国

の行ったリスク評価を審査することになっている制度のもとで、その機関がこの権限を超
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えてリスク評価者になってしまう場合には、本来のリスク評価者の評価を自らの科学的判

断に置き換えることによって、新たな審査を行っているのであり、従って司法機関の機能を

逸脱することになる。」（37 項）、「本件紛争の唯一の決定的問題は JARPAII の計画が「科学

的研究のため」であったか否かにあるのであって、同計画が条約の目的を達成するための科

学的研究の計画として優れたレベルといえるものだったか否かでではない。後者は IWC 科

学委員会が審査すべき問題である。」〔69〕とも述べており、司法機関である ICJ がその権

限を越えて科学的事項に関する判断を行っていることを指摘した。 

 

また、ユスフ判事も、「ICJ が法的問題に関する評価ではなく、通常は IWC 科学委員会の

権限に属する仕事であるところの、科学プログラムの設計と実施、その目的に照らしての合

理性に関して評価を行ったことは残念である。」〔70〕と述べ、小和田判事と同様の見解を述

べている。 

 

日本側は JARPAII の科学的な成果を証明するために、IWC 科学委員会の報告書から

JARPAII の成果を認めた部分を引用し、ICJ に提出したが、これは採用されず、豪州側の主

張である科学雑誌に掲載された学術論文という形での成果が少ないという点が採用された。

JARPAII の目的が、純粋な学術的な成果の追求ではなく、IWC における鯨類資源の保存管

理への貢献であり、したがってその科学論文は一義的には IWC 科学委員会に提出されてき

たことを考えると、豪州の主張と、それを採用した ICJ の判断には疑問が多い。加えて、

IWC 科学委員会は毎年 200 名近い世界の科学者が参加し、そこでの議論や合意は鯨類の科

学に関する最も権威の高いものであると言えることを考えると、法的機関である ICJ が科学

委員会の見解を採用しない動機はどこに存在するのか。 

 

いずれにしても、捕鯨問題に関する ICJ 判決は、もっぱら科学的な問題について、司法機

関である ICJ が専門科学機関の評価と一致しない評価を行うという悪しき前例を作り出し

たという側面がある。今後、これが他の科学的側面が重要な要素である国際紛争において前

例となるのか、あるいは、捕鯨問題は孤立した例外として扱われるのか（その場合はなぜ捕

鯨問題が例外として扱われることが国際的に正当化し得るのか）、について注目していく必

要があろう。 

 

第 2 の重要問題は、挙証責任の問題である。本件訴訟は、原告である豪州が、日本の第二

期南極海鯨類捕獲調査（JARPAII）が国際捕鯨取締条約第 8 条に規定された科学調査ではな

く疑似商業捕鯨であるとの訴えを行ったことから開始されたが、通常この場合、訴えを行っ

た豪州側にその主張の根拠を示す挙証責任が存在すると考えられる。しかし、本件訴訟にお

いては、ICJ は被告である日本に対して JARPAII が国際捕鯨取締条約で正当化される科学調

査であることを証明することを求め、これが不十分であるとして JARPAII が違法であると
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の判断を下したと思われる。うたがわしきは罰せよ、である。 

 

たとえば、判決のパラグラフ 68 は、以下を述べている。 

 

68． これに関して、裁判所は、この紛争が条約第 8 条に基づき特別許可書を与

えるという ICRW 締約国による決定から生じていることに留意する。プログラ

ムにおける致死的手法の利用が科学的調査の目的のためであるという締約国に

よる判断は、そのような決定に内在するものである。よって、裁判所は、特別

許可書を与えた国がかかる判断の客観的な根拠を説明しているかに注目する。 

 

また、前述の ICJ 判決のパラグラフ 227 は、「…（日本により提供された）証拠は、プロ

グラムの計画及び実施が記述された目的を達成することとの関係で合理的であることを立

証していない。」と述べている。 

 

すなわち、日本側が提出した証拠は、JARPAII の調査プログラムの設計と実施の内容が

JARPAII の目的達成との関連で合理的なものであるとは証明していないとして、日本側の説

明の不備を判決の理由と明記している。ほかにも ICJ 判決は、日本側の説明や証拠の内容に

関して、「疑問が残る」等の見解を表明しており、明らかに挙証責任を被告である日本に求

めていると解釈できる。 

 

この挙証責任の転換は、判決に対する反対意見を提出したアブラハム判事も指摘してい

る〔71〕。 

 

 

4. ICJ 判決が支持した日本の見解 

 

ICJ 判決は JARPAII の停止を命じたことから、国内外で日本の完敗と報道され、また反捕

鯨国のメディアや反捕鯨 NGO は、同判決が将来の南極海における鯨類捕獲調査や、果ては

すべての捕鯨を禁止したかのような報道や主張を展開してきている。今後もこのような誤

ったパーセプションの流布と強化が続けられることは想像に難くない。 

 

他方、ICJ 判決は、鯨類捕獲調査に関する法的枠組などについて、むしろ日本側の主張を

受け入れた重要な見解を数多く提示した。 

 

例えば、国際捕鯨取締条約の目的は鯨類の保護か鯨類資源の持続的利用であるかが争点

のひとつであり、本件訴訟の中心的テーマのひとつであった。この問題に関して、豪州は本
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件条約が採択された 1946 年当時は鯨類資源を利用することが国際社会の関心であったかも

しれないが、時代は変わり、商業捕鯨モラトリアムの採択、一連の鯨類捕獲調査反対決議、

国際社会のクジラに関するパーセプションの変化などから、いまや条約の目的は変化し、鯨

類の保護になった、したがって、致死的調査はごく例外的な場合のみ認められるべきである

との趣旨の主張を行った。豪州の主張は訴訟の過程でニュアンスが変化していったが、基本

的論点は不変であった。 

 

これに対して、日本側は、国際捕鯨取締条約の目的は条約前文に明記されており、鯨類資

源の保存とそれを通じた鯨類資源の持続可能な利用である、これは商業捕鯨モラトリアム

の採択などの条約附表の修正や法的に拘束力のない決議の採択により変化し得ないとの反

論を行った。 

 

この論点に関する ICJ の判断は判決のパラグラフ 56 に示されている。 

 

56． ICRW の前文は、条約が持続可能な鯨の捕獲を認める一方で、全ての鯨種

の保存を確保するとの目的を追求していることを示している。こうして、前文

の第１段落は、「鯨族という大きな天然資源を将来の世代のために保護すること

が世界の諸国の利益である」と認めている。同様に、前文の第２段落は「これ

以上の濫獲から全ての種類の鯨を保護する」との要求を表明し、第５段落は、

「現に数の減ったある種類の鯨に回復期間を与える」必要性を強調している。

しかしながら、前文はまた、第３段落で「鯨族が繁殖すればこの天然資源を損

なわないで捕獲できる鯨の数を増加することができる」ことに留意し、第４段

落で「広範囲の経済上及び栄養上の困窮を引き起こさずにできるだけすみやか

に鯨族の最適の水準を実現することが共通の利益である」こと、及び、第５段

落で「捕鯨作業を捕獲に最もよく耐え得る種類に限らなければならない」こと

を付言し、鯨類の捕獲に言及している。さらに、ICRW の目的は前文の最終段落

でも示されており、締約国が「鯨族の適当な保存を図って捕鯨産業の秩序のあ

る発展を可能にする条約を締結することに決定した」と規定する。附表の修正

及び IWC の勧告が条約により追求される目的のいずれか一方を強調すること

はあっても、条約の趣旨及び目的を変更することはできない。 

 

このパラグラフの最終部分は、明確に日本側の主張を認めた見解である。また ICJ が国

際捕鯨取締条約の目的が、時代とともに変化したわけではなく、鯨類資源の適切な保存を通

じた捕鯨産業の秩序ある発展、言い換えれば鯨類資源の持続的利用であることを確認した

ことは、今後の国際捕鯨委員会（IWC）における議論に大きな影響を与え得る。クジラを資

源ではなく保護すべき特別な動物として扱う動きにさらされ続けている IWC での、日本な



107 

ど持続的利用支持派の主張にとっては大きな支えとなる重要な判断である。 

 

 

また、クジラを特別な動物と見る考え方とも関連して、豪州とニュージーランドは、クジ

ラを実際に捕獲して生物学的データや組織サンプルを収集する致死的調査は、例外的な状

況のみで認められるべきであり、同様なデータを収集する非致死的調査手法がまったく存

在しない場合のみ採用していいとする主張を行った。非致死的調査手法が同等のデータを

収集することができるか否かは、収集するデータの種類ごとに（年齢の査定か、食性の定性

的な情報か、定量的な情報か、など）、高度に科学的な議論を必要とする問題であり、IWC

科学委員会においても統一見解がないことを考えると、この主張の検討は単純ではないが、

ICJ は法的観点から以下の判断を提示した。 

 

83． 第8条は、致死的手法の利用を明示的に企図しており、裁判所は、豪州と

ＮＺが自ら依拠している勧告的な決議及びガイドラインの法的な重要性を誇張

しているとの見解である。第一に、多くのIWC決議は、この条約の全ての締約

国の支持、特に日本の同意なく採択されている。したがって、そのような文書

は、条約法に関するウィーン条約第31条3（ａ）及び（ｂ）の意味の範囲内に

おける、ICRW第8条の解釈に関する後にされた合意とも、後に生じた慣行であ

って、条約の解釈についての当事国の合意を確立するものともみなすことがで

きない。  

第二に、実体的な問題として、コンセンサスによって採択されてきた関連する

決議及びガイドラインは、締約国に対して、調査目的が非致死的手法を用いる

ことによって実用的かつ科学的に達成可能かどうか考慮するよう求めている

が、それらは、致死的手法が他の手法が利用可能でない場合にのみ利用される

という要件を確立していない。  

しかしながら、裁判所は、ICRW の締約国は IWC 及び科学委員会と協力する義

務を有し、したがって、非致死的な代替手法の実行可能性の評価を求める勧告

に然るべく考慮を払うべきと考える。裁判所は、JARPAII に関する当事者の議

論を検討する際に、この点を改めて論じる（パラグラフ 137 参照）。 

 

ここでは、「第 8 条は、致死的手法の利用を明示的に企図しており、裁判所は、豪州と NZ

が自ら依拠している勧告的な決議及びガイドラインの法的な重要性を誇張しているとの見

解である。」と述べるとともに、「・・・・・関連する決議及びガイドラインは、締約国に

対して、・・・・・致死的手法が他の手法が利用可能でない場合にのみ利用されるという要

件を確立していない。」との判断が行われている。これについても、日本側の観点からすれ

ば妥当な判断である。 
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鯨類捕獲調査において、データやサンプルを収集した後の鯨体を副産物として販売して

いることが、反捕鯨団体などから疑似商業捕鯨であるとの批判を招いているが、国際捕鯨取

締条約第 8 条第 2 項は、以下のように規定しており、鯨体の販売は合法であるばかりでは

なく、むしろ浪費を行わないための義務（shall）として規定されている。 

 

2．前記の特別許可書に基いて捕獲した鯨は、実行可能な限り加工し、また、取

得金は、許可を与えた政府の発給した指令書に従って処分しなければならない。 

 

この点に関しても、ICJ は、鯨肉の販売のみをもって、その鯨類捕獲調査が条約第 8 条の

範疇外となる商業捕鯨であるとは言えないとの判断を下した。 

 

94． 両当事国及び訴訟参加国が受け入れているとおり、条約第8条2は、第8条

1のもとで付与された特別許可書に基づく鯨の捕殺に付随的な鯨肉の加工及び

販売を認めている。  

裁判所の見解では、プログラムが鯨肉の販売及び調査資金を賄うための取得金

の使用を伴うという事実は、それのみをもって、特別許可書を第８条の範囲外

に位置付けるには十分ではない。プログラムにおける致死的サンプリングの利

用の規模といった、捕鯨が科学的調査以外の目的であることを示すかもしれな

い他の要素が精査されなければならない。特に、締約国は特別許可書が付与さ

れる調査の資金を賄うために、プログラムの記述された目的を達成することと

の関係で合理的な範囲を超える規模の致死的サンプリングを用いることはでき

ないだろう。 

 

 

国際捕鯨取締条約の目的に関する議論とも関連するが、豪州などの強硬な反捕鯨国は

IWC が商業捕鯨再開につながる活動を行うことに対しては強く反発し、事実、商業捕鯨の

管理システムである改定管理制度（RMS）に関する協議について、豪州は一時議論にさえ

参加しないとの態度をとっていた。しかし、近年反捕鯨国は、鯨類捕獲調査に関しては、そ

の捕獲の鯨類資源に対する影響を商業捕鯨捕獲枠計算方式である改定管理方式（RMP）を

用いて検証すべきとの議論を行うようになってきている。これは、IWC 科学委員会におい

て RMP を極度に保守的な前提で適用することを通じて、捕獲枠の算出を極めて困難とする

とのアプローチが成功してきていることを背景にした主張、すなわち RMP を捕鯨再開阻止

の手段とみている主張であると理解される。他方、下記の ICJ の見解を文字通りに解釈す

れば、本件訴訟の参加国である日本、豪州、ニュージーランドは、IWC は RMP に従って、

商業捕鯨捕獲枠の計算を行っていくことが、IWC としての鯨類資源管理手段であると合意
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したことになる。今後の IWC における議論において、この見解がどのような役割を演ずる

か、興味深いところである。 

 

107．RMP については簡単な説明を要する。両当事国は、RMP の実施は完了し

ていないが、RMP が控えめかつ予防的な管理ツールであり、依然として IWC の

適用可能な管理方式であることに同意する。豪州は、RMP が、資源量推定の不

確実性を考慮しており、かつ「推定が困難である生物学的パラメーターに依拠

しない」ことから、IWC が以前に捕獲制限を設定するために開発したメカニズ

ムである「NMP が直面した困難を克服している」と主張する。日本は RMP の

こうした性格付けに反論し、RMP の実施には各段階において「膨大な量の科学

的データ」を必要とすると主張する。したがって、両当事国は JARPA及びJARPAII

によって収集されたデータが RMP に寄与するかどうかに関して合意していな

い。 

 

致死的調査手法の使用に関し、ICJ はパラグラフ 224 の前半において、「致死的調査手法

の採用そのものは、第二期南氷洋鯨類捕獲調査（JARPAII）の調査目的に照らして、非合理

的であるとはいえない。」という見解も述べている。慎重な表現ではあるものの、調査目的

によっては致死的調査手法の採用は合理的であるとの判断であり、これも豪州にとっては

望ましくない見解である。 

 

 

また、ICJ 判決はそのパラグラフ 246 の後半で、日本が将来特別許可に基づく鯨類捕獲

調査を計画する場合には、本件判決で ICJ が提示した論理と結論を考慮することを期待す

るとの見解を表明した。 

 

246． 裁判所は、日本が、第 8 条の意味する科学的調査の目的のためとは言え

ない特別許可書による捕鯨を認可し又は実施することを控えるよう求める追加

的な救済を豪州が要請していることについては、そのような追加的な救済措置

を命ずる必要性を見出さない。かかる義務は既に全ての締約国に適用されてい

る。日本は条約第 8 条のもとでのいかなる将来的な許可書を与える可能性を検

討する際にも、この判決に含まれる理由付け及び結論を考慮することが期待さ

れる。 

 

すなわち、ICJ 判決は鯨類捕獲調査に関する国際捕鯨取締条約の基本的な枠組みや解釈

を変更するものではなく、パラグラフ 246 で示されたように、ICJ が提示した論理と結論

に従う限りにおいて、鯨類捕獲調査の実施を認めたものである。 
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6. ICJ 判決を受けての日本政府の対応と新南極海鯨類科学調査計画 

 

この ICJ 判決を受けて、判決同日、2014 年 3 月 31 日に日本政府は官房長官談話を発出し

た(Appendix 2 参考資料 6)。談話では、判決の内容は「残念であり、深く失望」している

としたうえで、「しかしながら、日本は、国際社会の基礎である国際法秩序及び法の支配を

重視する国家として、判決に従う」と述べている(談話第 2 項)。また、「今後の具体的な対

応については、判決の内容を慎重に精査したうえで、真摯に検討する」として(談話第 4 項)、

対応策の検討に入った。 

 

官房長官談話の第 4 項を受けた検討の結果、同年 4 月 18 日、林農林水産大臣は ICJ 判決

への日本の対応方針について農林水産大臣談話を発出し、具体的なステップを示した

(Appendix 2 参考資料 7)。これが ICJ 判決に関する日本政府の方針となる。 

 

農林水産大臣談話は、まず基本方針として下記を確認する。 

 

判決は、国際捕鯨取締条約の目的の一つが、鯨類資源の持続可能な利用である

ことを確認しています。これを踏まえ、我が国は、今後とも関係府省連携のも

と、国際法及び科学的根拠に基づき、鯨類資源管理に不可欠な科学的情報を収

集するための鯨類捕獲調査を実施し、商業捕鯨の再開を目指すという基本方針

を堅持します。   

 

これは、ICJ 判決パラグラフ 56 で確認された「ICRW の目的は前文の最終段落でも示さ

れており、締約国が「鯨族の適当な保存を図って捕鯨産業の秩序のある発展を可能にする条

約を締結することに決定した」と規定する。附表の修正及び IWC の勧告が条約により追求

される目的のいずれか一方を強調することはあっても、条約の趣旨及び目的を変更するこ

とはできない。」という見解を受けたものである。また、「科学的情報を収集するための鯨類

捕獲調査を実施し、商業捕鯨の再開を目指す」ことは、いわゆる商業捕鯨モラトリアムを規

定し、実際は捕鯨再開の規定を定めたと理解できる条約附表第 10 項(℮)と整合する。 

 

この基本方針に基づき、大臣談話は 2014 年(平成 26 年度)について、次の具体的措置を

打ち出した。 

 

（一）南極海においては、判決に従い、第二期南極海鯨類捕獲調査（JARPAⅡ）

を取り止めます。  
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（二）北西太平洋鯨類捕獲調査においては、第二期北西太平洋鯨類捕獲調査

（JARPNⅡ）について、判決に照らし、調査目的を限定するなどして規模を縮

小して実施します。  

（三）なお、平成二十七年度の調査計画の策定を踏まえつつ、判決の趣旨も考

慮し、北西太平洋における DNA の採取などの非致死的調査の実行可能性に関す

る検証の実施など、必要な対応策を講じます。 

 

ICJ 判決の直接的な対象となり、調査許可の取り消しを命じられた JARPAII については、

これを取りやめることを明記した。2013・2014 年期の JARPAII については、判決の時点

ですでに調査が終了していたため、取りやめの対象は 2014 年終盤から開始される予定であ

った 2014・2015 年期の調査である。他方、科学的データの継続的収集の重要性の観点から、

同年期の調査については、致死的調査手法を伴わない目視調査などを実施することが決定

され、調査船が派遣された。 

 

北西太平洋において実施されてきた第二期北西太平洋鯨類捕獲調査（JARPNⅡ）は、ICJ

判決の直接の対象とはなっていない。しかし、判決パラグラフ 246 において、「日本は条約

第 8 条のもとでのいかなる将来的な許可書を与える可能性を検討する際にも、この判決に

含まれる理由付け及び結論を考慮することが期待される。」とされたことから、JARPNII の

実施についても、判決が南極海の JARPAII を国際捕鯨取締条約第 8 条の範疇の外であると

判断した根拠となった諸条件に対応する必要性が認識された。その結果、2014 年の

JARPNII について、致死的調査手法と非致死的調査手法の比較実験の導入や、捕獲対象鯨

種や捕獲サンプル数の見直し・縮小を行った(Appendix 2 参考資料 8)。 

 

また、大臣談話は 2015 年(平成 27 年度)以降の鯨類捕獲調査についても、以下の方向性

を打ち出した。 

 

平成二十七年度以降の南極海及び北西太平洋の鯨類捕獲調査については、本年

秋ごろまでに、判決で示された基準を反映させた新たな調査計画を国際捕鯨委

員会科学委員会へ提出すべく、関係府省連携のもと、全力で検討を進めます。 

その際、内外の著名な科学者の参加を得るとともに、国際捕鯨委員会科学委員

会のワークショップでの議論、他の関連する調査との連携等により、国際的に

開かれた透明性の高いプロセスを確保します。  

 

 

すなわち、日本政府としては、判決パラグラフ 246 を受けて、南極海と北西太平洋の双

方の鯨類捕獲調査について、判決で提示された諸条件に対応した新たな調査計画を策定し、
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これを IWC 科学委員会に提出することを宣言したわけである。 

 

この宣言を受けて、反捕鯨 NGO や反捕鯨国のメディアは、「ICJ 判決にもかかわらず日

本は新たな調査計画に着手した」と騒ぎ立てたが、判決パラグラフ 246 と国際捕鯨取締条

約の目的は不変であり、鯨類資源の持続的利用であるとした判決パラグラフ 56 などに照ら

せば、日本の宣言は「ICJ 判決に則って日本は新たな調査計画に着手した」のである。ここ

にも、ICJ 判決を巡って、いかに日本が国際社会に反した行動をとろうとしているかという

イメージを作り上げようとする意図を読み取ることができる。 

 

上記の引用の後半部分は、これに対抗しようとする日本側に対策のひとつを示している。 

 

ICJ は、過去の鯨類捕獲調査の立案過程や調査実施過程の透明性が低く、その科学目的に

疑問があるとの指摘も行った。鯨類捕獲調査が反捕鯨 NGO の過激な妨害の対象であること

や、いかなる条件のもとでも捕鯨は認めないとの反捕鯨勢力の立場からすれば、日本が鯨類

捕獲調査に関する情報の取り扱いに神経を使ってきたことは自然である。しかし、これが

ICJ での議論ではマイナス要因となったことも否定しがたい。そこで、大臣談話では、新調

査計画の立案過程において最大限の透明性を確保し、新調査計画の科学的正当性を訴える

というアプローチを選択した。そのため、新調査計画案が骨子の段階から内外の科学者から

の意見を求め、また、過去の調査計画案では科学委員会への提出後も秘扱いとしたが、新調

査計画案は、科学委員会に提出と同時に IWC 加盟各国に回章し、さらに水産庁ホームペー

ジに掲載して一般公開した。 

 

７．第 65 回 IWC 総会での議論 

 

このような状況のもとで、2014 年 9 月、スロベニアのポルトロシュにおいて第 65 回 IWC

総会が開催された。3 月の ICJ 判決、4 月の農林水産大臣談話に基づく南極海での新調査計

画立案の動きを受けて、この IWC 総会は IWC 加盟国、反捕鯨 NGO、そしてマスコミの強

い関心を呼んだことは想像に難くない。 

 

反捕鯨勢力は ICJ 判決後の最初の IWC 総会において、日本が ICJ 判決が具現した国際

社会の態度に反して捕鯨を強行しようとしているとのイメージ・パーセプションを確立す

ることを狙い、マスコミは日本と豪州などの大論争を期待したわけである。 

 

ICJ 判決の当事国である、日本、豪州、ニュージーランドはどのような方針をもって第 65

回総会に臨んだのか。まず、注目すべきは、IWC のルールに従って各国が書面で提出する

オープニング・ステートメントの内容である。習慣として、各国はオープニング・ステート
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メントには当該総会に臨む基本的対応方針を盛り込むこととなっている。 

 

まず、豪州のオープニング・ステートメントの ICJ 判決関係部分は以下のように述べる

(Appendix 2 参考資料 9)。 

 

2014 年 3 月 31 日に国際司法裁判所によって行われた判決を受けて、今回の総

会は判決の原則を IWC の機能に取り込む機会を提供している。 

64 ページの判決全文と 12 ページの判決要約は ICJ のホームページに掲載され

ている。豪州としてはすべての政府代表が判決を読むことを促したい。なぜな

らば、(判決を理解するための)最良のアプローチは権威ある判決そのものによ

ることである。 

ICJ は、JARPAII が条約第 8 条に従った科学調査を目的とするプログラムでは

ないと結論した。豪州は、日本は「JARPAII に関連して付与した、鯨類を殺し、

捕獲し、処理するいかなる現存の認可、許可又は免許も撤回し、当該プログラ

ムを続行するための条約第 8 条第 1 項のもとでの、いかなる許可書のさらなる

付与も差し控えることを決定する」との ICJ の決定を歓迎する。国際法の最高

府である国際司法裁判所の言葉は自明である。我々の行うべきことは、責任あ

る国際機関として、IWC が ICJ からの指針を検討し、その判決を委員会の行動

に組み込むことのみである。したがって、豪州はニュージーランドの提案によ

る決議が採択されることを推奨する。 

 

ニュージーランドのオープニング・ステートメントはより簡潔である。 

 

第 64 回 IWC 総会以来の最も重要な問題は、南極における捕鯨訴訟についての

国際司法裁判所の決定である。ICJ 判決に含まれる理由付け及び結論が、将来

の IWCによる特別許可プログラム(鯨類捕獲調査)の検討において完全に考慮さ

れることを確保することが不可欠である。ニュージーランドは、これを達成す

るための IWC での議論を可能とするために、決議案を提出した。 

 

両国が、ICJ 判決を受けて高らかに勝利宣言を行い、IWC に対して捕鯨の完全禁止を求

めることを期待した NGO やマスコミは少なくないはずである。その期待に反したともいえ

る両国のオープニング・ステートメントについては、下記に考察する。 

 

すでに新調査計画の策定を宣言した日本のオープニング・ステートメントは、より具体的

かつ、主張が明確である。 
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2014年3月31日、国際司法裁判所は、捕鯨訴訟（南極海における捕鯨（オース

トラリア対日本：ニュージーランド訴訟参加）について判決を下し、「日本

が、JARPAIIに関連して付与した、いかなる現存の認可、許可又は免許も撤回

し、当該プログラムを続行するための、いかなる許可書のさらなる付与も差し

控えること」を決定した。同時に、判決は、国際捕鯨取締条約の目的は、「鯨

族の適当な保存を図って捕鯨産業の秩序のある発展を可能にする」ことを含む

こと、および、「附表の修正及びIWCの勧告が条約により追求される目的のい

ずれか一方を強調することはあっても、条約の趣旨及び目的を変更することは

できない」ことを確認した。さらに判決は、「日本は条約第8条第1項のもとで

のいかなる将来的な許可書を与える可能性を検討する際にも、この判決に含ま

れる理由付け及び結論を考慮することが期待される」と述べるとともに、「裁

判所は、致死的手法の利用自体は、JARPAIIの調査目的との関連で不合理では

ないと認める」と述べている。他方、ICJは、「JARPAIIに関連して日本によっ

て与えられた特別許可書は、国際捕鯨取締条約の第8条第1項の規定の範囲に収

まらない」と認定した「理由付け及び結論」を提示した。 

本件判決を考慮し、日本は2014年4月18日、農林水産大臣談話を通じて対応方

針を表明した。日本としては、本年（2014年）の秋までに、ICJ判決に言及さ

れた基準を反映し、国際法と科学的根拠に基づいた新調査計画をIWC科学委員

会に提出する。日本は、今回の第65回IWC総会の場において、ICJ判決と、関

連する特別許可（鯨類捕獲調査）問題について、その方針を説明し、情報を共

有する意向である。 

 

第65回IWC総会に臨むにあたり、日、豪州、ニュージーランドの間には一つの共通認識

があったと言える。すなわち、IWC総会の場において、ICJにおける議論を繰り返したり、

判決の内容に関する解釈の違いについて議論を行うことには、何らメリットはなく、生産

的でもないという点である。豪州とニュージーランドのオープニング・ステートメントの

内容は、この認識に基づいており、したがって、ICJ判決の勝利宣言を前面に出すのではな

く、ニュージーランド決議案の採択を通じて、「ICJ判決に含まれる理由付け及び結論が、

将来のIWCによる特別許可プログラム(鯨類捕獲調査)の検討において完全に考慮されるこ

とを確保すること」で「判決の原則をIWCの機能に取り込む」ことを求めたのである。 

 

また、豪州とニュージーランドには、ICJ判決の解釈論争が始まれば、前述したように、

同判決が、鯨類の持続的利用が依然として国際捕鯨取締条約の目的のひとつであることを

認定したことなど、両国にとって望ましくない事実がIWC総会という場で議論されること

への懸念があったのではないかと思われる。 
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他方、日本のオープニング・ステートメントの関心と意図は、ICJ判決について、商業捕

鯨モラトリアムのケースと同様に、誤ったパーセプションが定着することを阻止し、さら

に、IWC科学委員会に対し南極海における新調査計画を提出することの法的な正当性を確

実に伝えることにあった。そのため、ICJ判決の関係するパラグラフに具体的に言及し、

ICJ判決が鯨類資源の持続的利用を認め、新たな南極海での鯨類科学調査が行われることを

想定している（禁止していない）ことを示したのである。 

 

第65回IWC総会においてICJ判決を巡って議論が紛糾することを回避するため、IWCの

「内閣」であるビューローは、総会に先立つ2014年6月、次のような決定を行っている

[72]。 

 

豪州と日本は（ニュージーランドとも協力して）ICJ判決のIWCへの影響を概

説した共同文書をIWCに提出することを提案した。 

 

すなわち、ICJ判決の当事国である日本、豪州、ニュージーランドで、ICJ判決の意味す

るところについて共同でプレゼンテーションを行うことで、判決に関する不必要な論争を

回避するとともに、三か国が、判決を受けて、協力的な関係を構築しつつあることを示す

狙いがあったわけである。 

 

しかし豪州は、後日になってビューロー会合の決定を覆し、共同プレゼンテーションを行

わないと通告した。その理由は、豪州のオープニング・ステートメントにある通り、「64 ペ

ージの判決全文と 12 ページの判決要約は ICJ のホームページに掲載されて」おり、日本、

豪州、ニュージーランドが作成する共同プレゼンテーション（その作成の過程では、IWC 総

会の場で判決全文を説明するわけにはいかないことから、何らかの取捨選択が行われざる

を得ない）ではなく、「豪州としてはすべての政府代表が判決を読むことを促したい。なぜ

ならば、（判決を理解するための）最良のアプローチは権威ある判決そのものによることで

ある。」からである。 

 

結局のところ、第 65 回 IWC 総会では日本ができる限りバランスのとれた観点からプレ

ゼンテーションを行った〔73〕。豪州とニュージーランドは、日本のプレゼンテーションに

修正、補足、反論の必要性を見出す場合には、彼らも独自のプレゼンテーションを行うこと

ができるという理解のもとである。日本としては、豪州の求めるように、各国政府代表が判

決全文を読むことは期待できず、したがって、反捕鯨 NGO やメディアが流す「ICJ 判決は

将来の南極海での調査を含めすべての捕鯨を禁止した」というパーセプションをうのみに

する可能性が高いと判断し、単独でもプレゼンテーションを行うこととしたわけである。 
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豪州とニュージーランドは日本のプレゼンテーションに続いて、それぞれ短い発言を行

ったが、日本のプレゼンテーションに反対したり、その内容に強く反論したりするようなも

のではなかった。また、他の政府代表からもほとんど質問や発言は行われなかった。 

 

このように第 65 回 IWC 総会における ICJ 判決そのものに関する議論が、いくらか拍子

抜けするものであった理由としては、いくつか考えられる。一つには共同プレゼンテーショ

ンは行われなかったものの、ICJ 判決の主要な内容について事実に基づいたプレゼンテー

ションが行われたことから、誤ったパーセプションを前提とした主張ができなかったこと

が挙げられる。捕鯨に反対する立場からすれば、誤ったパーセプションを広げる動機がある

が、判決文を引いたプレゼンテーションが行われては、少なくとも IWC 総会の場では「す

べての捕鯨が禁止された」等の誤った主張はできない。もう一つの理由としては、前述した

ように、ICJ 判決は、国際捕鯨取締条約の目的が依然として鯨類資源の持続的利用を含むこ

とを確認し、また科学調査手法としての致死的調査を認めるなど、反捕鯨の立場からすると

都合の悪い内容を多く含むものであったこともあろう。判決がこのような内容を含んでい

なかったとすれば、鬼の首を取ったような捕鯨反対の主張が行われ、日本を含む捕鯨支持国

への政治的圧力が高まっていたことは想像に難くない。 

 

さらに、次に述べるように、ニュージーランドが提案し、豪州のオープニング・ステート

メントにも言及された、「ICJ 判決に含まれる理由付け及び結論が、将来の IWC による特

別許可プログラム（鯨類捕獲調査）の検討において完全に考慮されることを確保すること」

を目的とする決議案に、すでに IWC 総会の関心が移っていたことも、ICJ 判決そのものに

関する議論が低調であったことの背景にある。 

 

事実、第 65回 IWC 総会の多くの時間がニュージーランド決議提案の議論に費やされた。

各国は、日本とニュージーランドを中心に、決議案の文言についてコンセンサスを達成すべ

く一般的には建設的な議論を行った。IWC 総会での議論は、時には感情的で、各国の理解

を得ることよりはマスコミや NGO 受けのする発言が多く、それが国際機関としての機能不

全につながり、これに危機感を抱いた関係者による「IWC の将来」プロジェクトへと展開

したのであるが、本件決議をめぐる議論には従来の IWC での典型的な対立構図とはやや異

なる雰囲気があったことが注目される。しかし、結果としてニュージーランド決議案は捕鯨

支持国と反捕鯨国の双方から批判的なコメントにさらされることとなったのである。 

 

日本の主張は、同決議案は、鯨類捕獲調査の実施にあたって IWC 総会の許可を求める内

容となっており、これは調査実施における締約国の権利を規定した国際捕鯨取締条約第 8 条

に反しており、さらに、ICJ 判決の内容も越えているというものである。他方、近年いわゆ

るブエノスアイレス・グループを形成し、強硬な反捕鯨方針をとる南アメリカ諸国は、同決
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議は鯨類捕獲調査の実施を正当化するものであり、いかなる条件下でも鯨類捕獲調査を認

めないとする彼らの立場とは相容れないとして、反対の立場を取った。 

 

連日にわたり、双方が受け入れることができる案文の模索が行われたが、溝を埋めるこ

とはできず、最終的には基本的にニュージーランド提案の原文を踏襲した決議案が投票に

かけられた。IWCにおける決議は法的拘束力を持たず、その採択には単純過半数の得票が

求められる。なお、法的拘束力を有する鯨類の捕獲枠の設定などは条約附表の修正をもっ

て行われ、採択には4分の3の得票が求められる。 

 

投票の結果、決議案は賛成35票、反対20票、棄権5票で採択された。特筆すべきは、反

対票には日本などの捕鯨支持国とブエノスアイレス・グループの反捕鯨国の双方が含まれ

ていたということである。これについては今後の展開を見る必要があるが、従来一枚岩で

あった反捕鯨国の中に、捕鯨反対の立場は維持しながらも、交渉アプローチを異にする勢

力が表れてきていることを示すものであろう。この兆候は、「IWCの将来」プロジェクト

の過程でも見られたものであり、今後の捕鯨問題の帰趨を見るうえで重要な視点のひとつ

である。 

 

最終的に採択された決議2014－5〔74〕の主文パラグラフ3が、日本が指摘した問題のパ

ラグラフである。 

 

3．以下を満たすまでは、既存の調査プログラム、あるいは全ての新たな鯨類

調査プログラムのもとにおいて、鯨類を捕獲するためのさらなる特別許可を発

給しないことを（締約国に）求める。 

 

（ａ）上記パラグラフの指示に従い科学委員会が調査プログラムを検討し、

IWC総会に助言を提供すること、および 

（ｂ）IWC総会が科学委員会の報告書を検討し、特別許可プログラムの提案者

が上記のレビュー手続きに従って行動したか否かを評価すること、および 

（ｃ）IWC総会が、適切と判断した場合、国際捕鯨取締条約第6条に従って、

当該特別許可プログラムの可否について勧告を行うこと 

 

特に、3.(c)は、IWC総会の勧告が鯨類捕獲調査実施の条件として規定されており、日本

の見解ではこれが国際捕鯨取締条約第8条と相容れない。他方、決議案の提案者であるニ

ュージーランドは、この規定はあくまで法的拘束力のない勧告であり、国際捕鯨取締条約

には反していないとの立場である。もちろん、法的拘束力のない勧告とはいえ、将来の

IWC総会が決議2014－5の主文パラグラフ3のもとで鯨類捕獲調査の実施に否定的な勧告を
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採択すれば、その調査に関する国際的なイメージにはマイナスの影響を与える。当然、反

捕鯨NGOやメディアは、勧告に法的拘束力はないことには言及せず、「国際ルールに反し

た調査」とのレッテルを張り、喧伝するであろう。国際的なイメージ合戦という観点から

は、たとえ法的拘束力のない勧告でも十分な威力を有するのである。 

 

このニュージーランド決議の採択を受けて、日本は、ICJ判決に則り、その提示した諸条

件に対応した南極海での新たな調査計画を提出する意向であること、そして、2015・16年

の南半球の夏季からその調査を実施に移す意向であることを表明した。 

 

本論文執筆時点においては、IWC決議2014‐5が新南極海鯨類科学調査や特別許可による

鯨類捕獲調査全般の議論にどのような影響を及ぼすかは明確ではない。他方、ニュージー

ランド決議をめぐる議論の過程では、主文パラグラフ3.(c)を除いては、捕鯨支持国とブエ

ノスアイレス・グループ以外の反捕鯨国との間に大きな意見の相違はなく、また、決議案

に含まれる特別許可調査計画案の科学委員会における検討の指針についても、従来科学委

員会が行ってきた検討指針を大きく変えるものとはならないという一般的な理解があっ

た。したがって、科学委員会における議論に関する限り、ニュージーランド決議は大きな

影響を及ぼさないのではないかと予想された。 

 

もちろんこれは科学委員会が特別許可調査計画案について一致した見解や合意を達成す

るということを意味しない。従来通り意見は一致せず、賛否両論が表明されるということ

となる。 

 

IWC 総会は 2012 年以降、毎年の開催から隔年開催に移行した。毎年不毛な議論を繰り返

し、何ら生産的な成果が期待できないことで、行政経費を浪費しているという感覚が捕鯨支

持国と反捕鯨国の双方に多かれ少なかれあったことから、隔年開催に関する合意が成立し

たのである。余談になるが、この隔年開催に最も反対したのは、活動の機会をそがれると感

じた反捕鯨 NGO であった。 

 

いずれにせよ、次回 IWC 総会は 2016 年となることから、当然反捕鯨国からは、日本が

提案する新南極海鯨類科学調査の実施を一年延期し、採択されたニュージーランド決議に

従い、2016 年の総会での議論を経るべきであるという主張が予想される。そのうえで、総

会において「当該特別許可プログラムの可否について勧告」を受けるべきであるということ

である。この勧告の採択には単純過半数の得票が必要であるが、現在の IWC 総会では、反

捕鯨国が過半数を占めており、日本の新南極海鯨類科学調査に好意的な勧告が採択される

ことを期待するのは現実的ではない。すなわち、日本にとっては、ニュージーランド決議採

択時の立場表明に照らせば、1 年間調査開始を延期するメリットは、ほとんどないと言える
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のである。 

 

なお、IWC の歴史を振り返ると、今までも日本の鯨類捕獲調査に反対する IWC 総会決議

が数多く採択されてきた。これらの過去の決議は決議 2014－5 と同様に法的拘束力はなく、

日本は鯨類捕獲調査を継続してきている。決議 2014－5 が採択された 2014 年 9 月 19 日の

官房長官記者会見においても、日本は、国際司法裁判所の判決を踏まえた新たな南極海鯨類

捕獲調査を2015年度から実施すべく、そのための取り組みを着実に進めていく旨表明した。 

 

ICJ 判決は JARPAII を対象としたものであり、国際捕鯨取締条約第 8 条に規定された締

約国が鯨類捕獲調査を行う特別許可を発給する権利を制限したものでもなければ、ICJ 判

決の提示した諸条件に従えば将来の鯨類捕獲調査を禁止したものでもない。しかし、反捕鯨

勢力が、ICJ 判決を契機としてさらに強硬な反捕鯨運動を展開することは容易に想像でき

る。事実、日本の新南極海鯨類科学調査計画は過去の JARPAII と何ら変わらない、従って

ICJ 判決に反するものであるとの主張である。この場合 ICJ 判決は IWC における更なる対

立を促すことになる。 

 

他方、2014 年の第 65 回 IWC 総会での議論を見ると、ICJ 判決は単純な対立の継続だけ

ではなく、より複雑な議論の構造を生んだ可能性もある。 

 

そう考え得るいくつかの理由がある。まず、ICJ 判決に対し、日本は判決に従うコミット

メントを表明し、実際、JARPAII を終了させた。また、判決当事国である豪州とニュージ

ーランドは、国際捕鯨取締条約の目的は引続き鯨類資源の持続的利用であるとの ICJ の判

断も含め、判決に縛られることになる。これが ICJ 判決そのものの解釈に関する議論に両

国が消極的であった理由とも解釈できる。ICJ 判決の当事国ではない米国や一部の EU 諸

国にも、判決を契機に、反捕鯨政策は不変としつつも、従来の不毛な議論から脱したいとの

希望があることも窺える。すなわち、ICJ 判決は捕鯨問題をめぐる法的な問題について、一

定の区切りを提供し、これが関係諸国の行動に影響を与え始めている。 

 

言い換えれば、従来は捕鯨支持と反捕鯨の二極構造で有った議論が、ICJ 判決に拘束され

る捕鯨支持、拘束されない捕鯨支持、拘束される反捕鯨、拘束されないがこれを対話の機会

ととらえる反捕鯨、拘束されないがこれを更なる強硬な反捕鯨政策の推進につなげる立場

など、より複雑で多様な様相を呈している。 

 

今後、この複雑化した議論がどのような帰趨をたどるかが注目される。 

 

８．新南極海鯨類捕獲調査計画（NEWREP-A） 
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2014 年 11 月 18 日、日本政府は、ICJ 判決で提示された諸条件に対応して作成された新

南極海鯨類科学調査計画案（New Scientific Whale Research Program in the Antarctic 

Ocean （NEWREP-A））を、IWC 科学委員会議長と IWC 事務局に提出した。 

 

本論文では、主に記録の観点から執筆時点での情報を整理しておきたい。 

 

調 査 計 画 案 は 全 文 が 水 産 庁 の ホ ー ム ペ ー ジ

(http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/pdf/newrep--a.pdf) に公開されている。調査の目的は、

RMP（改訂管理方式）をクロミンククジラに適用し捕獲枠を算出するための科学的情報の

充実と、南極海海洋生態系の研究のための生態系モデルの構築の、二つの大目的からなる

（Appendix 2 参考資料 10）。前者は主に南極海における鯨類資源の持続可能な利用に向

けての貢献であり、後者は南極海の生態系解明に向けた科学全般に対する貢献を意図して

いる。 

 

また、調査計画案では ICJ 判決で提示された諸条件に対応するために、様々な措置が組

み込まれた（Appendix 2 参考資料 10）。例えば、ICJ 判決は、JARPAII においてクジラ

を捕獲しない非致死的調査手法（バイオプシー調査、目視調査等）の実行可能性について十

分な実証試験を行わず、捕獲調査を行っているとの点が問題とされたため、新調査計画では、

非致死的調査手法の実行可能性の検証を強化した。検証のためには、バイオプシー調査など

により、実際に組織標本が取得可能か、可能であればそれは十分費用対効果があるか、得ら

れた組織標本は致死的調査手法から得られるサンプル（内臓など）から得られるものと同等

の科学的な情報を提供できるかなどの項目に照らして検討が行われる。 

 

この他 ICJ 判決では、JARPAII の調査期間が無期限であること、捕獲頭数が目標サンプ

ル数に達しなかった場合にも調査に何ら変更が加えられなかったこと、調査の科学的成果

が限定的であること、調査の実施と結果の分析において他の研究機関との連携や協力が限

定的であったことなどが、JARPAII の科学的目的に関する疑問の表明の根拠となった。新

調査計画案では、これらの問題指摘に対しても、それぞれ丁寧に対応した。 

 

新調査計画案の科学委員会への提出により、IWC による一連の調査計画案の検討プロセ

スが開始された。検討プロセスは科学委員会報告書に添付された Annex P と呼ばれる文書

に規定されている（Annex P、 Report of the Scientific Committee; Process for the Review 

of Special Permit Proposals and Research Results from Existing and Completed Permits 

(http://iwc.int/permits#guidelines)。なお、IWC 科学委員会には新調査計画案を承認したり

拒否する権限はなく、国際捕鯨取締条約附表第 30 項に従い、計画案を「検討し、コメント

http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/pdf/newrep--a.pdf
http://iwc.int/permits#guidelines
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する」（Appendix 2 参考資料 4）ことが求められている。この点についてもメディアやNGO

は、「科学委員会が日本の調査計画を拒否した」などと言った報道や主張を行い、誤ったパ

ーセプションの形成につながっている。 

 

Annex P の手続きに従い、2015 年 2 月には少人数の各分野の専門家による作業部会が

開催され、新調査計画案の内容を詳細に検討し、報告書を作成した。この作業部会は科学論

文の査読手続きに準ずるもので、報告書の作成は新調査計画案提案国である日本の科学者

やオブザーバーとして参加した他の国の科学者の関与を排除し、専門家のみの秘密会合で

行われた。このようにして作成された報告書は、ルールに従い 4 月に公表された〔75〕。 

 

検討の焦点は、致死的調査手法の採用根拠、捕獲サンプル数（ミンククジラ 333 頭を提

案）の科学的妥当性、生態系モデルの構築に関連した鯨類以外の生物、特にオキアミの調査

計画の妥当性などであった。また、新調査計画の鯨類資源の保存管理への貢献などについて

も検討が行われた。報告書の内容は、全体的には客観的に新調査計画案を評価しており、詳

細に科学的、技術的検討が行われたと評価できる。他方、捕鯨問題をめぐる国際政治の現実

を背景に、専門家作業部会は、新調査計画案を前向きに評価することもできず、また、完全

にその科学性を否定することもできないことから、評価を完了するためには更なる情報と

分析が必要であるとの態度を表明し、センシティブな決断を回避した。ICJ 判決同様、科学

も国際政治の現実を考慮せざるを得ないということではないであろうか。 

 

具体的には、報告書では、新調査計画の調査目的は鯨類の保存管理と南極海生態系に関す

る研究等にとって重要であると評価した。一方では、その調査目的を達成するために致死的

調査が必要であることが立証されていないとして、追加的な分析作業を行ったうえで、致死

的調査手法とミンククジラのサンプル数の科学的な妥当性を評価するように勧告した。専

門家作業部会は、報告書の中で 29 項目に達する勧告を行ったが〔75〕、生態系モデルの構

築に関連するオキアミ調査に関する勧告も多数含まれ、その意味では、致死的調査と捕獲サ

ンプル数のみに政治的関心が集中する状況からは一線を画したアプローチであるとも理解

できる。いずれにしても、評価に参加した専門家の、捕鯨をめぐる国際情勢と科学者として

の新調査計画に対する関心との狭間での葛藤が反映された報告書と言えよう。 

 

4 月の報告書の公表と併せて、日本は、専門家の報告書の内容とそのすべての勧告に対し

て真摯に対応するという態度を表明し、それぞれの勧告に対する日本の暫定的な見解と、追

加的な分析に基づいた新調査計画案の補足文書を科学委員会に提出した〔76〕。特に、致死

的調査と捕獲サンプル数の科学的な妥当性に関する勧告については、追加的分析と評価の

ための具体的な作業計画を提示した。 
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上記の専門家作業部会の報告書、日本の追加的補足文書、他の国の科学者からの分析文書、

そして新調査計画案本体が、2015 年 5 月 22 日から 6 月 3 日にかけて米国カリフォルニア

州サンディエゴにおいて開催された IWC 科学委員会に提出され、議論が行われた。2015 年

の科学委員会の参加者は 250 名を超えたが、その内訳は、各国の代表団、個人の資格で参

加する招待科学者、国際機関のオブザーバーなど多様であり、建前は各参加者は個人として

議論に参加することとなってはいるものの、実際は、各国の捕鯨政策を受けて、政治色の強

い議論も行われる。 

 

科学委員会では新調査計画案について詳細な議論が行われたが、結論的には、ほぼすべて

の項目について科学委員会報告書は両論併記となった。例えば、日本の科学者が行った追加

的な分析作業が意義あるものであったことに合意し、その暫定的な結果は致死的調査手法

により収集される年齢データなどが、将来のミンククジラ資源の加入率推定における科学

的不確実性の減少に貢献することを認めたが、他方では、分析結果は不完全であり完全なレ

ビューはできないとし、新調査計画が鯨類の保存管理に関して実質的な改善をもたらすか

否かを立証していないという意見が表明された。その結果、2015・16 年の南半球夏季から

の調査開始は正当化されないという意見と、調査開始を延期する理由はないという意見が

報告書に記され、意見は一致には至らなかった〔77〕。 

 

「完全なレビュー」について留意しなければならないことは、何をもって「完全」とする

かが示されていないことである。追加的な分析を進めるほど新たな課題が生まれるのは科

学の常である。実際、IWC 科学委員会では、南半球のクロミンククジラの資源評価や北西

太平洋ミンククジラへの改訂管理方式試行試験の適応などにおいて、次々に課題が提示さ

れ、10 年以上の月日をかけてようやく意見がまとまる、あるいは結局両論併記となるとい

う事態が生じた〔78〕。また、「実質的な改善」についても、どれほどの改善をもって「実質

的」とするかについては合意された基準がない。例えば 100 点満点のテストで、50 点をと

っていた生徒が 70 点をとれれば実質的な改善であるのか。90 点でなければならないのか。

恐らく捕鯨問題に関する限りは 100 点満点でも反対する科学者が存在する。スタンスとし

て致死的調査には反対するのである。 

 

科学委員会報告書は、委員会の一致した見解としていくつかの追加的対応事項を指摘し

た。これらについては、日本は必要な作業を継続し、その結果を IWC 科学委員会に提出す

ることとしている。 

 

９．本章のまとめ 

 

2014年3月31日に、国際司法裁判所（ICJ）は日本の第二期南極海鯨類捕獲調査（JARPAII）
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を国際捕鯨取締条約第 8 条に違反するとの判決を下し、その停止を命じた。この訴訟は、鯨

類に関する科学的問題と捕鯨問題をめぐる国際政治のセンシティビティーが、国際裁判の

場でいかに扱われたかという観点において、多くの示唆に富む。 

 

同判決については、全ての調査捕鯨あるいは捕鯨そのものを禁止したものであるというパ

ーセプションが、メディアや反捕鯨 NGO などにより広められている。しかし実際は、判決

の対象は JARPAII のみである。そればかりではなく、ICJ 判決は原告である豪州の多くの

主張を退け、捕鯨問題の将来の帰趨にとって重要ないくつもの判断を下している。 

 

例えば、豪州は、国際捕鯨取締条約の目的は時代とともに変化し、今や鯨類の保護が主目

的である旨の主張を行ったが、判決は、条約の目的は不変であり、鯨類資源の持続可能な利

用であると結論した。判決は鯨類を捕獲する致死的調査についても否定せず、調査目的に照

らせば合理的である場合を認めた。また、反捕鯨団体が日本の鯨類捕獲調査を疑似商業捕鯨

であるとする根拠として挙げる、調査後の鯨肉の販売についても、ICJ は、国際捕鯨取締条

約が販売を認めていることを指摘した。これらは IWC における議論でも争点となってきて

おり、ICJ が、基本的に日本の主張に沿った判断を行ったことは、今後の捕鯨問題の展開に

とって極めて重要である。 

 

さらに、ICJ 判決は、日本が将来鯨類捕獲調査を計画する場合には、本件判決で ICJ が提

示した論理と結論を考慮することを期待するという見解を表明した。すなわち ICJ判決は、

国際捕鯨取締条約の基本的な枠組みや解釈を変えることなく、一定の条件のもとで将来鯨

類捕獲調査を実施することを認めている。 

 

他方、ICJ 判決は、JARPAII を違法であると判断した根拠として、「JARPAII は概ね科学

調査として性格付けられるが、科学的調査の目的のためのものではない」という不可解で逆

説的な結論を導き出した。このような結論に至った理由として、ICJ は、鯨類を捕獲するこ

とのない非致死的調査手法の実施に関する検討が不十分であったこと、目標捕獲サンプル

数の設定に関する検討が不透明・不明確であり不合理であること、調査に終期のない時間的

枠組であること、科学的成果が不十分であること、調査の実施にあたって他の国際機関との

連携が不十分であることなどを挙げている。 

 

この判決については多くの問題点が指摘されている。まず、判決の根拠となった理由が、

捕獲サンプル数の科学的合理性など、科学的な観点に関するものが多い点である。すなわち、

司法が、法律ではなく科学的事項が重要な紛争に関して決定を行うことの是非の問題であ

る。また、ICJ 判決は鯨類捕獲調査の禁止を目指す原告ではなく、その継続を望む被告側に

挙証責任を負わせた。言い換えれば、日本が JARPAII が疑似商業捕鯨であるとの疑いを完
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全に晴らさない限りは、違法とされることになり、通常の裁判とは挙証責任が転換されてい

ると言える。 

 

この判決を受けて、日本政府は 2014 年 4 月 18 日付の農林水産大臣談話を発出し、鯨類捕

獲調査を実施し、商業捕鯨の再開を目指すという基本方針を堅持することを表明した。これ

に基づき、日本政府は、ICJ が判決理由とした、捕獲サンプル数の科学的根拠の強化など、

ICJ が提示した全ての論理と結論への対応を盛り込んだ新たな調査計画である新南極海鯨

類科学調査計画案（New Scientific Whale Research Program in the Antarctic Ocean 

（NEWREP-A））を、11 月 18 日、IWC に提出した。 

 

ICJ 判決と NEWREP-A をめぐる IWC における議論は、本論文執筆時点においても継続

中である。 

 

しかし、一般のパーセプションに反し、ICJ 判決が一方的に鯨類捕獲調査や捕鯨を否定し

たものではなかったことから、IWC 加盟の反捕鯨国政府は ICJ 判決を盾とした議論を活発

に行うことはしていない。また、新調査計画案をめぐる IWC 科学委員会における議論も、

さらなる分析を求めて最終結論を避けるなど、IWC を特徴づけてきた極端な対決姿勢だけ

ではない動きが起こっていることも感じられる。より複雑化してきた捕鯨問題に関する議

論の今後が注目される。 
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第８章 総合考察－科学と国際政治とパーセプション 

 

１．国際政治とパーセプション 

 

海洋生物資源の保存管理に関する国際問題は、他の国際問題と同様にパーセプションに

大きな影響を受けている。あるいは、より詳細な比較が必要であろうが、他の国際問題、例

えば気候変動や経済危機問題などよりも、より強くパーセプションに左右され、支配されて

いるように思える。 

 

公海漁業問題において、問題の正しいスケール（どのような規模で公海漁業が行われてい

るのか、公海にはどれほどの海洋生物資源が存在するのか、公海漁業と EEZ や領海内で行

われている漁業の違いは何かなど）が理解されれば、議論の内容や方向性が大きく変わり、

本来の問題点が整理され、より迅速な解決に向けての行動がとられるのではないか。 

 

捕鯨問題においても、すべての鯨類資源が絶滅に瀕していないことが理解され、いわゆる

商業捕鯨モラトリアム条項が商業捕鯨を永久に禁止しているわけではなく、むしろ捕鯨再

開の手続きさえ規定していることが知れ渡り、捕鯨国が鯨類資源の乱獲ではなく持続的利

用を目指していることが受け入れられれば、問題の様相が大きく変化することが期待され

る。 

 

しかし、これらのパーセプションは根強く、むしろパーセプションを固定し強化する働き

かけが不断に行われている。それはいったいなぜか。パーセプションを作り上げ、強化する

ことのインセンティブは何か。 

 

２．パーセプションの双方向性、その結果としてのパーセプション・ギャップ 

 

事実に基づかないパーセプションは、議論となっている問題の一方の主張のみに存在す

るわけではない。 

 

例えば、捕鯨問題の場合では、反捕鯨勢力側にのみ、事実に基づかないパーセプションが

存在するわけではない。日本では、捕鯨と鯨食は日本の文化であり、これを反捕鯨勢力に納

得させることで、捕鯨が認められるというパーセプションが存在し、日本国内の反捕鯨論者

との間で捕鯨は日本の文化であるか否かという議論が繰り返し行われてきている。しかし、

反捕鯨国での支配的な見方は、捕鯨はすでに過去のものであり、他の古い文化が消滅してき

たのと同様に捕鯨も消滅すべきであるとの考え方が支配的であり、国際的な圧力にさらさ

れながら時代遅れの文化を主張することは理解できないという見方である。すなわち捕鯨
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と鯨食が日本の文化であるか否かは問題ではなく、日本の文化であっても認めないとの立

場である。文化を守ることはもちろん重要であるが、それは反捕鯨勢力に捕鯨を認めさせる

主張にはなっていない。むしろ日本は捕鯨文化の名のもとに、絶滅危惧種でさえ殺そうとし

ているというパーセプションまで歴然として存在する。ここには大きな認識のギャップが

あり、議論はかみ合わない。 

 

また、日本国内では、捕鯨問題にせよ、国際漁業問題にせよ、日本が外国から理不尽にも

責められているという感覚、パーセプションが強い。特に捕鯨問題に関しては、日本の鯨食

文化に対して感情的な批判、攻撃が加えられているという意識が強い。他方、いわゆる反捕

鯨国では、捕鯨は地球環境（海洋生態系）に対する攻撃という位置付けであり、日本や他の

捕鯨国は時代遅れの捕鯨の継続に拘泥することで地球環境を損ねているという意識である。

双方が被害者意識を持っている状況の中で、国際的な資源の保存管理の仕組みが機能しな

いというどちらにとっても望ましくない状況が生まれていると言える。 

 

３．なぜ、パーセプションが生まれ持続するのか 

 

捕鯨問題や公海漁業問題において、なぜこのような、問題の解決を困難とするパーセプシ

ョンが生まれるのか。海洋生物資源の保存管理以外の国際交渉の分野においても同様のパ

ーセプションは存在するが、その背景は必ずしも同様ではないと思える。 

 

パーセプションが生まれる背景と、持続する理由は同じではない。 

 

前者としては、捕鯨問題のように、実際過去に乱獲が行われた歴史があるケース、一部の

公海漁業における乱獲や無規制漁業が、すべての公海漁業に共通すると誤解されているケ

ース、捕鯨や公海漁業に批判的な勢力が意図的にネガティブ・イメージを増幅し、作りあげ

流布するケースなどがある。他方、鯨類資源の回復に関する科学的情報、人工衛星による漁

船のリアルタイムでのモニターシステム（Vessel Monitoring System（VMS））の導入、公

海漁業の実態に関するデータなど、誤ったパーセプションの修正につながる情報の普及伝

達は決して円滑とは言えない。なぜか。 

 

たとえ正確な情報が提供されてもパーセプションが継続する背景には、一般論として一

度確立されたイメージやパーセプションは払拭が極めて困難であることがある。加えて、そ

れらを積極的に固定させることによりメリットを得る勢力の存在も忘れてはならない。ク

ジラの保護を訴えてきた反捕鯨団体にとっては、たとえミンククジラ資源が豊富で、ザトウ

クジラ資源が急速に回復を遂げているという事実があっても、従来同様全てのクジラが絶

滅に瀕しているというイメージやパーセプションが継続することは、反捕鯨キャンペーン
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を継続し、一般市民から寄付金を募るためには好都合、むしろ不可欠でさえである。 

 

近年は、いくつかの種のクジラ資源の回復が否定しがたいものとなってきたため、反捕鯨

団体の捕鯨反対理由も「気候変動や海洋汚染などがクジラの生存に脅威となっている」、「生

物多様性の保存のためにクジラを保護すべき」、「クジラは海洋生態系の頂点にあり保護が

必要」と言ったものに変化してきており、直接に「絶滅の危機に瀕したクジラを捕鯨から守

る」との主張は影をひそめはじめたが、これらについても、すべてのクジラは絶滅に瀕して

いるというイメージが暗黙の裡に定着し続けることで、一般へのアピールを強化すること

ができる。 

 

この例に倣うように、公海漁業問題においても、気候変動の影響や生物多様性の保護など

のキーワードが公海漁業への制限強化の主張の中に使われるようになっている。もちろん、

気候変動の影響を勘案して海洋生物資源の保存と管理を考えることや、生物多様性の保存

を図ることは極めて重要である。しかし、公海漁業と気候変動や生物多様性の保護の関係が

十分に説明されないまま、あるいはまったく不在のままで、例えば、気候変動の影響がある

から公海漁業は禁止されるべきであるというパーセプションが作られ、定着することは、非

合理的であるし、真に対応が必要な海洋生物の保存管理問題、例えば多くの漁業における過

剰漁獲努力量の問題などへの対応に注がれるべき行政的資源の浪費につながる。 

 

４．従来の交渉パターン―「理解と協力」の要請、あるいは「孤立しても反対」 

 

パーセプションやイメージが大きな影響を持つ海洋生物資源をめぐる国際交渉、例えば

捕鯨問題や公海漁業問題において、日本はどのような対応を行ってきたか。そのすべてを検

証することは能わないが、それらを類型化して考えるとき、いくつかのパターンを指摘する

ことができる。もちろん、対応の形態がパーセプションへの対応のみで決定されるわけでは

なく、パーセプションとは全く無関係な問題そのものの構造や、現状維持への嗜好や受動的

な問題対応と言った日本の官僚組織の特性とその文化により日本の対応方針が形作られて

いる場合が大部分であろう。しかし、そこにパーセプションの存在やパーセプションのギャ

ップの存在を通した分析を加えることには、一定の価値があると思える。また、その分析は

問題解決に向けての新たな方向性を提示する可能性が有る。 

 

問題解決を阻害するパーセプションや、誤解が存在すると認識されるとき、標準的なアプ

ローチは、関係者やカウンターパートに正しい情報や、こちら側の考え方を説明し、問題解

決に向けて「理解と協力」を求める方法である。単純な情報の欠如や誤解が阻害要因である

場合にはこの方法に効果が期待できる。しかし、パーセプションは、固定概念としての性格

もあり、一片の情報によりそれが覆ることを期待するのも困難である。ここに「粘り強い説
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明」の必要性が有るわけであるが、それだけでパーセプションを克服できると期待すること

もまた困難である。 

 

例えば、捕鯨問題において、すべての鯨類は絶滅の危機に瀕している、商業捕鯨モラトリ

アムは捕鯨を永久禁止していると言ったパーセプションは、反捕鯨国の捕鯨担当政府関係

者のみならず、政治家、一般市民、NGO、マスコミ等に広く定着している。仮に政府担当

官の持つパーセプションを払しょくすることができても、民主主義国家である限り、政治家

や一般市民がパーセプションを信じている限り、その国の反捕鯨政策は変更されない。捕鯨

問題における一般への広報活動の重要性はここに起因するところが大きい〔79〕。 

 

さらに広報活動の効果も楽観できない。なぜなら、捕鯨問題の例を引き続き挙げれば、上

記のような捕鯨の罪悪視に通じるパーセプションを定着させ、維持強化させる強い動機が

NGO や一部マスコミに存在し、その広報活動の浸透力や効果は極めて強力であるからであ

る。捕鯨問題が NGO の資金源として有効で、捕鯨をめぐる国際論争がニュースとして価値

がある限りは、この構図を崩すことは容易ではない。 

 

またこれは、捕鯨問題に限られた状況ではない。パーセプションの程度、固定度には差こ

そあれ、「死の壁」として国連決議を通して短期間に禁止に追いやられた公海流し網漁業、

海底の生態系を根絶やしに破壊するとして攻撃されている着底トロール漁業、海鳥や海亀

の混獲を巡って非難されるマグロはえ縄漁業、クジラ同様カリスマ性のある生物として定

着しつつあるサメの保護をめぐる問題など、多くの国際問題において誤ったパーセプショ

ンの存在と拡大が大きな役割を演じている。 

 

これらの問題への対応において、「粘り強い説明」を通して「理解と協力」を求めること

は依然重要である。しかし、いったん確立されたパーセプションを変えることは至難の業で

あり、「粘り強い説明」だけで問題の解決は図れないことも、歴史が証明していると言えよ

う。 

 

海洋生物資源をめぐる問題や他の国際交渉において見られるもう一つのアプローチ、ま

たはパターンは、日本が少数派、またはオンリーワンとして、国際的に受け入れられている

とされる生態系アプローチや MPA と言った概念や政策に消極的に対応するか反対する「孤

立パターン」である。なぜこのような状況が一度ならず発生するのかについて、パーセプシ

ョンの観点から分析することは重要である。 

 

特に、孤立パターンが、最終的には協議の最終段階での日本の方針変更や、国際的に特定

の概念や政策が定着してしまってから、日本としてはその変更や修正の余地もなく協議に
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参加せざるを得ない事態の発生につながるケースが多い。これは必ずしもすべてがパーセ

ションの問題に起因するわけではない。例えば、1970 年代後半の国際的な 200 カイリ排他

的経済水域（EEZ）の導入に際し、日本が少数派に属し、EEZ 導入が遅れたケースでは、

近隣諸国との領土問題に関連した海洋境界線画定など極めて困難な問題があった。また、日

本の漁業管轄権を確保する EEZ の導入は、同時に日本の遠洋漁業の操業機会を奪うという

ジレンマも存在した。 

 

本論文で取り上げた生態系アプローチの概念への日本の対応は、孤立アプローチの要素

が大きいと言える。公海流し網漁業など様々な漁業における混獲問題が生態系アプローチ

の名のもとで提起され、結果的にそれらの漁業の崩壊や大幅な規制につながった経験から、

漁業関係者の中では生態系アプローチの概念は漁業否定の概念であるというパーセプショ

ンが形成された。確かに、大規模漁業に否定的な国際 NGO は生態系アプローチ、あるいは

海洋生態系の保護を理由に公海流し網漁業や延縄漁業、着底トロール漁業の批判を行って

きている。 

 

他方、研究者や漁業管理担当当局は漁業資源の持続的利用、すなわち漁業の存続、発展の

ためには、その漁業資源を育む海洋生態系の保存管理が必須であることから、本来の意味で

の生態系アプローチは当然導入されるべき概念と認識している。また、捕鯨問題におけるよ

うに、海洋生態系の一部の生物を政治的、感情的利用から特別視し、利用はおろか致死的調

査手法を伴う科学調査さえ否定することも、海洋生態系の一部をアンタッチャブルにする

ことでそのバランスをかく乱するという意味において、生態系アプローチに反する。 

 

このように多様な側面を持つ生態系アプローチに対し、一部の国際漁業問題における負

のパーセプションに基づき、国際会議の場においてはすべて反対するという傾向がかつて

は支配的であった。国連漁業決議などの文書において、明確な定義が不在のまま生態系アプ

ローチという概念が多用されてきた実態からすれば、この一律反対のアプローチも無理か

らぬところもある。しかし、本来の漁業管理における生態系アプローチは、漁業の管理を通

じた漁業資源の持続可能な利用の達成と、海洋生態系や生物多様性の保存を、その相互関係

を認識しながらバランスを確立することを目指すもので、極めて正当かつ重要なコンセプ

トである。これに一律に反対するような交渉アプローチには、国際的な支持を得ることはで

きない。 

 

５．公海流し網漁業、MPA 問題、捕鯨問題の比較 

 

本論文で取り上げた公海流し網漁業、MPA 問題、そして捕鯨問題のケースは、いずれも

海洋生物資源の保存と管理に関する科学的議論と、国際政治の場で作り上げられたイメー
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ジあるいはパーセプションとの相互関係の中で対立が形成され、国際的な議論となった。し

かし、国際政治の荒波の中で、公海流し網漁業はほぼ瞬時に消滅し、捕鯨問題はそれが国際

問題化して以来 40 年以上を経て、いまだ戦いが続いている。その違いはどこにあるのか。

その観点からすれば、MPA 問題はどちらのケースにあたり、今後どのように展開するのか。

あるいは今後どのように対応すべきであるのか。 

 

公海流し網漁業は、問題が国際化した 1980 年代当時、基本的には国内漁業であり、1981

年に農林水産省令により承認漁業になるまでは自由漁業であったことが示す通り、漁業管

理の観点からも手つかずに近い状況であったと言える。漁業実態データや主対象であるア

カイカの資源状況に関する科学的な情報と分析の蓄積も限定的であり、海産哺乳動物や海

鳥の混獲に関するデータに至ってはほぼ存在しない状況であった。したがって、これらを分

析していた科学者も少なく、国際問題化したことを受けて、急きょデータ収集体制と科学分

析体制を立ち上げたというのが正直なところであった。しかし、最終的に国連総会を舞台と

した議論は短時間で沸騰点に達した。科学的な対応が国際政治のペースに追い付かなかっ

たわけである。これでは、交渉を行う政府関係者も、科学的な反論材料が不足する中での議

論となり、その結果には避けられない面もあったと言わざるを得ない。 

 

他方、捕鯨は早くから国際舞台の場でもまれてきた歴史を有する。国際捕鯨取締条約は

1948 年に効力が発生し、日本は 1951 年に加入している。条約発効当初からシロナガス単

位（BWU）方式のもとで国際的に捕獲枠管理が行われ、各捕鯨国はノルウェーのサンデフ

ィヨルドにあった国際捕鯨統計局に操業データを提出していたのである。当然、日本でも鯨

類資源を研究する科学者の層は厚く、国際交渉をしっかりと支えてきた。また、歴代の IWC

日本政府代表は水産庁長官、次長、審議官など強力な人材が務めてきており、高い交渉能力

と日本政府としてのバックアップ体制を備えていたといえる。 

 

また、公海流し網漁業は、事実上は日本、韓国、台湾だけが従事し、そのうち韓国は早々

に公海流し網漁業からの撤退を決定した。さらに、日本国内でも公海流し網漁業の維持存続

を支持する勢力や世論は限定的であった。他方、捕鯨についてはかつて世界の主要国の多く

が従事し、現在は反捕鯨国である豪州や英国、オランダなども活発な捕鯨国であった。今で

も、日本に加えノルウェーとアイスランドが捕鯨国であり、先住民捕鯨を勘案すれば、米国、

ロシア、デンマーク（グリーンランド）、セント・ビンセントが捕鯨国である。国内でも捕

鯨は広い世論に支持されてきている。今までに、新聞社、内閣府、インターネット上など、

多くの世論調査が実施されてきたが、捕鯨を支持する意見は常に 6 割から 8 割を占めてい

る〔80〕。これを反映して政治政党も与野党を問わず捕鯨を支持する議員連盟などの組織を

有し、また「捕鯨を守る全国自治体連絡協議会」には 2015 年 7 月現在で 33 の自治体が加

入している。 
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公海流し網漁業と捕鯨を比較すると、その科学的地盤（データの蓄積と研究体制の整備）、

国内外での支持には歴然とした差が存在する。ともに国際政治の場で問題とされながら、そ

の帰趨が異なっていることは、これらの差を考えると納得できるところである。 

 

それでは、この経験から何を学び、MPA 問題など海洋生物資源の保存管理をめぐる国際

紛争への対応に生かせることができるか。また、必ずしも正確な科学ではなくパーセプショ

ンが大きな役割を演じる国際政治の現実への対応のためには、どのような交渉アプローチ

が有効であるのか。いくつかのポイントを考えてみたい。 

 

６．新たな国際交渉のパラダイム 

 

誤ったパーセプションに対する最も強力な武器は、充実した科学的知見であり、論理的議

論である。 

 

しかし国際政治の場ですでに強固に確立された公海漁業や捕鯨問題に関するパーセプシ

ョンに対して、受け身的に正確な情報と科学的根拠を提供するだけでは事態の好転は期待

できない。日本の対応は往々にして問題が発生した段階、あるいはパーセプションが固定さ

れた段階に至って、「理解と協力を求める」というものが多いが、これにはどうしても限界

がある。容易ではないが、確立したパーセプションの誤りを正すのみではなく（例えば、す

べての鯨類資源は絶滅に瀕しているわけではないことを示す）、日本として理想とするパー

セプションを作り上げ、これを広める努力も必要であろう。例えば、捕鯨問題に例をとれば、

日本としては鯨類についてどのような位置付け、扱いを望むのかを明確にし、その正当性を

簡潔に説得力を持って主張していく努力である。日本が捕鯨問題に関する基本方針として

掲げる「科学的根拠に基づく鯨類資源の持続可能な利用と多様な食文化の相互尊重」はその

意味で正しいが、その意味するところと正当性は一般市民には必ずしも即座に理解できな

いのではないか。 

 

漁業問題若しくは海洋生物資源の保存管理問題は、かつては漁業関係者、水産資源を研究

する研究者、そして漁業問題を担当する各国の行政官の間で議論され、対応が行われてきた。

しかし、公海漁業問題や捕鯨問題にみられるように、問題が国際政治化するにつれ、NGO、

一般市民、マスコミ、政治家などが重要なプレイヤーとなり、むしろ問題の方向性を大きく

左右する影響力を持つようになる。漁業専門家の目から見れば、問題が独り歩きし、変質し、

そのコントロールの届かないダイナミックスが生まれるという感があるであろう。しかし、

それが国際漁業問題の本質でもあり、現実でもある。それに対応した方策が求められる。 

 



132 

同様の構図は、その他の国際的な海洋問題、生物資源問題にも当てはまる。 

 

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（CITES）においても、絶滅

危惧種である附属書 I への掲載や国際貿易の制限措置の実施にあたり、科学的な観点に基

づく掲載クライテリアが存在するものの〔81〕、アフリカゾウなどのいわゆるカリスマ生物

が高い政治的関心を呼び、パーセプションが先行する議論が行われるきらいがある。日本は、

CITES において過去数度にわたって、南半球ミンククジラ（クロミンククジラ）など、資

源状態が豊富であると IWC 科学委員会が認める鯨種を附属書 I から附属書 II に下げる提

案を行ってきた。これに対し、CITES 事務局は、CITES 自身のクライテリアに照らせばこ

れらの鯨種を附属書 I からダウンリスティングすることは科学的に見て正当であるが、IWC

が商業捕鯨モラトリアムを導入していることから、これに協力する意味でダウンリスティ

ングは支持しないという見解を表明した。ここでも国際政治が科学を凌駕する。 

 

科学的知見の検討が重要で、他方、多様なパーセプションが存在する国際的な海洋生物資

源の保存管理問題への対応における重要なコンセプトのひとつは、順応的アプローチであ

る。森林資源や海洋生物資源の保存管理における順応的管理の考え方では、これら資源に関

する科学的知見には不確実性が存在することを前提に、管理目標を設け、調査とモニタリン

グをしながら保存管理措置を必要に応じ順応的に修正・改良していく〔82〕。順応的管理の

もう一つの重要な要素は広範なステークホルダーの参加による保存管理措置の運営である。

このステークホルダーの参加による共同運営が、対立的な問題について、二者択一的な対応

ではなく、すべての関係者が一定の目的を達成し、同時に一定の妥協を行いながら資源保存

管理そのものについては全体的に前進を図ることが可能なシステムを構築する潜在的な可

能性を提供するのではないだろうか。いわば、多目的で斬新的アプローチである。 

 

捕鯨問題や公海流し網漁業問題、そして MPA をめぐる情勢のようにパーセプションが国

際的にも政治的にも強固にでき上がっている場合、議論は全面禁止か否かの二元論、二者択

一論に陥りやすい。しかし、実際の海洋生物資源の保存管理をめぐる科学的な知見や、人間

の活動との関係は複雑であることは言うまでもない。捕鯨問題の例のように、二元論的対立

の継続が、結局は国際資源管理機関としての IWC を機能不全とし、適切な鯨類の保存管理

措置が導入できない事態、果てには感情的な対立までも作り出している。ここに、多様な、

場合によっては相互に矛盾さえする複数の目的を設定し、小さな前進を時間をかけて積み

上げていく漸進的なアプローチを導入することはできないか。いくつかの小さな前進に関

する「慣れ」あるいは順応が生まれた段階で、初めて次の小さな前進を試みる。 

 

IWC における和平交渉ともいえる RMS（改訂管理制度）をめぐるパッケージ交渉や「IWC

の将来」プロジェクトが頓挫した大きな理由の一つは、交渉の最初に捕鯨支持国と反捕鯨国
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の双方が受け入れられる（双方が何らかの成果を得、双方が何らかの妥協を受け入れる）提

案を作るというゴールを設定したことによると思われる。なぜならば、そのような妥協点、

ゴール、あるいは着地点は、ほぼ必然的に、何らかの捕鯨活動の容認を含むことになり、捕

鯨をめぐる対立が二元論的である限りは、それは反捕鯨国側にとっては交渉の「敗北」であ

り、政治的には受け入れ不可能であるからである。これを、多目的な漸進的アプローチに転

換し、最初にゴールを設定せず、鯨類の保護と鯨類の持続可能な利用の双方について、それ

ぞれ軽微な前進を受け入れ、その状況が容認される状況が落ち着けば、次の軽微な前進を議

論し始めるのである。これは、パーセプションの穏やかな変質にもつながり得る。 

 

このアプローチは、二元的、二者択一論的な対立に苦しむ他の国際的政治問題にも適用可

能である。実際これは何ら新しいアプローチではなく、戦争や武力紛争における停戦交渉な

どにも見られる〔83〕。例えば、紛争の終結が困難な場合、最初からその完全な終結をゴー

ルとした交渉には限界があることから、まずは数日間と言った短期間の休戦の合意を実現

し、状況が許せばその延長や、再度の短期間休戦などを積み重ね、紛争終結に向けて機運を

醸成していくというアプローチは珍しくない。紛争終結には紛争のきっかけとなった歴史

や政策について結論と合意が必要であり、極めて難しいが、一時戦闘を休むためにはこのよ

うな根本的問題の解決は必要ない。このアプローチをとるにあたって、海洋生物資源の保存

管理の分野にユニークな側面があるとすれば、生物資源を扱うという観点から科学的情報

とその変化（資源状態の変化や気候変動に伴う海洋環境の変化など）が重要な意思決定、す

なわち順応的アプローチの運営の要素であるということであろう。 

 

漁業の全面的禁止区域というパーセプションが強い MPA についても、MPA を設立する

か否かという二者択一的で非生産的な議論で対立を続けるよりは、この順応的、もしくは漸

進的アプローチが、本当に必要で適切な海洋生物資源の保存管理措置の議論と導入に貢献

する可能性が高い。これは、MPA の設立そのものが目的とされるのではなく、本来は順応

的アプローチによる MPA の運営が適切であることとも整合する。MPA の設立はゴールで

はなく、海洋生物資源の保存管理のための出発点なのである。 

 

定着したパーセプションを覆すことは極めて難しい〔84〕。 

 

しかし、海洋生物資源の適切な保存管理を進めていくためには、このパーセプションの問

題に対応していくことが不可欠であろう。基本的には、誤ったパーセプションを、真実と科

学的情報を示して修正していく努力は常に継続していく必要がある。しかし、受け身でパー

セプションの修正や訂正を図るだけでは、大きな効果が期待できないことは、歴史が証明し

ている。さらに、多くの場合、単純な二者択一的なパーセプションは、専門的な科学的情報

や、多面性や多様性を有する本当の問題の姿よりはインパクトが強い。交渉の現場において
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は、むしろ積極的に対抗的なパーセプションを打ち出していくことも考えなければならな

い。この点は、従来の政府中心の交渉アプローチには欠けている視点であろう。他方、広報

や啓蒙活動、特に確立したパーセプションを覆す活動には、多大なインプット（資金、時間、

戦略、メッセージの設計、人的資源等）が必要であることも事実である。 

 

また、確立されたパーセプションを維持し、固定化するというインセンティブが、例えば

反捕鯨団体や反捕鯨国の政治家に存在し、これがパーセプションの修正を一層困難として

いることも認識しなければならない。反捕鯨運動のパーセプションは、反捕鯨団体への寄付

という経済的利益と、反捕鯨国の政治家への政治的支持の土台である。この状況が存在する

限り、パーセプションを簡単に覆すことは出来ない。であるとすれば、これにいかに対応す

るか。あるいは対応できるのか。 

 

交渉における別のアプローチの可能性のひとつは、これらのパーセプション問題への対

応を行いながら、それと並行して、前述のように多くの目的と異なるパーセプションの存在

を容認したうえで、漸進的なアプローチを進めることもオプションとして考えるべきであ

ろう。このアプローチが進めば、パーセプションも徐々に変容していく可能性も期待できる。 

 

固定されたパーセプションは、国際紛争をめぐる交渉の着地点を模索し、交渉参加者の共

通理解、共通目標を打ち立てることを著しく困難なものとする。例えば、捕鯨問題において

は、想定しうる交渉の着地点に、何らかの形での捕鯨活動の容認が含まれる場合、捕鯨に対

する強烈なネガティブ・パーセプションが、その着地点を実現不可能なものとする。捕鯨問

題において鯨類の持続的利用を支持する国々と反捕鯨国の妥協を図るとすれば、その妥協

案には一定の捕鯨活動が含まれることが不可避である。言い換えれば、その交渉は開始時点

から決裂を運命付けられるのである。「IWC の将来」プロジェクトをはじめとする、IWC に

おける度重なる紛争解決を目指した交渉の頓挫は、この解釈を裏付けている。 

 

 

最後に、2015 年 9 月 3 日、新たに設立された北太平洋漁業委員会（NPFC）第 1 回総会

において、NFPC 設立準備会合の議長を務めてきた米国のビル・ギボンズフライ国務省海

洋保存部長が、準備会合議長の役割を終えるにあたって行った挨拶を締めくくった発言を

引用する。 

 

 

「地域漁業管理機関は漁業資源を効果的に保存管理していないという広範なパーセ

プションの存在が、新たに設立を迎えた NPFC にとっての最大のチャレンジであ

る。」 
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Appendix 1 

商業捕鯨モラトリアムの真実〔1〕 

 

 

１．捕鯨問題を規定する商業捕鯨モラトリアムの存在 

 

1982 年に国際捕鯨委員会（International Whaling Commission (IWC）)が採択した「商

業捕鯨モラトリアム」は、いわゆる反捕鯨運動のよって立つ土台を形成するものであり、捕

鯨問題をめぐる意見の対立の構造、姿かたちを規定している。商業捕鯨モラトリアムは反捕

鯨の立場から見れば錦の御旗であり、反捕鯨運動の象徴であり、砦であるとも言える。 

 

IWC における議論においても、反捕鯨団体の主張においても、また捕鯨に反対するメデ

ィアの論調などにおいても、商業捕鯨モラトリアムがすべての出発点であり、基礎であると

言っても的外れな誇張ではないであろう。 

 

一般的なイメージとして、商業捕鯨モラトリアムは、一切の捕鯨を永久的に禁止し、捕鯨

を倫理的に否定し、またクジラが絶滅にひんしている、もしくは資源が豊富であっても特別

な存在として保護するべきものと規定していると理解されていると思われる。あるいは、少

なくとも反捕鯨勢力や捕鯨に反対するメディアの主張はこれらのイメージが商業捕鯨モラ

トリアムにより確立され、守られているという前提に立っている。 

 

このイメージが IWC における激しい対立のベースとなっており、さらに、捕鯨問題を解

決しようとする様々な試みを妨げてきている。 

 

例えば、日本を含むクジラの持続的な利用を支持する勢力と、先住民の捕鯨を除き捕鯨を

一切認めないとする豪州などに代表される反捕鯨勢力の厳しい対立により、機能不全、崩壊

の危機に直面した IWC の状況を、双方からの妥協を通じて解決しようとした「IWC の将来」

プロジェクトは、3 年間にわたる精力的な話し合いを集約する形で、2010 年の IWC 年次会

議に先立ち、IWC 議長と副議長による共同提案を提出した。この共同提案は IWC の組織改

正や開発途上国への支援協力プログラムなど様々な項目を含んだパッケージとなっていた

が、その根幹となる考え方は、10 年間の暫定期間を設定し、その間、国際捕鯨取締条約

（International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW）)の異議申立て規定（第

5 条第 3 項）に基づき行われているノルウェーの商業捕鯨や科学的目的の特別許可書に基づ

く日本の捕鯨（調査捕鯨、第 8 条）などの捕獲頭数を大幅に削減することと引き換えに、

IWC が正式に捕鯨活動を認め、その管理のもとにおくというものである。捕鯨国にとって
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は現在の捕獲頭数を削減するという妥協を受け入れる代わりに、商業捕鯨モラトリアムの

もとでは認められていない捕鯨を IWC が認めることになり、反捕鯨国にとっては捕鯨行為

を受け入れる代わりに捕獲頭数の削減という成果を得るという構図である。言い換えれば、

捕鯨国は捕鯨問題をめぐる原理原則の面で成果を得ることとなり、反捕鯨国側は捕獲頭数

削減という実質面での成果を得る仕組みであるとも考えられる。 

 

最も強硬な反捕鯨国である豪州のマスコミは、この共同提案に猛烈に反発した。6 月 23

日付キャンベラ・タイムスの見出しは「捕鯨モラトリアムが秘密の国際交渉により終焉する」

と危機感をあらわにし、反捕鯨団体も、この妥協案が成立すれば捕獲頭数が大幅に削減され

るにもかかわらず、商業捕鯨モラトリアムが撤廃され、クジラが捕獲の脅威にさらされると

して、反捕鯨国政府に対して共同提案成立阻止を働き掛けた。ちなみに、共同提案では、商

業捕鯨モラトリアムを規定した ICRW 附表第 10 項（ｅ）は維持したうえで、10 年間の暫定

期間を設けるという仕組みをとっており、法的には商業捕鯨モラトリアムは撤廃されない。

しかし、商業捕鯨モラトリアムの持つイメージと、そのモラトリアムが撤廃されるという誤

った危機感の存在が、「IWC の将来」提案に関する合意を極めて困難なものにしたのである。 

 

それでは、このように反捕鯨の考え方のよりどころとなっている商業捕鯨モラトリアム

とは、実際にはいったいどのような考え方に基づき、どのような措置を求めたものであるの

か。 

 

反捕鯨国の一般市民やマスコミに限らず、おそらく日本においてさえ、商業捕鯨モラトリ

アムとは商業捕鯨を永久に禁止した規定であるととらえられている。そして、その禁止の理

由としては、クジラが絶滅にひんしている、捕鯨は過去に乱獲の歴史があり商業捕鯨は本質

的に悪いものである、クジラは他の動物とは異なる特別な存在であると認められている、と

言ったことが信じられている。しかし、これらは一方的な主張に基づいて作りあげられてき

たものであり、少なくとも、客観的な事実や情報に基づき中立的な視点から検証されるべき

ものである。 

 

以下に、商業捕鯨モラトリアムの交渉経緯、その法的解釈、クジラの資源状態などについ

てレビューし、商業捕鯨モラトリアムの真の姿を見ていく。 

 

２．商業捕鯨モラトリアム規定の意味 

 

商業捕鯨モラトリアムは、国際捕鯨取締条約（ICRW）の不可分の一部であり（第 1 条第

1 項）、鯨資源の保存及び利用について具体的に規定する（第 5 条第 1 項）条約附表の第 10

項（ｅ）の採択により設立された。その全文原文と日本語訳は以下のとおりである。 
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国際捕鯨取締条約附表第 10 項（e） 

e) この第 10 項の他の規定にかかわらず、あらゆる資源についての商業目的の

ための鯨の捕獲頭数は、1986 年の鯨体処理場による捕鯨の解禁期及び 1985 年

から 1986 年までの母船による捕鯨の解禁期において並びにそれ以降の解禁期

において零とする。この(e) の規定は、最良の科学的助言に基づいて検討される

ものとし、委員会は、遅くとも 1990 年までに、同規定の鯨資源に与える影響に

つき包括的評価を行うとともにこの(e)の規定の修正及び他の捕獲頭数の設定

につき検討する。  

 

ICRW Schedule 10(e) 

(e)Notwithstanding the other provisions of paragraph 10、 catch limits for 

the killing for commercial purposes of whales from all stocks for the 1986 

coastal and the 1985/86 pelagic seasons and thereafter shall be zero. This 

provision will be kept under review、 based upon the best scientific advice、 

and by 1990 at the latest the Commission will undertake a comprehensive 

assessment of the effects of this decision on whale stocks and consider 

modification of this provision and the establishment of other catch limits.  

 

この規定を率直に読む場合、いくつかの重大な点で商業捕鯨モラトリアムに関する一般

的なイメージとのずれ、あるいは矛盾が指摘できる。 

 

まず、附表第 10 項（ｅ）の規定に、商業捕鯨を永久に禁止するという文言はない。あく

まで期限を切って商業捕鯨を暫定的に禁止し、その間にクジラ資源の包括的評価を行い、捕

獲枠の計算を行うことを明確に規定している。この規定が採択された 1982 年も、そして現

在も、反捕鯨国や反捕鯨団体は商業捕鯨の永久禁止を主張し、またはあたかもそれが商業捕

鯨モラトリアムの採択により既に決定済みであるかのような発言を行うが、附表第 10 項

（ｅ）の規定は商業捕鯨を永久に禁止しているわけではない。 

 

その規定の後半は、「遅くとも 1990 年までに」という明確な期限を設定したうえで、「同

（商業捕鯨モラトリアム）規定の鯨資源に与える影響につき包括的評価」を行い、さらに、

「この(e)の規定の修正及び他の捕獲頭数の設定につき検討する。」ことを求めている。先入

観なく商業捕鯨モラトリアム規定を読む場合、それは、商業捕鯨を一時的に停止（それがモ

ラトリアムの本来の意味である）し、その間に科学的資源評価を行い、その結果に基づき第

10 項（ｅ）を修正し、他の（ゼロ以外の）捕獲頭数を設定することを検討するよう求めて

いる。 
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これは、資源状態について十分な科学的な知見がない状況のもとで、念のため資源利用を

一時停止し、その間に情報を蓄積し、分析評価を行って適切な利用の水準を検討するという、

ごく通常の資源管理のアプローチであり、捕鯨を他の資源利用の形態から区別し、クジラに

ついての特別の感情や特定の倫理観に基づいて捕鯨を禁止するというものではない。第 10

項（ｅ）は捕鯨という活動に関する限り、その善悪については中立の立場にあるともいえる。 

 

また、IWC においては、商業捕鯨に関しモラトリアムが採択されていることを背景に、

捕鯨の商業性を神経質なまでに否定する。言い換えれば、商業性のにおいがすればそこに拒

否反応が生まれるというきらいがある。日本は商業捕鯨モラトリアム採択以来、社会経済的

な窮状に陥った日本の沿岸小型捕鯨地域（網走、鮎川、和田、太地）に対する捕獲枠を IWC

に要求し続け、商業捕鯨モラトリアムの規定から除外するために捕鯨の商業性を可能な限

り排除する様々な工夫を行い、提案を行ってきた〔2〕。しかし、提案は否定され続け、提案

に反対する国は常に商業性の存在を反対の理由として挙げてきた。あたかも、IWC には商

業性に対するアレルギーが存在するように、である。 

 

ところが、これには問題がある。商業捕鯨モラトリアムの例外として継続が認められてい

る先住民生存捕鯨にも商業性は存在する。先住民生存捕鯨により捕獲されたホッキョクク

ジラのヒゲ板から作られた工芸品は高値でアラスカの店頭に並んでいる。先住民捕鯨の実

施に必要な船の燃料や機材は通常の商取引で購入される。商業捕鯨とは先住民捕鯨との区

別のための符牒であり、実際には商業性の有無による区別はできない。日本の沿岸小型捕鯨

地域での鯨肉の販売は商業性があって認められないが、先住民捕鯨の工芸品のアラスカの

高級ホテルの土産物店での販売には商業性はないという議論は、詭弁にもならない。 

 

商業捕鯨モラトリアムを規定した附表第 10 項（ｅ）では、商業捕鯨というカテゴリーを

先住民捕鯨との区別のために使っているが、その文言には商業性を否定する表現はない。 

 

そもそも商業性を罪悪視することが異様であろう。捕鯨を批判するマスコミを含め、世の

中の多くの活動は商業的活動である。どうして捕鯨における商業性は否定され、その他の活

動では認められるのか、合理的な理由は存在しない。 

 

３．商業捕鯨モラトリアムに至る交渉の経緯 

 

商業捕鯨モラトリアムの採択に至る交渉経緯も、少なくとも表面上はモラトリアムが捕

鯨の永久禁止や倫理観からの捕鯨否定ではなく、通常の資源管理措置として議論されてい

たことを示している。 
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商業捕鯨モラトリアムを求める動きは、1972 年にストックホルムで開催された国連人間

環境会議における商業捕鯨の 10 年間停止提案から始まり〔3〕、10 年間にわたる IWC にお

ける議論の末に IWC での商業捕鯨モラトリアムが採択されたわけであるが、この間におけ

る議論も商業捕鯨モラトリアムの本来の目的を反映している。 

 

例えば、1974 年 IWC 年次会合において米国政府代表は、「ナガスクジラの CPUE が引き

続き減少していること、FAO がデータの大きな不確実性と現行の管理制度の基盤となって

いる仮定に疑問があることを認めていることから、10 年間のモラトリアム（一時停止）を

求める。」 と発言している〔4〕。少なくともこの発言においては、米国は商業捕鯨の永久禁

止を求めていたわけではない。また、この発言は捕鯨問題を通常の、他の漁業問題と変わら

ない資源管理の問題として扱っており、捕鯨の倫理的位置づけや概念としての商業捕鯨の

否定は含まれていない。 

 

また、1979 年 IWC 年次会合では、英国は、「鯨類の頭数と生態を評価するために商業捕

鯨モラトリアムを設立すべき」、「資源回復の証拠が得られ補殺方法の改善が行われた場合

にのみ、捕鯨の再開が検討されるべき」と発言している〔5〕。これはもちろん捕鯨に反対す

る立場からの発言であるが、捕鯨の再開を否定していないし、捕鯨の永久禁止要求でもない。 

 

同じく、1979 年年次会議においてスウェーデン代表団は、「科学的な知見に多くのギャッ

プがあることからモラトリアムを強く支持する。しかしモラトリアムの期間後に、科学的成

果に基づいて捕鯨の再開について議論する用意がある。」と発言した〔6〕。 

 

商業捕鯨モラトリアムが採択される前年の 1981 年の IWC 年次会合では英国は、「他の国

に捕鯨に対する正当な商業的関心があることは理解する。もし、将来、鯨類資源の利用が安

全に再開され得ることが明確に示され、満足できる捕殺方法が可能となれば、禁止の撤廃を

検討できるかもしれない。」 と述べ、さらに、「我々が考えているのは一時停止であって、

永久禁止ではない。」と明言した〔7〕。 

 

そして、商業捕鯨モラトリアムが採択された 1982 年の IWC 年次会合では、モラトリア

ム採択を支持する各国は以下のような発言を行っている。 

 

セイシェル：  

「繰り返し指摘したいが、これは捕獲枠に関する提案であって、禁止やモラトリアム（一時

停止）ではない」〔8〕 
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スペイン ： 

「まず、自分はこれを全面禁止とはみなさないことを強調したい。これは単に捕鯨の暫定的

な中断である。」〔9〕 

 

セントルシア：  

「セイシェルからの（モラトリアム）提案について誤解があることが大変残念である。これ

は商業捕鯨全面禁止提案ではなく、捕獲枠に関する提案である。」〔10〕 

 

これらの一連の発言は、商業捕鯨モラトリアムが捕鯨の永久禁止や捕鯨という活動その

ものを悪とみなす決定としては議論されていなかったことを示している。また、これは条約

附表第 10 項（ｅ）の自然な読み方とも一致する。 

 

４．南大洋サンクチュアリと商業捕鯨モラトリアム 

 

商業捕鯨モラトリアムが採択された 12 年後の 1994 年、南極海における商業捕鯨を禁止

する南大洋サンクチュアリが設立された（図 1）。南大洋サンクチュアリを設立した条約附

表第 7 項（ｂ）と商業捕鯨モラトリアムを設定した条約附表第 10 項（ｅ）との比較は、サ

ンクチュアリが科学的な必要性とは無関係なところで設立されたことを浮き彫りにする。

裏を返せば、商業捕鯨モラトリアムは、本来科学的な手法に基づきクジラの捕獲枠を検討す

るシステムであったということを意味する。 

 

国際捕鯨取締条約附表第 7 項（b）は以下のように規定している。 

 

7.(b) 条約第 5 条 1(c)の規定により、南大洋保護区と指定された区域において、

母船式操業によるか鯨体処理場によるかを問わず、商業的捕鯨を禁止する。……

この禁止は、委員会によって随時決定される保護区内のひげ鯨及び歯鯨資源の

保存状態にかかわりなく適用する。 

 

ICRW Schedule 7(b) 

(b)In accordance with Article V(1)(c) of the Convention、 commercial whaling、 

whether by pelagic operations or from land stations、 is prohibited in a 

region designated as the Southern Ocean Sanctuary. ........This prohibition 

applies irrespective of the conservation status of baleen and toothed whale 

stocks in this Sanctuary、 as may from time to time be determined by the 

Commission.  
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注目すべきは、「保護区内のひげ鯨及び歯鯨資源の保存状態にかかわりなく」商業捕鯨を

禁止するという規定である。すなわち、クジラの資源が豊富であろうとなかろうと、とにか

く商業捕鯨を禁止するという規定であり、これは ICRW の本来の目的である科学的な議論

に基づくクジラ資源の保存と管理とは全く別物の考え方である。商業捕鯨モラトリアムを

設定した条約附表第 10 項（ｅ）が、クジラ資源に関する科学的情報の不確実性を理由に、

商業捕鯨を一時的に停止し、その間科学的データを蓄積、分析して、捕獲枠の検討を行うと

いう合理的なステップを規定していることと、きわめて対照的である。逆の見方をすれば、

南大洋サンクチュアリの規定は、商業捕鯨モラトリアムが通常の資源管理手法であったこ

とを裏付ける。 

 

南大洋サンクチュアリが資源管理措置としては見なし難く、科学的な裏付けもないこと

は、2004 年 IWC 科学委員会自身が行った IWC の外部の専門家によるレビューの評価が如

実に示している。 

 

外部専門家の評価報告書のアブストラクトからの抜粋を以下に引用する。 

 

「南大洋サンクチュアリは、そして IWC のサンクチュアリは一般に、生態学的

に正当化できない。南大洋サンクチュアリ（SOS）は、あいまいな目的に基づい

ており、それを計量化することは困難である。SOS はその設計と運用において

厳格なアプローチに欠けており、目的が達成されたか否かを判断する効果的な

モニタリングの仕組みを有していない。SOS は「めくら打ち」のアプローチで

あり、広い海域が境界設定やサンクチュアリ内の管理措置についての明確な理

由もなく、ただ保護されている。」〔11〕 

 

 

図1 南大洋サンクチュアリ （日本捕鯨協会） 
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５．クジラは絶滅にひんしていない 

 

商業捕鯨モラトリアムの設定は、IWC がクジラが絶滅にひんしていると認めたことが理

由であるとの誤解があり、また、商業捕鯨モラトリアムの存在が、クジラが絶滅にひんして

いるとのイメージを強化することに貢献している。 

 

実際には IWC はクジラの資源状態についてどのような見解を持っているのか。 

 

IWC 科学委員会は様々な鯨種について資源状態の評価を行ってきており、科学者間で意

見の一致が見られた場合には、その結果を IWC のホームページに掲載してきている。IWC

科学委員会では世界の科学者 150 名あまりが毎年会合を持っており、その見解は世界的に

見て鯨類に関するもっとも権威あるものであると考えられるが、例えば IWC ホームページ

には次のような記述がみられる。 

 

鯨類の資源状況（〔12〕IWC のサイトから抜粋） 

  

「実際のところ絶滅の危機にあると考えられる大型鯨類は２種のみである。北

太平洋セミクジラと北大西洋セミクジラである。」  

 

「データが整っているほとんどの海域で、ザトウクジラは強い回復を示してお

り、未開発資源量に近付いている。年間増加率は多くの海域で約 10％に達する。」  

 

「中央北大西洋と西グリーンランド沖のナガスクジラの資源状況評価によれば、

資源は健全であることが示されている。」  

 

「南氷洋には数十万頭のミンククジラが生息しており、絶滅に瀕していないこ

とは明らかである。」 

 

もちろん南氷洋のシロナガスクジラのように過去の乱獲から資源状態が改善していない

種もあるが、すべての鯨類が絶滅の危機にひんしており、そのために商業捕鯨モラトリアム

が採択されたという主張には何の根拠もなく、むしろ事実の歪曲である。前述のように、商

業捕鯨モラトリアムは、捕鯨の管理に必要な科学的な情報が不足またはそれに不確実性が

あったことから、一時的に捕鯨を停止し、その間に鯨類資源の状態を包括的に評価するため

に導入されたのである。 
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クジラが「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」（ワシントン条

約 (CITES)）の附属書に掲載されていることも、すべてのクジラが絶滅の危機にひんしてい

るというイメージを強化している。しかし、附属書への掲載の経緯も、その後の展開も、こ

れが誤ったイメージであることを示している。 

 

クジラの多くが CITES 附属書に掲載された当時、CITES 附属書への掲載は、第 1回CITES

締約国会議（1976年）において決議 Conf.1.1 により採択された基準（所謂ベルン・クライ

テリア）に従って行われることとなっていた。この「ベルン・クライテリア」は、当時よ

り、定性的かつ曖昧であるため、政治的意図が入り込み易いと批判されていたものである。

その後、「ベルン・クライテリア」は、第 8回 CITES 締約国会議における決議 Conf.8.20（当

時の附属書における種の掲載状況は適切さに欠けていること、その原因の一端は「絶滅の

おそれ」の判断基準の不適切さにあることを指摘。）に基づき見直しが行われ、第 9回締約

国会議において、決議 Conf.9.24 により、定量的なガイドラインを含む新たな附属書掲載基

準が採択された。 

 

日本は、この新しい附属書掲載基準に基づき、南極海のミンククジラについて、第 10回

及び第 11 回の CITES 締約国会議（それぞれ 1997 年及び 2000 年に開催）において、附属

書ⅠからⅡへのダウンリスティングを提案した。第 10 回締約国会議での提案について

CITES 事務局は、南極海のミンククジラの資源状況が附属書Ⅰへの掲載基準に合致しない

ことは明白であるとの見解を示している。また、第 11回締約国会議での提案では、CITES

事務局は、南極海ミンククジラの資源状況が附属書Ⅰへの生物学的な掲載基準に合致しな

いことを示す十分な情報が提出されたとの暫定的評価を下した（Doc.11.59.3 参照）ものの、

最終的には IWC が商業捕鯨モラトリアムを維持していることなどを理由に、右提案を却

下すべきと勧告した。商業捕鯨モラトリアムが、南極海ミンククジラを含む鯨類を絶滅に

ひんしていると認定したわけではないことを考えると、CITES 事務局の勧告はむしろ政治

的な配慮であったことが窺える。 

 

いずれの締約国会議においても日本の提案は半数近い賛成を得たものの、附属書の改正

に必要な 3 分の 2 の賛成票を得られず、否決された。この経緯は CITES 附属書への掲載

（又は削除）には、商業捕鯨モラトリアムの存在を受けた締約国の政治的意図が色濃く反

映されており、必ずしもその掲載基準に従って適切に行われていないことを示している。 

 

６．商業捕鯨モラトリアムと改定管理方式 

 

商業捕鯨モラトリアムが捕鯨の永久禁止であり、IWC が鯨を保護することを目的とする

国際機関であるとの認識は、IWC が 1994 年に鯨類の捕獲枠計算方式をコンセンサスで採
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択し、IWC 科学委員会が実際にいくつかの鯨種について捕獲枠計算の作業を行ってきてい

る事実と矛盾する。捕鯨が永久禁止されているのであれば、科学委員会がこのような作業を

行う必要はない。 

 

改訂管理方式（Revised Management Procedure (RMP)）は IWC 科学委員会が困難な議

論の末に 1992 年に開発した、鯨類資源が減少するリスクを回避しながら長期にわたって捕

獲を継続できる捕獲枠のレベルを算出する方式である。RMP では、資源状態に関する科学

的な情報が不確かであればある程捕獲枠が低く設定され、急激な環境変化などにより鯨類

の資源量が短期間に急激かつ大幅に減少する場合も想定して、資源にとって安全な捕獲枠

を計算するシステムとなっており、きわめて慎重な方式と言える。資源管理や環境保護の分

野では、いわゆる予防的アプローチの必要性が認識されているが、RMP はこのアプローチ

をフルに取り入れたものである。 

 

事実、IWC 科学委員会の主要メンバーであり、様々な漁業資源の管理についての世界的

第一人者であるケープタウン大学のバターワース教授は、仮に RMP を世界の漁業活動に適

用すると、ほとんどの漁業は禁止されることになる、と語っている〔13〕。RMP はそれほど

までに保守的であるが、ミンククジラなど資源状態が良好な鯨種については、この厳しい

RMP を適用しても 捕獲枠が産出される結果となる。いくつかの鯨類資源はそれほどに健全

である。 

 

このように、RMP は、安全に鯨類を捕獲し続けることを可能とする方式であるがために、

反捕鯨国は当初その採択に抵抗した。捕鯨の永久禁止を目指す反捕鯨国にとっては、持続可

能な捕鯨の継続を可能とする RMP の採択は、それが鯨類資源の保存管理を前進させる科学

的な方式であっても、受け入れることが難しいものであった。 

 

この事態を受けて、RMP を開発した IWC の科学委員会議長である英国のハモンド博士

は、議長を辞任した。辞任を伝える彼の 1993 年 5 月 26 日付書簡は、条約附表第 10 項（ｅ）

の求める科学的な方法に基づく捕獲枠の検討を可能とする方式を誠実に完成した科学者の

努力を無視した IWC に対する強い憤りに満ちている。長い引用となるが、この書簡の重要

性にかんがみ再度引用する。 

 

 

「1993年に IWC 科学委員会議長を辞任したハモンド博士の書簡 (抜粋) 

 

                                    ・ 

自然資源管理の科学における、最も興味深く、かつ、潜在的に極めて広範な意味を持
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つ問題のひとつが、ついに決着した。国際捕鯨委員会は、今や商業捕鯨を安全に管理

するためのメカニズムを設立することが可能である。これは、商業捕鯨モラトリアム

の有無に関係なく可能である。 

 

しかし、現実はこれとやや異なる。国際捕鯨委員会の総会において、この科学委員会

の成果は多くの国の代表から賞賛され、認められたものの、採択されないままである。 

                                  ・ 

                                  ・ 

もちろん、この原因は科学とはまったく関係ない。科学委員会が全会一致で勧告して

いるにもかかわらず、幾つかの国の政府代表は科学委員会報告書の一部を脈絡なく引

用し、あたかも｢科学的な｣理由で RMP を採択する必要はないと主張している。 

 

しかしながら、重要なことは、IWC にとって最も重要な問題について科学委員会が全

会一致で行った勧告がこのような侮辱を受けるとすれば、いったいどこに科学委員会

を持つ意味があろうか、という点である。さらに、科学委員会の議長はいったいどの

ような立場に立たされることになるのか。 

 

従って、私の結論は、その仕事が上部機関である総会によってこのように無視される

委員会の責任者、かつ、スポークスマンにとどまることを、もはや自分自身としては

納得できないということである。また、私は、科学委員会のほかのメンバーに対し、

彼らの仕事の成果がどのように扱われるかを知りながらも、一年中貴重な時間を使っ

て懸命に仕事をし、年次会合ではさらに熱心に働くように頼むようなことはできない。 

                                   ・ 

                                   ・ 

従って、私としては科学委員会議長の職を辞職する以外の選択肢はない。 

                                   ・ 

                                   ・ 

フィル・ハモンド                                  1993年 5月 26日 

 

ハモンド博士の辞任は、翌 1994 年の IWC としての RMP 採択につながった。しかし、

IWC は RMP の実施のためにさらに新たなハードルを設定した。RMP により鯨類資源を持

続的に利用していくことができる捕獲枠が計算されるとしても、もしその捕獲枠が守られ

なければ意味がないことから、遵守取締措置などについての合意と RMP を合わせた包括的

なシステムとしての改訂管理制度（Revised Management Scheme (RMS)）の完成を求めた

のである。 
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RMS に関する議論には 10 年を超える歳月と 50 回に迫る会合、関係者の多大な努力と費

用が費やされたが、結局 2005 年の第 57 回年次会合（韓国ウルサンにて開催）において実

質上の決裂宣言が行われた。反捕鯨国側は捕鯨支持国が国際監視員の受け入れや取締費用

の負担に抵抗したとして、RMS 交渉失敗の責任を捕鯨支持国側に押し付けようとしたが、

実際は、捕鯨支持国側が条件を受け入れるたびに反捕鯨国側から新たな条件が提示され続

け、合意に至らなかったというのが事実である。反捕鯨国側には捕鯨を認める意図がないわ

けであるから、交渉をまとめないための交渉を行っていたのである。 

 

IWC 科学委員会は、現在でもいくつかの鯨種について RMP に基づく捕獲枠計算のための

議論を続けている。計算された捕獲枠が実現するためには IWC において捕獲枠を条約附表

に掲載する必要があり、これには IWC で 4 分の 3 の得票が必要である。IWC での勢力分布

は近年拮抗しており、反捕鯨国側も捕鯨支持国側も 4 分の 3 を確保することはできていな

い。IWC がその結果を受け入れないことが明確な中で、商業捕鯨モラトリアムを設定した

条約附表第 10 項(e)の規定に忠実に対応し、鯨類の包括的資源評価と捕獲枠計算のための

RMP 実施作業を遂行してきている科学委員会の姿は、IWC の抱える矛盾を象徴している

〔14〕。 

 

７．セントキッツ宣言 

 

商業捕鯨モラトリアムが捕鯨を倫理的に悪いものであると性格付け、これを永久に禁止

しているというイメージが存在している理由の一つに、IWC が度重なる決議を採択し、調

査捕鯨などを非難してきたことがある。しかし、この IWC の決議とは一体どのような意味

をもつものであるのかを確認する必要がある。 

 

商業捕鯨モラトリアムの採択など、条約附表の修正が、法的に拘束力のある決定であり、

IWC において 4 分の 3 の得票を求められる決定であることとは異なり、決議は単純過半数

で採択することができる、法的な力がない意見表明である。さらに、過去の IWC 年次会合

では、決議の内容について合意を模索する努力はほとんど行われてきておらず、数に勝る反

捕鯨国側が、日本などの捕鯨支持国が受け入れ難い決議案を一方的に提出し、ろくな議論も

ないままに投票で採択してしまうということがしばしばであった。このような背景を持つ

決議を、IWC の正式な見解であるとみなすことには問題が多い。しかし、反捕鯨国や反捕

鯨団体は、これらの決議を使い、彼らの理想とする商業捕鯨モラトリアム像を作り上げてき

た。 

 

2006 年に、この構図を大きく崩す出来事が起こった。捕鯨支持国と反捕鯨国の勢力が極

めて拮抗し、いずれの側も単純過半数を制する可能性があった IWC 第 58 回年次会合（セ
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ントキッツ・ネービスにて開催）において、商業捕鯨モラトリアムを否定する宣言が、一票

差の過半数で決議の形で採択されたのである。 

 

セントキッツ・ネービス宣言〔15〕は、商業捕鯨モラトリアムについて以下のように述べ

ている。 

  

「モラトリアムは明らかに暫定措置として導入されたものであり、もはや必要

ではない。」  

 

「鯨類の資源状態にかかわりなく、持続的な商業捕鯨の再開に反対するとの立

場をとるメンバー国の方針は、国際捕鯨取締条約の目的に反している。」 

 

 

反捕鯨国側はセントキッツ・ネービス宣言に強く反発し、IWC に再加盟した際に商業捕

鯨モラトリアムに留保を付したアイスランドを IWC 加盟国として認めないとして、その投

票を受け入れず、宣言は無効であるとの立場をとっている。なお、ICRW 第 10 条によれば、

条約への加盟は他の加盟国の承認は必要とされず、加盟を希望する国が条約寄託国である

米国に対して通告書を提出した時点で加盟が成立することから、アイスランドの IWC 加盟

は反捕鯨国の立場により否定はできない。いずれにしても、この出来事は IWC の決議の持

つ性格を浮き彫りにしたと言える。 

 

８．「IWC の将来」プロジェクト 

 

セントキッツ・ネービス宣言の採択は、反捕鯨勢力の巻き返しと同時に、むしろ勢力拮抗

状態を受けた話し合いの機運をもたらした。多くの IWC 関係者が、現状維持、もしくは従

来の対立構図の継続は国際機関としての IWC の存続を脅かすものであるとの認識を共有す

るに至り、これが「IWC の将来」プロジェクトの開始につながった。 

 

「IWC の将来」プロジェクトの目標は、まず、対話のない IWC に話し合いのためのルー

ルを確立し、それを土台に捕鯨支持国、反捕鯨国の双方が妥協を行って、双方が受け入れ可

能なパッケージ合意に至ることであり、いわば「休戦協定」を締結することにあった。2 年

以上をかけて、常に決裂の可能性をはらみながら精力的な交渉が行われ、2010 年の IWC 第

62 回年次会合（モロッコ、アガディールにて開催）に先立ち、IWC 議長と副議長の連名に

よるパッケージ合意案が提出された〔16〕。その内容には IWC に関する様々な要素が含まれ

ているが、基本となる考え方としては、現在行われている捕鯨の捕獲頭数を大幅に削減する

代わりに、商業捕鯨モラトリアムの規定は残しつつ IWC として捕鯨を認めるというもので
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ある。この提案は、捕鯨支持国から見れば、商業捕鯨モラトリアム条項への異議申し立てに

よる商業捕鯨（ノルウェーのケース。アイスランドのケースは IWC への再加盟に際しての

商業捕鯨モラトリアムへの留保。）や条約第 8 条に基づく調査捕鯨の捕獲頭数が削減される

という妥協を行うことと引き換えに、IWC が正式に合意に基づき捕鯨を認めるという大き

な象徴的な成果を得るということになる。他方、反捕鯨国側から見れば、商業捕鯨モラトリ

アムの規定は残るものの、IWC が捕鯨を禁止しているという状況が崩れ、これと引き換え

に、実際は商業捕鯨モラトリアムの存在にもかかわらず行われている捕鯨の捕獲頭数の大

幅削減を達成できるというメリットを得るということになる。双方にとっての妥協の痛み

を緩和するために、提案は 10 年間の暫定合意の形をとった。 

 

この「IWC の将来」プロジェクトにおける議長副議長提案は、反捕鯨国に対し以下のよ

うな選択肢を提示したと言える。  

 

（a） 現状維持。合意なし。商業捕鯨モラトリアムは形のうえでは残るが、現に行われて

いる捕鯨は引き続き継続する。将来捕鯨が拡大することも排除されない。 

  

（b） 議長副議長妥協案を受け入れ合意。捕獲頭数は大幅に削減される。反捕鯨 NGO の

主張や、プレス、一般人のイメージに反し、商業捕鯨モラトリアムは撤廃されないが、捕鯨

を認める妥協案に合意したとして強い批判が予想される。  

 

クジラを捕鯨から守るという反捕鯨国の観点からすれば当然オプション（b）が選択され

るはずであるが、反捕鯨国の多くがオプション（a）を選択した。なぜか？ 

 

第一には、議長副議長提案に対し、反捕鯨 NGO やメディアが一斉に反発し、合意が成立

すれば商業捕鯨モラトリアムが崩壊し、大規模な捕鯨が再開され、過去の乱獲が繰り返され

るというイメージを作り上げたことによる。もちろんこれは議長副議長提案の内容を無視

し、歪曲している。 

 

第二には、反捕鯨 NGO の多くが現状の IWC における対立の継続を望んでいるというこ

とがある。捕鯨をめぐる対立の継続、激化は、反捕鯨 NGO の活動の継続や拡大に必要不可

欠である。対立が深まるほど、反捕鯨 NGO は様々なキャンペーンを展開し、寄付などの収

入増加、メディア露出の増加を図ることができる。彼らには議長副議長提案の内容をゆがめ

ても、対立の継続を望む動機がある。 

 

第三に、反捕鯨国政府に、反捕鯨 NGO、メディア、あるいはその意を受けた政治家の関

心に逆らってまで、IWC における合意を求める動機がないということがある。捕鯨問題が    



157 

日本やノルウェーとの二国間外交関係を揺さぶるまでに発展しない限り、反捕鯨国政府に

は合意達成のために国内での政治的リスクを冒してまで反対勢力を説得する必要性は生じ

ない。事実、多くの国にとって捕鯨問題の優先度は他の国際問題に比較して低く、したがっ

て、それが二国間外交関係に発展することのないようにさえすれば、現状維持が望ましいと

いう結論となるわけである。結果として、合意しないことに合意する（Agree to disagree）

ことが、二国間関係を傷つけず、かつ国内の関心にこたえる方法となる。 

 

反捕鯨国側には「IWC の将来」に関する議長副議長提案を受け入れることができない状

況があるわけであるが、商業捕鯨モラトリアムの本来の目的や規定が正しく理解されてい

れば、このプロジェクトをめぐる展開も異なっていたと言える。 

 

９．商業捕鯨モラトリアムのはらむ矛盾 

 

世界にはクジラを他の漁業資源と同様に再生可能な生物資源とみなす考え方と、クジラ

の資源状態が豊富であっても捕鯨は許されるべきではないという考え方が存在している。

実際にはこれは単純化した構図であり、様々なバリエーションが存在するが、捕鯨をめぐる

議論は往々にして二極化したものとなりがちである。 

 

商業捕鯨モラトリアムの実際の規定と反捕鯨勢力が推進してきたイメージとの間のギャ

ップは、この二極化した考え方の反映であるという解釈も可能であろう。 

 

商業捕鯨モラトリアムは、捕鯨の管理のための科学的情報に不確実性があるために、一時

的にすべての捕鯨を停止し、その間包括的な資源評価を行い、遅くとも 1990 年までに、科

学的な根拠に基づく持続可能な捕獲枠の設定を検討することを規定しており、その基本は

生物資源としてのクジラの管理のための規定である。これに基づき IWC 科学委員会が開発

した捕獲枠計算方式である RMP とあわせ、商業捕鯨モラトリアム条項は、むしろ捕鯨再開

の仕組みであるとさえ言える。 

 

他方、捕鯨に反対する考え方に立てば、商業捕鯨モラトリアムの成立をもって捕鯨を永久

禁止したいという目標がある。この目標を達成するために、商業捕鯨は倫理的に悪いもので

あり、鯨類資源は絶滅にひんしており、これを受けた商業捕鯨モラトリアムは商業捕鯨を永

久に禁止したものであるというイメージを作り上げた。しかし、1982 年の商業捕鯨モラト

リアム採択に至る経緯と具体的な条約附表第 10 項(e)の規定は、このイメージが反捕鯨勢力

の一方的な宣伝の結果であることを示している。 

 

商業捕鯨モラトリアムは大きな矛盾をはらんだ規定であり、IWC における対立も、この
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矛盾に根付いているともいえる。商業捕鯨モラトリアムの規定は包括的な資源評価に基づ

く捕獲枠の検討を求めていながら、反捕鯨勢力はそれを捕鯨を永久に禁止する反捕鯨運動

の象徴として扱う。そして IWC における対立は、国際機関としての IWC の存続を危ういも

のにまでし、その状況を打開するための「IWC の将来」プロジェクトも合意を達成するこ

とができていない。 

 

IWC が国際機関として存続するためには、いわゆる商業捕鯨モラトリアム条項の、本来

の意図と意味に沿った実施が必要である。しかし、商業捕鯨モラトリアムに関して作り上げ

られたイメージの強固さを考えれば、これは極めて困難な挑戦であることも現実であろう。

「IWC の将来」プロジェクトは、実は初めての「休戦」交渉ではなく、1997 年のいわゆる

アイルランド提案以来、数度にわたり捕鯨支持国と反捕鯨国の妥協を図る試みが行われて

きており、そのいずれもが一部の捕鯨を認めることで合意を図ったものの、すべてが失敗に

終わったという歴史がある〔17〕。今後も同様の努力が続けられるのか、あるいは懸念され

てきたように IWC の崩壊という事態に至るのか、歴史の判断を待つ他ないように思える。 

  

しかし、ひとつ確実な事実は、この捕鯨をめぐる長年の対立により IWC が機能不全に陥

り、鯨類の保存と管理という IWC の本来の目的が犠牲にされてきたということである。 

 

１０．まとめ 

 

1982 年に IWC が採択した、いわゆる商業捕鯨モラトリアムは、捕鯨問題をめぐる国際

的な対立の構造を規定し、その土台を構成している。商業捕鯨モラトリアムに関する一般的

イメージは、クジラは絶滅に瀕していることから捕鯨を永久的に禁止し、捕鯨を倫理的にも

否定している、あるいは、クジラ資源が豊富であってもクジラを特別な存在として保護する

べきものとして規定していると言ったものである。 

 

この商業捕鯨モラトリアムに関する強固なイメージは、国際交渉を通じた捕鯨問題の解

決を一層困難なものとしている。例えば、クジラの持続可能な利用を支持する勢力と反捕鯨

勢力の厳しい対立により、機能不全、崩壊の危機に直面した IWC の状況を、双方からの妥

協を通じて解決しようとした「IWC の将来」プロジェクトは、3 年間にわたる精力的な話し

合いの結果、2010 年に IWC 議長と副議長による共同提案を提出した。しかし、この共同提

案が商業捕鯨モラトリアムを終焉させるという NGO やマスコミのキャンペーンの結果、妥

協は成立せず、改めて捕鯨をめぐる根深い対立が浮き彫りにされた。 

 

しかし、商業捕鯨モラトリアムの交渉経緯、その法的解釈、クジラの資源状態などについ

て検証したとき、商業捕鯨モラトリアムの真の姿は、資源状態について十分な科学的な知見
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がない1982年当時の状況のもとで、資源利用を一時停止し、その間に科学的情報を蓄積し、

包括的な分析評価を行って捕獲枠を再検討するという、ごく通常の資源管理のアプローチ

である。また、クジラについての特別の感情や特定の倫理観に基づいて捕鯨を禁止するとい

うものでもない。これは商業捕鯨モラトリアム採択に至る交渉における各国代表団の発言

からも裏付けられる。 

 

商業捕鯨モラトリアムが、少なくとも表面上は通常の資源管理措置の形をとったことは、

1994 年に南大洋サンクチュアリを設立した条約附表の規定との比較で明らかとなる。すな

わち、条約附表第 7 項（b）は、鯨類資源の保存状態にかかわりなく商業捕鯨を禁止すると

規定しており、商業捕鯨モラトリアムの考え方とは別物である。これは科学的な議論に基づ

き鯨類資源の保存管理を図るという国際捕鯨取締条約の本来の目的にも反すると考えられ

る。 

 

商業捕鯨モラトリアムの設定は、IWC がクジラが絶滅にひんしていると認めたことが理

由であるとの誤解がある。他方、IWC は自身のホームページ上に IWC 科学委員会が統一見

解としてまとめた鯨類資源の状態を掲載しており、多くの鯨類資源が回復又は豊富な状態

にあり、絶滅には瀕していないことが明らかである。さらに、1992 年に IWC 科学委員会は

極めて予防的な改定管理方式（RMP）を完成しており、鯨類資源を危険にさらすことなく

持続可能な形で利用することが、科学的に可能となっている。 

 

 しかし、誤ったイメージやパーセプションに大きく左右される国際政治の場においては、

商業捕鯨モラトリアムは捕鯨の永久禁止であるという概念が、一時は RMP の採択を阻み、

英国人の科学委員会議長の辞任という事態も招いた。また「IWC の将来」プロジェクト、

それに先立ついくつかの妥協模索の試みも、すべて失敗に終わった。 

 

商業捕鯨モラトリアムの規定は、包括的な資源評価に基づく捕獲枠の検討を求めていな

がら、反捕鯨勢力はそれを捕鯨を永久に禁止する反捕鯨運動の象徴として扱うという大き

な矛盾をはらんでいる。IWC における対立も、この矛盾に根付いているとも考えられ、国

際機関としての IWC の存続を危ういものにまでしている。 

 

IWC が国際機関として存続するためには、また、捕鯨問題について何らかの解決策を実現

するためには、いわゆる商業捕鯨モラトリアム条項の、本来の通常の資源管理措置として

の意図と意味に沿った実施が必要である。しかし、商業捕鯨モラトリアムに関して作り上

げられた捕鯨永久的全面禁止と言うイメージの強固さを考えれば、これは極めて困難な挑

戦であることも現実である。 
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Appendix 2 参考資料集 

 

１．宣言・文書等 

 

WSSD Plan of Implementation 

31 C 

Develop and facilitate the use of diverse approaches and tools、 including the ecosystem approach、 

the elimination of destructive fishing practices、  the establishment of marine protected areas 

consistent with international law and based on scientific information、  including representative 

networks by 2012 and time/area closures for the protection of nursery grounds and periods、 proper 

coastal land use; and watershed planning and the integration of marine and coastal areas management 

into key sectors;  

 

Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 and the Aichi Targets 

Target 11 

By 2020、 at least 17 per cent of terrestrial and inland water、 and 10 per cent of coastal and marine 

areas、  especially areas of particular importance for biodiversity and ecosystem services、  are 

conserved through effectively and equitably managed 、  ecologically representative and well 

connected systems of protected areas and other effective area-based conservation measures、 and 

integrated into the wider landscapes and seascapes. 

 

The Future We want 

 

177. We reaffirm the importance of area-based conservation measures、  including marine 

protected areas、  consistent with international law and based on best available scientific 

information、  as a tool for conservation of biological diversity and sustainable use of its 

components. We note decision X/2 of the tenth Meeting of the Conference of the Parties to the 

Convention on Biological Diversity、 that by 2020、 10 per cent of coastal and marine areas、 

especially areas of particular importance for biodiversity and ecosystem services、 are to be 

conserved through effectively and equitably managed、 ecologically representative and well-

connected systems of protected areas and other effective area-based conservation measures. 
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２．1982 年国連海洋法条約（抜粋） 

 

Article 63 

Stocks occurring within the exclusive economic zones of two or more coastal States or both within the 

exclusive economic zone and in an area beyond and adjacent to it 

 

1. Where the same stock or stocks of associated species occur within the exclusive economic zones of two 

or more coastal States、 these States shall seek、 either directly or through appropriate subregional or 

regional organizations、 to agree upon the measures necessary to coordinate and ensure the conservation 

and development of such stocks without prejudice to the other provisions of this Part. 

2. Where the same stock or stocks of associated species occur both within the exclusive economic zone 

and in an area beyond and adjacent to the zone、 the coastal State and the States fishing for such stocks 

in the adjacent area shall seek、 either directly or through appropriate subregional or regional 

organizations、 to agree upon the measures necessary for the conservation of these stocks in the adjacent 

area. 

 

 

Article 64 

Highly migratory species 

 

1. The coastal State and other States whose nationals fish in the region for the highly migratory species 

listed in Annex I shall cooperate directly or through appropriate international organizations with a view to 

ensuring conservation and promoting the objective of optimum utilization of such species throughout the 

region、 both within and beyond the exclusive economic zone. In regions for which no appropriate 

international organization exists、 the coastal State and other States whose nationals harvest these 

species in the region shall cooperate to establish such an organization and participate in its work. 

2. The provisions of paragraph 1 apply in addition to the other provisions of this Part. 

 

 

Article 65 

Marine mammals 

 

Nothing in this Part restricts the right of a coastal State or the competence of an international 

organization、 as appropriate、 to prohibit、 limit or regulate the exploitation of marine mammals 

more strictly than provided for in this Part. States shall cooperate with a view to the conservation of 

marine mammals and in the case of cetaceans shall in particular work through the appropriate 
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international organizations for their conservation、 management and study. 

 

 

Article 66 

Anadromous stocks 

 

1. States in whose rivers anadromous stocks originate shall have the primary interest in and responsibility 

for such stocks. 

2. The State of origin of anadromous stocks shall ensure their conservation by the establishment of 

appropriate regulatory measures for fishing in all waters landward of the outer limits of its exclusive 

economic zone and for fishing provided for in paragraph 3(b). The State of origin may、 after 

consultations with the other States referred to in paragraphs 3 and 4 fishing these stocks、 establish total 

allowable catches for stocks originating in its rivers. 

3.  

(a) Fisheries for anadromous stocks shall be conducted only in waters landward of the outer limits 

of exclusive economic zones、 except in cases where this provision would result in economic 

dislocation for a State other than the State of origin. With respect to such fishing beyond the outer 

limits of the exclusive economic zone、 States concerned shall maintain consultations with a 

view to achieving agreement on terms and conditions of such fishing giving due regard to the 

conservation requirements and the needs of the State of origin in respect of these stocks. 

(b) The State of origin shall cooperate in minimizing economic dislocation in such other States 

fishing these stocks、 taking into account the normal catch and the mode of operations of such 

States、 and all the areas in which such fishing has occurred. 

(c) States referred to in subparagraph (b)、 participating by agreement with the State of origin in 

measures to renew anadromous stocks、 particularly by expenditures for that purpose、 shall be 

given special consideration by the State of origin in the harvesting of stocks originating in its 

rivers. 

(d) Enforcement of regulations regarding anadromous stocks beyond the exclusive economic zone 

shall be by agreement between the State of origin and the other States concerned. 

4. In cases where anadromous stocks migrate into or through the waters landward of the outer limits of 

the exclusive economic zone of a State other than the State of origin、 such State shall cooperate with 

the State of origin with regard to the conservation and management of such stocks. 

5. The State of origin of anadromous stocks and other States fishing these stocks shall make arrangements 

for the implementation of the provisions of this article、 where appropriate、 through regional 

organizations. 
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Article 67 

Catadromous species 

 

1. A coastal State in whose waters catadromous species spend the greater part of their life cycle shall have 

responsibility for the management of these species and shall ensure the ingress and egress of migrating 

fish. 

2. Harvesting of catadromous species shall be conducted only in waters landward of the outer limits of 

exclusive economic zones. When conducted in exclusive economic zones、 harvesting shall be subject to 

this article and the other provisions of this Convention concerning fishing in these zones. 

3. In cases where catadromous fish migrate through the exclusive economic zone of another State、 

whether as juvenile or maturing fish、 the management、 including harvesting、 of such fish shall be 

regulated by agreement between the State mentioned in paragraph 1 and the other State concerned. Such 

agreement shall ensure the rational management of the species and take into account the responsibilities 

of the State mentioned in paragraph 1 for the maintenance of these species. 

 

 

Article 87 

Freedom of the high seas 

 

1. The high seas are open to all States、 whether coastal or land-locked. Freedom of the high seas is 

exercised under the conditions laid down by this Convention and by other rules of international law. It 

comprises、 inter alia、 both for coastal and land-locked States: 

(a) freedom of navigation; 

(b) freedom of overflight; 

(c) freedom to lay submarine cables and pipelines、 subject to Part VI; 

(d) freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international 

law、 subject to Part VI; 

(e) freedom of fishing、 subject to the conditions laid down in section 2; 

(f) freedom of scientific research、 subject to Parts VI and XIII. 

2. These freedoms shall be exercised by all States with due regard for the interests of other States in their 

exercise of the freedom of the high seas、 and also with due regard for the rights under this Convention 

with respect to activities in the Area. 
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Article 116 

Right to fish on the high seas 

 

All States have the right for their nationals to engage in fishing on the high seas subject to: 

(a) their treaty obligations; 

(b) the rights and duties as well as the interests of coastal States provided for、 inter alia、 in 

article 63、 paragraph 2、 and articles 64 to 67; and 

(c) the provisions of this section. 

 

 

Article 118 

Cooperation of States in the conservation and management of living resources 

 

States shall cooperate with each other in the conservation and management of living resources in the areas 

of the high seas. States whose nationals exploit identical living resources、 or different living resources 

in the same area、 shall enter into negotiations with a view to taking the measures necessary for the 

conservation of the living resources concerned. They shall、 as appropriate、 cooperate to establish 

subregional or regional fisheries organizations to this end. 

 

 

Article 119 

Conservation of the living resources of the high seas 

 

1. In determining the allowable catch and establishing other conservation measures for the living 

resources in the high seas、 States shall: 

(a) take measures which are designed、 on the best scientific evidence available to the States 

concerned、 to maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce 

the maximum sustainable yield、 as qualified by relevant environmental and economic factors、 

including the special requirements of developing States、 and taking into account fishing 

patterns、 the interdependence of stocks and any generally recommended international minimum 

standards、 whether subregional、 regional or global; 

(b) take into consideration the effects on species associated with or dependent upon harvested 

species with a view to maintaining or restoring populations of such associated or dependent 
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species above levels at which their reproduction may become seriously threatened. 

2. Available scientific information、 catch and fishing effort statistics、 and other data relevant to the 

conservation of fish stocks shall be contributed and exchanged on a regular basis through competent 

international organizations、 whether subregional、 regional or global、 where appropriate and with 

participation by all States concerned. 

3. States concerned shall ensure that conservation measures and their implementation do not discriminate 

in form or in fact against the fishermen of any State. 
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３．IUCN カテゴリー 

 

Category I – Protected area managed mainly for science or wilderness                       

protection (Strict Nature Reserve/Wilderness Area); 

Category II – Protected area managed mainly for ecosystem protection                        

and recreation (National Park); 

Category III – Protected area managed mainly for conservation of                          

specific natural features (Natural Monument); 

Category IV – Protected area managed mainly for conservation through                          

management intervention (Habitat/Species Management                          

Area); 

Category V – Protected area managed mainly for landscape/seascape                          

conservation and recreation (Protected                       

Landscape/Seascape); 

Category VI – Protected area managed mainly for the sustainable use                          

of natural ecosystems (Managed Resource Protected                          

Area). 
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４．国際捕鯨取締条約及び条約附表（抜粋） 

 

国際捕鯨取締条約 

 

前文 

 

正当な委任を受けた自己の代表者がこの条約に署名した政府は、  

鯨族という大きな天然資源を将来の世代のために保護することが世界の諸国の利益である

ことを認め、  

捕鯨の歴史が一区域から他の地の区域への濫獲及び 1 鯨種から他の鯨種への濫獲を示して

いるためにこれ以上の濫獲からすべての種類の鯨を保護することが緊要であることにかん

がみ、  

鯨族が捕獲を適当に取り締まれば繁殖が可能であること及び鯨族が繁殖すればこの天然資

源をそこなわないで捕獲できる鯨の数を増加することができることを認め、  

広範囲の経済上及び栄養上の困窮を起さずにできるだけすみやかに鯨族の最適の水準を実

現することが共通の利益であることを認め、  

これらの目的を達成するまでは、現に数の減ったある種類の鯨に回復期間を与えるため、捕

鯨作業を捕獲に最もよく耐え得る種類に限らなければならないことを認め、  

1937 年 6 月 8 日にロンドンで署名された国際捕鯨取締協定並びに 1938 年 6 月 24 日及び

1945 年 11 月 26 日にロンドンで署名された同協定の議定書の規定に具現された原則を基礎

として鯨族の適当で有効な保存及び増大を確保するため、捕鯨業に関する国際取締制度を

設けることを希望し、且つ、  

鯨族の適当な保存を図って捕鯨産業の秩序のある発展を可能にする条約を締結することに

決定し、  

次のとおり協定した。 

 

The Governments whose duly authorized representatives have subscribed hereto、  

 

RECOGNIZING the interest of the nations of the world in safeguarding for future 

generations the great natural resources represented by the whale stocks;  

 

CONSIDERING that the history of whaling has seen over-fishing of one area after 

another and of one species of whale after another to such a degree that it is essential to 

protect all species of whales from further over-fishing;  

 

RECOGNIZING that the whale stocks are susceptible of natural increases if whaling is 
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properly regulated、 and that increases in the size of whale stocks will permit increases 

in the numbers of whales which may be captured without endangering these natural 

resources;  

 

RECOGNIZING that it is in the common interest to achieve the optimum level of whale 

stocks as rapidly as possible without causing widespread economic and nutritional 

distress;  

 

RECOGNIZING that in the course of achieving these objectives、 whaling operations 

should be confined to those species best able to sustain exploitation in order to give an 

interval for recovery to certain species of whales now depleted in numbers;  

 

DESIRING to establish a system of international regulation for the whale fisheries to 

ensure proper and effective conservation and development of whale stocks on the basis 

of the principles embodied in the provisions of the International Agreement for the 

Regulation of Whaling signed in London on 8 June 1937、 and the protocols to that 

Agreement signed in London on 24 June 1938、 and 26 November 1945; and  

 

HAVING decided to conclude a convention to provide for the proper conservation of whale 

stocks and thus make possible the orderly development of the whaling industry;  

 

HAVE AGREED as follows:  

 

 

第 1 条  

1.  この条約は、その不可分の一部を成す附表を含む。すべて「条約」というときは、現

在の辞句における、又は第 5 条の規定に従って修正されたこの附表を含むものと了解する。  

2. この条約は、締約政府の管轄下にある母船、鯨体処理場及び捕鯨船並びにこれらの母船、

鯨体処理場及び捕鯨船によって捕鯨が行われるすべての水域に適用する。 

 

Article I 

 

1. This Convention includes the Schedule attached thereto which forms an integral part 

thereof. All references to "Convention" shall be understood as including the said 

Schedule either in its present terms or as amended in accordance with the provisions of 

Article V.  
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2. This Convention applies to factory ships、 land stations、 and whale catchers under 

the jurisdiction of the Contracting Governments、 and to all waters in which whaling is 

prosecuted by such factory ships、 land stations、 and whale catchers. 

 

第 5 条  

1. 委員会は、鯨資源の保存及び利用について、(a)保護される種類及び保護されない種類、

(b) 解禁期及び禁漁期、(c)解禁水域及び禁漁水域（保護区域の指定を含む。）、(d)各種類につ

いての大きさの制限、(e)捕鯨の時期、方法及び程度（一漁期における鯨の最大捕獲量を含

む。）、(f)使用する漁具、装備及び器具の型式及び仕様、(g)測定方法、(h)捕獲報告並びに他

の統計的及び生物学的記録並びに(i)監督の方法に関して規定する規則の採択によって、附

表の規定随時修正することができる。 

2. 附表の前記の修正は、(a)この条約の目的を遂行するため並びに鯨資源の保存、開発及び

最適の利用を図るために必要なもの、(b)科学的認定に基くもの、(c)母船又は鯨体処理場の

数又は国籍に対する制限を伴わず、また母船若しくは鯨体処理場又は母船群若しくは鯨体

処理場群に特定の割当をしないもの並びに(d)鯨の生産物の消費者及び捕鯨産業の利益を考

慮に入れたものでなければならない。  

3. 前記の各修正は、締約政府については、委員会が各締約政府に修正を通告した後 90 日で

効力を生ずる。但し、(a)いずれかの政府がこの 90 日の期間の満了前に修正に対して委員会

に異議を申し立てたときは、この修正は、追加の 90 日間は、いずれの政府についても効力

を生じない。(b)そこで、他の締約政府は、この 90 日の追加期間の満了期日又はこの 90 日

の追加期間中に受領された最後の異議の受領の日から 30日の満了期日のうちいずれか遅い

方の日までに、この修正に対して異議を申し立てることができる。また、(c)その後は、この

修正は、異議を申し立てなかったすベての締約政府について効力を生ずるが、このように異

議を申し立てた政府については、異議の撤回の日まで効力を生じない。委員会は、異議及び

撤回の各を受領したときは直ちに各締約政府に通告し、且つ、各締約政府は、修正、異議及

び撤回に関するすべての通告を確認しなければならない。  

4.  いかなる修正も、1949 年 7 月 1 目の前には、効力を生じない。 

 

Article V 

1. The Commission may amend from time to time the provisions of the Schedule by 

adopting regulations with respect to the conservation and utilization of whale resources、 

fixing (a) protected and unprotected species; (b) open and closed seasons; (c) open and 

closed waters、 including the designation of sanctuary areas; (d) size limits for each 

species; (e) time、 methods、 and intensity of whaling (including the maximum catch of 

whales to be taken in any one season); (f) types and specifications of gear and apparatus 

and appliances which may be used; (g) methods of measurement; and (h) catch returns 
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and other statistical and biological records.  

2. These amendments of the Schedule (a) shall be such as are necessary to carry out the 

objectives and purposes of this Convention and to provide for the conservation、 

development、 and optimum utilization of the whale resources; (b) shall be based on 

scientific findings; (c) shall not involve restrictions on the number or nationality of 

factory ships or land stations、 nor allocate specific quotas to any factory ship or land 

station or to any group of factory ships or land stations; and (d) shall take into 

consideration the interests of the consumers of whale products and the whaling industry.  

3. Each of such amendments shall become effective with respect to the Contracting 

Governments ninety days following notification of the amendment by the Commission to 

each of the Contracting Governments、 except that (a) if any Government presents to 

the Commission objection to any amendment prior to the expiration of this ninety-day 

period 、  the amendment shall not become effective with respect to any of the 

Governments for an additional ninety days; (b) thereupon、  any other Contracting 

Government may present objection to the amendment at any time prior to the expiration 

of the additional ninety-day period、 or before the expiration of thirty days from the date 

of receipt of the last objection received during such additional ninety-day period、 

whichever date shall be the later; and (c) thereafter、 the amendment shall become 

effective with respect to all Contracting Governments which have not presented objection 

but shall not become effective with respect to any Government which has so objected 

until such date as the objection is withdrawn. The Commission shall notify each 

Contracting Government immediately upon receipt of each objection and withdrawal and 

each Contracting Government shall acknowledge receipt of all notifications of 

amendments、 objections、 and withdrawals.  

4. No amendments shall become effective before 1 July 1949. 

 

第 8 条  

1. この条約の規定にかかわらず、締約政府は、同政府が適当と認める数の制限及び他の条

件に従って自国民のいずれかが科学的研究のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理することを

認可する特別許可書をこれに与えることができる。また、この条の規定による鯨の捕獲、殺

害及び処理は、この条約の適用から除外する。各締約政府は、その与えたすべての前記の認

可を直ちに委員会に報告しなければならない。各締約政府は、その与えた前記の特別許可書

をいつでも取り消すことができる。 

2. 前記の特別許可書に基いて捕獲した鯨は、実行可能な限り加工し、また、取得金は、許

可を与えた政府の発給した指令書に従って処分しなければならない。  

3. 各締約政府は、この条の第 l 項及び第 4 条に従って行われた研究調査の結果を含めて鯨
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及び捕鯨について同政府が入手し得る科学的資料を、委員会が指定する団体に、実行可能な

限り、且つ、l 年をこえない期間ごとに送付しなければならない。  

4.  母船及び鯨体処理場の作業に関連する生物学的資料の継続的な収集及び分析が捕鯨業

の健全で建設的な運営に不可欠であることを認め、締約政府は、この資料を得るために実行

可能なすべての措置を執るものとする。 

 

Article VIII 

1. Notwithstanding anything contained in this Convention 、  any Contracting 

Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national 

to kill、 take、 and treat whales for purposes of scientific research subject to such 

restrictions as to number and subject to such other conditions as the Contracting 

Government thinks fit、 and the killing、 taking、 and treating of whales in accordance 

with the provisions of this Article shall be exempt from the operation of this Convention. 

Each Contracting Government shall report at once to the Commission all such 

authorizations which it has granted. Each Contracting Government may at any time 

revoke any such special permit which it has granted.  

2. Any whales taken under these special permits shall so far as practicable be processed 

and the proceeds shall be dealt with in accordance with directions issued by the 

Government by which the permit was granted.  

3. Each Contracting Government shall transmit to such body as may be designated by 

the Commission、 in so far as practicable、 and at intervals of not more than one year、 

scientific information available to that Government with respect to whales and whaling、 

including the results of research conducted pursuant to paragraph 1 of this Article and 

to Article IV.  

4. Recognizing that continuous collection and analysis of biological data in connection 

with the operations of factory ships and land stations are indispensable to sound and 

constructive management of the whale fisheries、 the Contracting Governments will 

take all practicable measures to obtain such data. 

 

条約附表 

 

7.(b) 条約第 5 条 1(c)の規定により、南大洋保護区と指定された区域において、母船式操業

によるか鯨体処理場によるかを問わず、商業的捕鯨を禁止する。この保護区は、南半球の南

緯 40 度、西経 50 度を始点とし、そこから真東に東経 20 度まで、そこから真南に南緯 55

度まで、そこから真東に東経 130 度まで、そこから真北に南緯 40 度まで、そこから真東に

西経 130 度まで、そこから真南に南緯 60 度まで、そこから真東に西経 50 度まで、そこか
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ら真北に始点までの線の南側の水域から成る。この禁止は、委員会によって随時決定される

保護区内のひげ鯨及び歯鯨資源の保存状態にかかわりなく適用する。ただし、この禁止は、

最初の採択から 10 年後に、また、その後 10 年ごとに再検討するものとし、委員会は、再

検討の時にこの禁止を修正することができる。この(b)の規定は、南極地域の特別の法的及

び政治的地位を害することを意図するものではない。 

 

7.(b) In accordance with Article V(1)(c) of the Convention、 commercial whaling、 whether 

by pelagic operations or from land stations、 is prohibited in a region designated as the 

Southern Ocean Sanctuary. This Sanctuary comprises the waters of the Southern 

Hemisphere southwards of the following line: starting from 40 degrees S、 50 degrees W; 

thence due east to 20 degrees E; thence due south to 55 degrees S; thence due east to 130 

degrees E; thence due north to 40 degrees S; thence due east to 130 degrees W; thence due 

south to 60 degrees S; thence due east to 50 degrees W; thence due north to the point of 

beginning. This prohibition applies irrespective of the conservation status of baleen and 

toothed whale stocks in this Sanctuary、 as may from time to time be determined by the 

Commission. 

However、 this prohibition shall be reviewed ten years after its initial adoption and at 

succeeding ten year intervals、 and could be revised at such times by the Commission. 

Nothing in this sub-paragraph is intended to prejudice the special legal and political status 

of Antarctica. 

 

 

10(d) この 10 の他の規定にかかわらず、母船又はこれに附属する捕鯨船によりミンク鯨を

除く鯨を捕獲し、殺し又は処理することは、停止する。この停止は、まっこう鯨及びしゃち

並びにミンク鯨を除くひげ鯨に適用する。  

 

10. (d) Notwithstanding the other provisions of paragraph 10 there shall be a 

moratorium on the taking、 killing or treating of whales、 except minke whales、 by 

factory ships or whale catchers attached to factory ships. This moratorium applies to 

sperm whales、 killer whales and baleen whales、 except minke whales. 

 

 

10(e) この 10 の規定にかかわらず、あらゆる資源についての商業目的のための鯨の捕獲頭

数は、1986 年の鯨体処理場による捕鯨の解禁期及び 1985 年から 1986 年までの母船によ

る捕鯨の解禁期において並びにそれ以降の解禁期において零とする。この(e) の規定は、最

良の科学的助言に基づいて検討されるものとし、委員会は、遅くとも 1990 年までに、同規
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定の鯨資源に与える影響につき包括的評価を行うとともに(e)の規定の修正及び他の捕獲頭

数の設定につき検討する。 

 

 

(e) Notwithstanding the other provisions of paragraph 10、 catch limits for the 

killing for commercial purposes of whales from all stocks for the 1986 coastal and 

the 1985/86 pelagic seasons and thereafter shall be zero. This provision will be kept 

under review、 based upon the best scientific advice、 and by 1990 at the latest the 

Commission will undertake a comprehensive assessment of the effects of this decision 

on whale stocks and consider modification of this provision and the establishment of 

other catch limits.  

 

 

30 締約国政府は、科学的研究に対する許可計画を、科学小委員会が十分に検討し及び意見

を表明することができるよう、許可書の交付前十分な時間をもって国際捕鯨委員会事務局

長に提供する。許可計画には、次のことを明記するものとする。 

（a）研究の目的 

（b）捕獲される動物の数、性別、大きさ及び系群 

（c）他の国の科学者が研究に参加する機会 

（d）資源の保存に対する予想される影響 

科学小委員会は、可能な場合には、許可計画につき年次会議において検討し、及び意見を表

明する。許可書が次回の年次会議に先立って交付される場合には、事務局長は、検討及び意

見表明のため、許可計画を科学委小委員会のメンバーに郵送する。許可に基づく研究の予備

的結果は、科学小委員会の次回の年次会議において提供されるものとする。 

 

30. A Contracting Government shall provide the Secretary to the International Whaling Commission with 

proposed scientific permits before they are issued and in sufficient time to allow the Scientific Committee 

to review and comment on them. The proposed permits should specify: 

(a) objectives of the research; 

(b) number、 sex、 size and stock of the animals to be taken; 

(c) opportunities for participation in the research by scientists of other nations; and 

(d) possible effect on conservation of stock. 

Proposed permits shall be reviewed and commented on by the Scientific Committee at Annual Meetings 

when possible. When permits would be granted prior to the next Annual Meeting、 the Secretary shall 

send the proposed permits to members of the Scientific Committee by mail for their comment and review. 

Preliminary results of any research resulting from permits should be made available at the next Annual 
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Meeting of the Scientific Committee. 
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５．国際司法裁判所（ICJ）捕鯨判決原文（抜粋） 

 

56. The preamble of the ICRW indicates that the Convention pursues the purpose of ensuring 

the conservation of all species of whales while allowing for their sustainable exploitation. 

Thus、 the first preambular paragraph recognizes “the interest of the nations of the world in 

safeguarding for future generations the great natural resources represented by the whale stocks”. 

In the same vein、 the second paragraph of the preamble expresses the desire “to protect all 

species of whales from further over-fishing”、 and the fifth paragraph stresses the need “to 

give an interval for recovery to certain species now depleted in numbers”. However、 the 

preamble also refers to the exploitation of whales、 noting in the third paragraph that 

“increases in the size of whale stocks will permit increases in the number of whales which may 

be captured without endangering these natural resources”、 and adding in the fourth paragraph 

that “it is in the common interest to achieve the optimum level of whale stocks as rapidly as 

possible without causing widespread economic and nutritional distress” and in the fifth that 

“whaling operations should be confined to those species best able to sustain exploitation”. The 

objectives of the ICRW are further indicated in the final paragraph of the preamble、 which 

states that the Contracting Parties “decided to conclude a convention to provide for the proper 

conservation of whale stocks and thus make possible the orderly development of the whaling 

industry”. Amendments to the Schedule and recommendations by the IWC may put an emphasis 

on one or the other objective pursued by the Convention、 but cannot alter its object and 

purpose. 

 

68. In this regard、 the Court notes that the dispute before it arises from a decision by a State 

party to the ICRW to grant special permits under Article VIII of that treaty. Inherent in such a 

decision is the determination by the State party that the programme’s use of lethal methods is 

for purposes of scientific research. It follows that the Court will look to the authorizing State、 

which has granted special permits、 to explain the objective basis for its determination. 

 

83. Article VIII expressly contemplates the use of lethal methods、 and the Court is of the 

view that Australia and New Zealand overstate the legal significance of the recommendatory 

resolutions and Guidelines on which they rely. First、 many IWC resolutions were adopted 

without the support of all States parties to the Convention and、 in particular、 without the 

concurrence of Japan. Thus、 such instruments cannot be regarded as subsequent agreement to 

an interpretation of Article VIII、 nor as subsequent practice establishing an agreement of the 

parties regarding the interpretation of the treaty within the meaning of subparagraphs (a) and 

(b)、 respectively、 of paragraph (3) of Article 31 of the Vienna Convention on the Law of 
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Treaties. 

 

Secondly、 as a matter of substance、 the relevant resolutions and Guidelines that have been 

approved by consensus call upon States parties to take into account whether research objectives 

can practically and scientifically be achieved by using non-lethal research methods、 but they 

do not establish a requirement that lethal methods be used only when other methods are not 

available. 

 

The Court however observes that the States parties to the ICRW have a duty to co-operate with 

the IWC and the Scientific Committee and thus should give due regard to recommendations 

calling for an assessment of the feasibility of non-lethal alternatives. The Court will return to 

this point when it considers the Parties’ arguments regarding JARPA II (see paragraph 137). 

 

94. As the Parties and the intervening State accept、 Article VIII、 paragraph 2、 permits the 

processing and sale of whale meat incidental to the killing of whales pursuant to the grant of a 

special permit under Article VIII、 paragraph 1. 

 

In the Court’s view、 the fact that a programme involves the sale of whale meat and the use of 

proceeds to fund research is not sufficient、 taken alone、 to cause a special permit to fall 

outside Article VIII. Other elements would have to be examined、 such as the scale of a 

programme’s use of lethal sampling、 which might suggest that the whaling is for purposes 

other than scientific research. In particular、 a State party may not、 in order to fund the 

research for which a special permit has been granted、 use lethal sampling on a greater scale 

than is otherwise reasonable in relation to achieving the programme’s stated objectives. 

 

107. The RMP requires a brief explanation. The Parties agree that the RMP is a conservative 

and precautionary management tool and that it remains the applicable management procedure of 

the IWC、 although its implementation has not been completed. Australia maintains that the 

RMP “overcomes the difficulties faced by the NMP” the mechanism that the Commission 

previously developed to set catch limits because it takes uncertainty in abundance estimates into 

account and “does not rely on biological parameters that are difficult to estimate”. Japan 

disputes this characterization of the RMP and argues that its implementation requires “a huge 

amount of scientific data” at each step. Thus、 the Parties disagree on whether data collected 

by JARPA and JARPA II contribute to the RMP. 

 

137. As previously indicated、 the fact that a programme uses lethal methods despite the 
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availability of non-lethal alternatives does not mean that a special permit granted for such a 

programme necessarily falls outside Article VIII、 paragraph 1 (see paragraph 83). There are、 

however、 three reasons why the JARPA II Research Plan should have included some analysis 

of the feasibility of non-lethal methods as a means of reducing the planned scale of lethal 

sampling in the new programme. First、 IWC resolutions and Guidelines call upon States 

parties to take into account whether research objectives can be achieved using non-lethal 

methods. Japan has accepted that it is under an obligation to give due regard to such 

recommendations. Secondly、 as noted above (see paragraphs 80 and 129)、 Japan states 

that、 for reasons of scientific policy、 “[i]t does not . . . use lethal means more than it 

considers necessary” and that non-lethal alternatives are not practical or feasible in all cases. 

This implies the undertaking of some type of analysis in order to ascertain that lethal sampling 

is not being used to a greater extent than is necessary in relation to achieving a programme’s 

stated research objectives. Thirdly、 the two experts called by Australia referred to significant 

advances in a wide range of non-lethal research techniques over the past 20 years and described 

some of those developments and their potential application with regard to JARPA II’s stated 

objectives. It stands to reason that a research proposal that contemplates extensive lethal 

sampling would need to analyse the potential applicability of these advances in relation to a 

programme’s design. 

 

198. Taken together、 the evidence relating to the minke whale sample size、 like the 

evidence for the fin and humpback whale sample sizes、 provides scant analysis and 

justification for the underlying decisions that generate the overall sample size. For the Court、 

this raises further concerns about whether the design of JARPA II is reasonable in relation to 

achieving its stated objectives. These concerns must also be considered in light of the 

implementation of JARPA II、 which the Court turns to in the next section. 

 

212. Japan’s continued reliance on the first two JARPA II objectives to justify the target sample 

sizes、 despite the discrepancy between the actual take and those targets、 coupled with its 

statement that JARPA II can obtain meaningful scientific results based on the far more limited 

actual take、 cast further doubt on the characterization of JARPA II as a programme for 

purposes of scientific research. This evidence suggests that the target sample sizes are larger 

than are reasonable in relation to achieving JARPA II’s stated objectives. The fact that the 

actual take of fin and humpback whales is largely、 if not entirely、 a function of political and 

logistical considerations、 further weakens the purported relationship between JARPA II’s 

research objectives and the specific sample size targets for each species — in particular、 the 

decision to engage in the lethal sampling of minke whales on a relatively large scale. 
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219. The Court notes that the Research Plan uses a six-year period to obtain statistically useful 

information for minke whales and a 12-year period for the other two species、 and that it can 

be expected that the main scientific output of JARPA II would follow these periods. It 

nevertheless observes that the first research phase of JARPA II (2005-2006 to 2010-2011) has 

already been completed (see paragraph 119 above)、 but that Japan points to only two peer-

reviewed papers that have resulted from JARPA II to date. These papers do not relate to the 

JARPA II objectives and rely on data collected from respectively seven and two minke whales 

caught during the JARPA II feasibility study. While Japan also refers to three presentations 

made at scientific symposia and to eight papers it has submitted to the Scientific Committee、 

six of the latter are JARPA II cruise reports、 one of the two remaining papers is an evaluation 

of the JARPA II feasibility study and the other relates to the programme’s non-lethal photo 

identification of blue whales. In light of the fact that JARPA II has been going on since 2005 

and has involved the killing of about 3、600 minke whales、 the scientific output to date 

appears limited. 

 

222. The Court notes that the evidence invoked by Japan to demonstrate co-operation with 

Japanese research institutions relates to JARPA、 not JARPA II. It observes that some further 

evidence of co-operation between JARPA II and other domestic and international research 

institutions could have been expected in light of the programme’s focus on the Antarctic 

ecosystem and environmental changes in the region. 

 

226. These problems with the design of JARPA II must also be considered in light of its 

implementation. First、 no humpback whales have been taken、 and Japan cites non-scientific 

reasons for this. Secondly、 the take of fin whales is only a small fraction of the number that 

the JARPA II Research Plan prescribes. Thirdly、 the actual take of minke whales has also 

been far lower than the annual target sample size in all but one season. Despite these gaps 

between the Research Plan and the programme’s implementation、 Japan has maintained its 

reliance on the JARPA II research objectives — most notably、 ecosystem research and the 

goal of constructing a model of multi-species competition — to justify both the use and extent 

of lethal sampling prescribed by the JARPA II Research Plan for all three species. Neither 

JARPA II’s objectives nor its methods have been revised or adapted to take account of the 

actual number of whales taken. Nor has Japan explained how those research objectives remain 

viable given the decision to use six-year and 12-year research periods for different species、 

coupled with the apparent decision to abandon the lethal sampling of humpback whales entirely 

and to take very few fin whales. Other aspects of JARPA II also cast doubt on its 
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characterization as a programme for purposes of scientific research、 such as its open-ended 

time frame、 its limited scientific output to date、 and the absence of significant co-operation 

between JARPA II and other related research projects. 

 

227. Taken as a whole、 the Court considers that JARPA II involves activities that can 

broadly be characterized as scientific research (see paragraph 127 above)、 but that the 

evidence does not establish that the programme’s design and implementation are reasonable in 

relation to achieving its stated objectives. The Court concludes that the special permits granted 

by Japan for the killing、 taking and treating of whales in connection with JARPA II are not 

“for purposes of scientific research” pursuant to Article VIII、 paragraph 1、 of the 

Convention. 

 

246. The Court sees no need to order the additional remedy requested by Australia、 which 

would require Japan to refrain from authorizing or implementing any special permit whaling 

which is not for purposes of scientific research within the meaning of Article VIII. That 

obligation already applies to all States parties. It is to be expected that Japan will take account of 

the reasoning and conclusions contained in this Judgment as it evaluates the possibility of 

granting any future permits under Article VIII、 paragraph 1、 of the Convention. 

 

247. For these reasons、 

 

THE COURT、 

 

(1) Unanimously、 

Finds that it has jurisdiction to entertain the Application filed by Australia on 31 May 2010; 

 

(2) By twelve votes to four、 

Finds that the special permits granted by Japan in connection with JARPA II do not fall within 

the provisions of Article VIII、 paragraph 1、 of the International Convention for the 

Regulation of Whaling; 

 

IN FAVOUR: President Tomka; Vice-President Sepúlveda-Amor; Judges Keith、 Skotnikov、 

Cançado Trindade、 Greenwood、 Xue、 Donoghue、 Gaja、 Sebutinde、 Bhandari; 

Judge ad hoc Charlesworth; 

AGAINST: Judges Owada、 Abraham、 Bennouna、 Yusuf; 
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(3) By twelve votes to four、 

Finds that Japan、 by granting special permits to kill、 take and treat fin、 humpback and 

Antarctic minke whales in pursuance of JARPA II、 has not acted in conformity with its 

obligations under paragraph 10 (e) of the Schedule to the International Convention for the 

Regulation of Whaling; 

 

IN FAVOUR: President Tomka; Vice-President Sepúlveda-Amor; Judges Keith、 Skotnikov、 

Cançado Trindade、 Greenwood、 Xue、 Donoghue、 Gaja、 Sebutinde、 Bhandari; 

Judge ad hoc Charlesworth; 

AGAINST: Judges Owada、 Abraham、 Bennouna、 Yusuf; 

 

(4) By twelve votes to four、 

Finds that Japan has not acted in conformity with its obligations under paragraph 10 (d) of the 

Schedule to the International Convention for the Regulation of Whaling in relation to the 

killing、 taking and treating of fin whales in pursuance of JARPA II; 

 

IN FAVOUR: President Tomka; Vice-President Sepúlveda-Amor; Judges Keith、 Skotnikov、 

Cançado Trindade、 Greenwood、 Xue、 Donoghue、 Gaja、 Sebutinde、 Bhandari; 

Judge ad hoc Charlesworth; 

AGAINST: Judges Owada、 Abraham、 Bennouna、 Yusuf; 

 

(5) By twelve votes to four、 

Finds that Japan has not acted in conformity with its obligations under paragraph 7 (b) of the 

Schedule to the International Convention for the Regulation of Whaling in relation to the 

killing、 taking and treating of fin whales in the “Southern Ocean Sanctuary” in pursuance of 

JARPA II; 

 

IN FAVOUR: President Tomka; Vice-President Sepúlveda-Amor; Judges Keith、 Skotnikov、 

Cançado Trindade、 Greenwood、 Xue、 Donoghue、 Gaja、 Sebutinde、 Bhandari; 

Judge ad hoc Charlesworth; 

AGAINST: Judges Owada、 Abraham、 Bennouna、 Yusuf; 

 

(6) By thirteen votes to three、 

Finds that Japan has complied with its obligations under paragraph 30 of the Schedule to the 

International Convention for the Regulation of Whaling with regard to JARPA II; 
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IN FAVOUR: President Tomka; Vice-President Sepúlveda-Amor; Judges Owada、 Abraham、 

eith、 Bennouna、 Skotnikov、 Cançado Trindade、 Yusuf、 Greenwood、 Xue、 

Donoghue、 Gaja; 

AGAINST: Judges Sebutinde、 Bhandari; Judge ad hoc Charlesworth; 

 

(7) By twelve votes to four、 

Decides that Japan shall revoke any extant authorization、 permit or licence granted in relation 

to JARPA II、 and refrain from granting any further permits in pursuance of that programme. 

 

IN FAVOUR: President Tomka; Vice-President Sepúlveda-Amor; Judges Keith、 Skotnikov、 

Cançado Trindade、 Greenwood、 Xue、 Donoghue、 Gaja、 Sebutinde、 Bhandari; 

Judge ad hoc Charlesworth; 

AGAINST: Judges Owada、 Abraham、 Bennouna、 Yusuf. 
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６．国際司法裁判所「南極における捕鯨」訴訟 判決についての内閣官房長官談話 

 

平成二十六年三月三十一日 

一 本日、オランダ・ハーグの国際司法裁判所（ＩＣＪ）において、我が国と豪州の

間の「南極における捕鯨」訴訟（ニュージーランド参加）の判決が言い渡されまし

た。 

二 ＩＣＪが、第二期南極海鯨類捕獲調査（ＪＡＲＰＡⅡ）は国際捕鯨取締条約（ＩＣＲ

Ｗ）第八条一項の規定の範囲内ではおさまらないと判示したことは残念であり、深

く失望しています。しかしながら、日本は、国際社会の基礎である国際法秩序及び

法の支配を重視する国家として、判決に従います。 

三 日本は、六十年以上も前に国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）に加盟しました。ＩＷＣ内の

根深い見解の相違や、近年みられるＩＷＣの機能不全にもかかわらず、日本はＩＷ

Ｃに留まり、委員会が抱える問題に対して広く受け入れ可能な解決方法を模索し

てきました。 

四 今後の具体的な対応については、判決の内容を慎重に精査したうえで、真摯

に検討します。 
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７．今後の鯨類捕獲調査の実施方針についての農林水産大臣談話 

平成二十六年四月十八日 

  

国際司法裁判所「南極における捕鯨」訴訟判決を受け、我が国は、国際法及び科学的根拠に

基づき、鯨類資源の保存・管理に真摯に取り組む立場から、今後の我が国の捕鯨政策の在り

方を検討した結果、以下のとおりとすることとしました。 

   

一 基本方針   

判決は、国際捕鯨取締条約の目的の一つが、鯨類資源の持続可能な利用であることを確認し

ています。これを踏まえ、我が国は、今後とも関係府省連携のもと、国際法及び科学的根拠

に基づき、鯨類資源管理に不可欠な科学的情報を収集するための鯨類捕獲調査を実施し、商

業捕鯨の再開を目指すという基本方針を堅持します。   

 

二 平成二十七年度以降の鯨類捕獲調査について   

平成二十七年度以降の南極海及び北西太平洋の鯨類捕獲調査については、本年秋ごろまで

に、判決で示された基準を反映させた新たな調査計画を国際捕鯨委員会科学委員会へ提出

すべく、関係府省連携のもと、全力で検討を進めます。 その際、内外の著名な科学者の参

加を得るとともに、国際捕鯨委員会科学委員会のワークショップでの議論、他の関連する調

査との連携等により、国際的に開かれた透明性の高いプロセスを確保します。  

また、国際司法裁判所も「遺憾な妨害活動」と判示した反捕鯨団体による不法な暴力行為に

ついては、調査船団並びに調査員及び船員の安全を確保する観点から、関係府省連携のもと、

新たな調査計画に合わせた対応策を然るべく検討します。    

 

三 平成二十六年度の鯨類捕獲調査について   

（一）南極海においては、判決に従い、第二期南極海鯨類捕獲調査（JARPAⅡ）を取り止

めます。  

（二）北西太平洋鯨類捕獲調査においては、第二期北西太平洋鯨類捕獲調査（JARPNⅡ）

について、判決に照らし、調査目的を限定するなどして規模を縮小して実施します。  

（三）なお、平成二十七年度の調査計画の策定を踏まえつつ、判決の趣旨も考慮し、北西太

平洋におけるＤＮＡの採取などの非致死的調査の実行可能性に関する検証の実施など、必

要な対応策を講じます。 
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８．今後の鯨類捕獲調査の実施方針の概要 

 

１ 基本方針 

・鯨類は重要な食料資源として、科学的根拠に基づき持続的に利用していくべきとの考え方

に基づき、商業捕鯨の再開を目指す方針を堅持。 

・国際司法裁判所（ＩＣＪ）判決の趣旨を踏まえ、鯨類捕獲調査を実施。 

 

２ 平成２７年度以降の鯨類捕獲調査について 

・南極海及び北西太平洋調査は、新たな計画を平成２７年の国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）科学

委員会に提出し、実施。 

・新たな調査実施までに、反捕鯨団体による妨害活動への抜本的な対策を検討。 

 

３ 平成２６年度の鯨類捕獲調査について 

・南極海は捕獲調査は行わず、目視調査を実施。 

・北西太平洋は、目的を限定し、以下の規模により捕獲調査を実施。 

・また、ＤＮＡ等の採取など目視調査以外の非致死的調査の可能性について検証を実施。 

 

（参考） 

沿岸調査ミンククジラ１２０頭→ １００頭程度 

沖合調査ミンククジラ１００頭→ 中止 

ニタリクジラ５０頭→ ２０頭程度 

イワシクジラ１００頭→ ９０頭程度 

マッコウクジラ１０頭→ 中止 

 

※捕獲頭数に関しては、今後科学者の意見を聴取し、精査の上確定する。 
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９．第 65 回 IWC 総会での日本、豪州、ニュージーランドのオープニング・ステートメン

ト 

 

IWC/65/OS Australia 

 

Following the 31 March 2014 judgment delivered by the International Court 

of Justice、 this meeting provides us with an opportunity to embed the 

principles of the judgment into the work of the Commission. 

The full judgment (64 pages)、 and summary of the judgment (12 pages) can 

be found on the Court’s website. Australia encourages all Commissioners to 

read the judgment、 because the best approach is to let the authoritative 

judgment speak for itself. 

The Court concluded that JARPAII was not a programme for the purposes of 

scientific research pursuant to Article VIII. Australia welcomes the decision 

of the Court that Japan “shall revoke any extant authorization、 permit or 

licence to kill、 take or treat whales in relation to JARPA II、 and refrain 

from granting any further permits under Article VIII、 paragraph 1、 of the 

Convention、 in pursuance of that programme.” The words of the Court、 

the highest court of international law、 speak for themselves. We need just 

ensure that the IWC 、  as a responsible international organisation 、 

considers the guidance from the Court and incorporates its learned judgment 

into the practices of the Commission. Australia therefore commends the NZ 

Resolution for endorsement by the Commission. 

 

IWC/65/OS New Zealand 

 

The most significant issue since IWC64 has been the decision of the 

International Court of Justice (ICJ) in the Whaling in the Antarctic case. It 

is essential to ensure that the reasoning and conclusions contained in the 

ICJ’s judgment are fully taken into account in any future consideration by 

the IWC of special permit programmes. New Zealand has tabled a draft 

resolution for the purposes of enabling a discussion within the Commission 

to that end. 

 

IWC/65/OS Japan 
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1. The ICJ Judgment and Special Permit Program 

On March 31 、  2014 the International Court of Justice rendered its 

Judgment on the whaling case (Whaling in the Antarctic、 Australia v. 

Japan: New Zealand intervening)、 deciding “that Japan shall revoke any 

extant authorization、 permit or licence granted in relation to JARPA II、 

and refrain from granting any further permits in pursuance of that 

programme.” At the same time、 the Judgment confirmed that the objective 

of the ICRW includes “to provide for the proper conservation of whale stocks 

and thus make possible the orderly development of the whaling industry” 

and that “[a]mendments to the Schedule and recommendations by the IWC 

may put an emphasis on one or the other objective pursued by the 

Convention、 but cannot alter its object and purpose.” The Judgment also 

states that “[i]t is to be expected that Japan will take account of the 

reasoning and conclusions contained in this Judgment as it evaluates the 

possibility of granting any future permits under Article VIII、 paragraph 1、 

of the Convention” and that “[t]he Court finds that the use of lethal sampling 

per se is not unreasonable in relation to the research objectives of JARPA II” 

while the ICJ provided several “reasoning and conclusions” to find “the 

special permits granted by Japan in connection with JARPA II do not fall 

within the provisions of Article VIII、 paragraph 1、 of the International 

Convention for the Regulation of Whaling.” 

Taking account of the Judgment Japan therefore announced its course of 

actions on April 18、 2014 through the Statement by Minister for Agriculture、 

Forestry and Fisheries (http://www.jfa.maff.go.jp/e/pdf/danwa.pdf) that 

Japan would submit new research plan based upon international law and 

scientific evidence to the Scientific Committee of the International Whaling 

Commission (IWC) by the autumn this year、 which reflects the criteria 

mentioned in the Judgment. At this 65th meeting of the IWC Japan is willing 

to explain its positions on and to share information about the ICJ Judgment 

and related special permit issues. 
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１０．南極海における新たな鯨類調査計画案の概要について 

 

 

平成２６年１１月 

水   産   庁 

外   務   省 

                       

南極海における新たな鯨類調査計画案の概要について＊ 

 

１．調査の名称 

 新南極海鯨類科学調査NEWREP-A
ニ ュ ー レ ッ プ ・ エ イ

：New Scientific 

Whale Research Program in the Antarctic Ocean 

 

２．調査目的 
（１）RMP（改訂管理方式）を適用したクロミンククジラの

捕獲枠算出のための生物学的及び生態学的情報の高精

度化 

（２）生態系モデルの構築を通じた南極海生態系の構造及び

動態の研究 

 

３．調査海域 

 南緯 60 度以南、経度 0 度～西経 120 度（国際捕鯨委員会

（IWC）の管理海区 III 区～VI 区）（別図参照） 

 

４．調査期間 

 １２年間（2015/16 年度～2026/27 年度、６年後に中間評
価を実施。） 

 

５．調査の方法・内容 

（１）捕獲調査 

 ア 対象鯨種  クロミンククジラ 

 イ 捕獲頭数  ３３３頭 
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 （ア）RMP の適用（調査目的の（１））において重要な要

素となる「性成熟年齢」の算出に必要な年齢情報は、
現時点においては非致死的調査によって取得するこ

とが不可能であり、致死的調査が必要。 

（イ）性成熟年齢について、十分な精度をもって推定する
ために必要となる上記捕獲頭数に限定。 

（ウ）なお、当該捕獲頭数から入手できるデータ等を最大

限活用し、より良い生態系モデルを検討（調査目的の
（２））。 

（２）非致死的調査 

資源量推定のための目視調査、バイオプシー・サンプル
（皮膚標本）の採取、海洋観測等、これまでの南極海鯨類

捕獲調査で実施してきた非致死的調査を継続するととも

に、以下の非致死的調査手法の実行可能性・有用性を検証。 

①南極海（特に沖合域）におけるクロミンククジラからの

バイオプシー・サンプル採取の実行可能性について検証。 

②バイオプシー・サンプルから抽出した DNA の分析によ
る年齢推定手法（耳垢栓の分析の代替手法）の実行可能

性・有用性について検証。 

③バイオプシー・サンプルから抽出したビタミン A や脂肪
酸の分析による鯨類の栄養状態把握手法（脂皮厚測定等

の代替手法）の実行可能性・有用性について検証。 

④クロミンククジラへの衛星標識（繁殖海域の特定）やデ

ータロガー（摂餌行動の調査）の装着を試行的に実施。 

 

（３）餌生物資源量調査 

計量魚群探知機を活用した簡易なオキアミ資源量調査

を実施。 

 

６．調査実施主体及び使用調査船 

 （一財）日本鯨類研究所、母船１隻、複数の採集船・目視

船 
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７．緊急時の対応策 
 反捕鯨団体による妨害活動、悪天候等により、調査活動の

中断等を余儀なくされた場合において、調査結果への悪影響

を科学的な観点から可能な限り小さくするため、現場での対
応、調査計画の変更・調整、取得データの分析手法等につい

て策定。 

 

８．外国人科学者の参加及び他の調査機関等との連携 

外国人科学者の参加を歓迎するとともに、CCAMLR、国

際水産資源研究所、国立極地研究所等の外部機関や関係する
調査プログラムとの連携を強化。 

 
＊ 本計画案は、国際司法裁判所（ＩＣＪ）「南極における捕鯨」訴訟（豪州対日本、ニュー

ジーランド訴訟参加）の判決の指摘を考慮している。日本は、外部からの科学的なコメント

を歓迎する。本計画案は、科学的なコメントを踏まえ、必要に応じて今後も修正する。 
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新たな調査計画における調査海域 

 
 

 

 

 

 

  

（別図） 

経度 0° 

西経 120° 
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新調査計画におけるＩＣＪ判決指摘事項への対応 
 

調査計画の内容について、作成者の見解のみに依拠することはできないとの判決の指摘を

踏まえ、外部科学者らの見解も聴取するなど、透明性を確保したプロセスを通じて、以下

を含む対応を実施。 

ＩＣＪ判決における指摘事項 新調査計画における対応 

１．致死的手法の利用に関する決定 

“致死的手法の規模を縮減する方法とし

て、非致死的調査の実行可能性に関す

る分析を含むべきであった”  

 

○２つの大目的を実現するうえで必要とな

るデータを精査した結果、右データは現

時点における非致死的手法では得ること

が不可能であるため、以下の非致死的調

査手法の実行可能性・有用性を検証する

ための調査を実施。 

・クロミンククジラからのバイオプシ

ー・サンプル（皮膚標本）採取の実行可

能性 

・バイオプシー・サンプルから抽出した

物質の分析による鯨類の年齢推定手

法・栄養状態把握手法の実行可能性・

有用性 

・クロミンククジラへの衛星標識やデー

タロガー装着の試行的実施 

２．致死的サンプリングの規模及びサンプ

ル数設定に用いられた方法論 

“各鯨種の目標サンプル数を算出するう

えでのプロセスが不透明であり、根拠

が不明確であるため、目的達成のため

に合理的かに懸念あり” 

○クロミンククジラの捕獲調査におけるサ

ンプル数は、ＲＭＰの適用において重要

な要素である「性成熟年齢」（現時点にお

いては非致死的調査では取得できない年

齢データが必要）について、十分な精度

をもって推定するために必要となる頭数

（統計学的な手法により計算）に限定。 

３．目標サンプル数と実際の捕獲頭数の乖

離 

“目標よりも少ないサンプル数によって

も有益な科学的知見が得られるとの日

本の主張は、目標サンプル数が目的達

成のために合理的である以上に多いこ

とを示唆” 

○妨害活動や悪天候により調査活動の中断

等を余儀なくされた場合における、現場

での対応、調査計画の変更・調整、取得デ

ータの分析手法等、科学的な観点からの

対応策（バックアッププラン）を予め規

定。 

４．調査の時間的枠組み ○調査期間を１２年間に設定するととも
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“終期のないプログラムは科学的目的と

特徴付けられ得るか疑問である” 

に、具体的な「中間目標」を定め、６年後

にＩＷＣ科学委員会による中間レビュー

を実施（６年単位のレビューは、ＲＭＰ

適用レビューの期間とも一致）。 

５．調査の科学的成果 

“2005年以来のＪＡＲＰＡⅡによって約

3、600頭のミンククジラの殺害に関与

しているものの、これまでの科学的成

果は限定的” 

○科学的成果について、ＩＷＣ科学委員会

への提出を継続するとともに、査読付学

術誌において発表する努力を強化。 

○調査で得られたデータはデータベース化

し、外部の科学者による幅広い活用を促

進。 

６．他の関連する調査プロジェクトとの連

携 

“ＪＡＲＰＡⅡが南極地域の生態系及び

環境変化に焦点を当てていることに鑑

み、他の内外の研究機関との間の更な

る協力の証拠が期待された” 

○オキアミ資源量調査等の計画立案、実施、

分析、データ利用に関し、南極海洋生物

資源保存委員会（ＣＣＡＭＬＲ）、（独）水

産総合研究センター国際水産資源研究

所、国立極地研究所等との連携を強化。 

○外国人科学者の調査への参加を歓迎。 
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１１．南極海鯨類捕獲調査における捕獲実績 

 

（参考）南極海鯨類捕獲調査における捕獲実績 

        （単位：頭） 

  年度 S/H 

クロミンククジラ ナガスクジラ ザトウクジラ 

目標 

サンプル数 
捕獲実績 

目標 

サンプ

ル数 

捕獲実績 

目標 

サンプ

ル数 

捕獲実績 

第Ⅰ

期
調
査 

1987 S62 300 273         

1988 S63 

300±10％ 

241         

1989 H1 330         

1990 H2 327         

1991 H3 288         

1992 H4 330         

1993 H5 330         

1994 H6 330         

1995 H7 

400±10％ 

440         

1996 H8 440         

1997 H9 438         

1998 H10 389         

1999 H11 439         

2000 H12 440         

2001 H13 440         

2002 H14 440         

2003 H15 440         

2004 H16 440         
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第Ⅱ

期 

2005 H17 

850±10％ 

853 10 10 0   

2006 H18 505 10 3 0   

2007 H19 551 50 0 50 延期 

2008 H20 679 50 1 50 延期 

2009 H21 506 50 1 50 延期 

2010 H22 170 50 2 50 延期 

2011 H23 266 50 1 50 延期 

2012 H24 103 50 0 50 延期 

2013 H25 251 50 0 50 延期 
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