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この和訳は仮訳です。正本は英語版となりま

す。 

 

 

漁業補助金の規律にかかる日本の新提案 

 

2011 年 1 月 17 日 

 

I. 導入 

 

1. WTO ドーハラウンドにおいては、様々な交渉分野で加盟国の作業が継続されてい

る。2011 年中の交渉妥結のために作業を加速する必要が以前にも増して高まって

いる。漁業補助金は、ルール交渉の一分野であり、これまでも、バイエス前議長

及びフランシス現議長の下で精力的な作業が進められてきた。日本を含めた加盟

国は、立場の違いにかかわらず、これに精力的に従事してきている。 

 

2. 他方で、漁業補助金の規律は WTO で環境問題を扱う初めての試みであり、また、

漁業問題の技術的複雑さもあいまって、他の分野に比して作業の進展が遅れてい

ると言わざるをえない。本件における も基本的で未解決な問題は、過剰漁獲能

力・過剰漁獲に貢献しているという理由で何れの補助金を禁止するかということ

である。さらに、漁業補助金規律を策定するにあたり、補助金により引き起こさ

れた過剰漁獲能力・過剰漁獲の性格と程度、そしてそれが漁業問題全体の中で、

漁業管理をはじめとしたその他の様々な問題とどのように関係しているのかとい

うことに十分に留意し、対応する必要がある。 

 

3. よって、これまで日本としては、補助金と過剰漁獲能力・過剰漁獲との関係の基

本的な問題について実際の統計等を用いて検証し、その後、例外や条件付け等の

関連する事項を調整していくことが望ましい議論の順序と考えていた。他方で、

日本は、フランシス議長や加盟国に対しテキストベースの作業が求められている

という現状も理解する。 

 

4. かかる状況を踏まえ、日本としては、自らの考えを文書にて提出し、特に、重要

な部分については自らの立場・考えを明確に記述し、ルール交渉グループにレジ

スターすることとした。このため、この提案の中で異なる２つのアプローチをと

ることとした。すなわち、コンセプトベースでその考えを提示するものと、具体

的にテキストベースで提示することとするものである。 
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5. この文書においては、まず、次項（第Ⅱ項）において、漁業補助金規律に関する

我が国の基本的立場を改めて簡潔に記す。その上で、第Ⅲ項において、規律全体

を通して、具体的なコンセプトベースの考えや提案を提示する。これらのコンセ

プトをテキストに組み込むには、日本と加盟国のさらなる検討が必要である。更

に第Ⅳ項において、規律のコアである「禁止」、「一般例外」、「途上国の S&D」に

関し、テキストベースで提案している具体的な内容について説明を加える。具体

的なテキスト案については、2007 年にバイエス前議長が示したテキスト1（前議長

テキスト）との比較の形で別添に記した。これらのことは漁業補助金規律の全体

像及び各部を考えるにあたり有益な貢献を成すと考える。 

 

6. この提案は日本の考えを反映したものであるが、追って追加・修正を行う権利を

留保する。 

 

 

II. 漁業補助金規律に関する日本の基本的な立場 

 

7. この提案を提出するにあたり、漁業補助金規律にかかる日本の基本的立場に変更

は無い。従来から、日本は国際漁業資源の長期的持続性確保にコミットしており、

多くの国際機関において、この共通目的の達成のために努力してきた。これまで

に少なくとも千隻以上の自国漁船をスクラップし、世界の過剰漁獲能力の削減に

重要な貢献を果たしている。また、漁業の開発パートナーとして、アジア・太平

洋の国々をはじめとして、多くの途上国における漁業の持続的な発展に協力して

いる。 

 

8. WTO 漁業補助金についての日本の立場は、このような漁業に関する長く広い実際

の経験に基づいている。これらは漁業と漁業管理に関する科学的・技術的な知見

だけではなく、沿岸コミュニティにおける漁業や水産物の社会経済的な意義も踏

まえた現実的なものである。漁業補助金の規律は、漁業資源の長期的な持続性を

確保すると同時に、漁業に依拠する沿岸社会での社会経済的側面や影響を考慮し

たものとなるべきと考える。 

 

9. 漁業補助金の規律を考えるにあたり、全ての補助金がアプリオリに過剰漁獲能

力・過剰漁獲に貢献している訳ではない事に留意すべきである。いくつかの加盟

国が強調してきたこととは異なり、漁獲能力や努力量助長効果は、存在したとし

                                                  
1 TN/RL/W/213 (アンチダンピング及び SCM 協定に関する議長の統合テキスト案)参照。 
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ても、これまで思われているより顕著ではない2。また、適切な漁業管理の実施に

より、仮に補助金による増長効果があったとしても資源への影響は回避・低減で

きる。更に、過剰漁獲能力・過剰漁獲を助長している要素は補助金以外にもある。

事実、近年の過剰漁獲能力は、補助金以外の要因によりもたらされている。特に、

過剰漁獲には IUU 漁業が大きく関係しており3、これらの問題は、補助金の禁止に

留まらない総合的な観点から漁業管理の枠組みの強化を通じてのみ効果的に解決

できるものである。 

 

10. よって、漁業補助金の規律が、単なる禁止のリストであれば、国際社会が期待す

るような過剰漁獲能力・過剰漁獲に効果的に対処する意義は薄い。同時に、WTO

のシステムのみで漁業問題に対処しようとしても効果的ではない。むしろ、漁業

補助金をレバレッジとして、世界の漁業管理が改善されるような国際協力のため

の実際的な枠組みを構築することが、漁業資源の長期的な持続性の確保に貢献す

る。このためには、漁業管理は例外を援用する場合の条件付けに加え、規律全体

のよるべき基礎とすべきである。例えば、国連海洋法条約に則り、漁業に関する

国際機関である FAO や RFMO（地域漁業管理機関）との連携を追求することが

必要である。 

 

11. 同時に、補助金の支出を伴う政府の施策には、漁業管理、環境保全、乗組員の安

全・居住性や漁業者の社会厚生の確保といった様々な政策目的があることから、

加盟国のこれら合法な施策が阻害されないような手当が必要である。また、ドー

ハ開発ラウンドというドーハラウンドの性質に鑑み、途上国の漁業発展について

も配慮する必要がある。ただし、漁業の枠内で検討するにあたり、このことが WTO

ルール並びに国際漁業管理における加盟国の基本的な権利義務のバランスを損な

わないように留意すべきである。 

 

 

III. コンセプトベースの提案 

 

基本的な原則及び定義 

12. WTO の漁業補助金規律は、閣僚宣言に反映されているように、貿易歪曲の是正で

はなく、過剰漁獲能力・過剰漁獲の抑制を通じて、漁業資源の長期的な持続性の

                                                  
2 2010 年 10 月のセッションで日本が提出した作業文書において、日本は、補助金が必ずしも過剰漁獲能力や過剰漁獲

につながるものではないことを示す統計的な分析を示した。 
3 IUU 漁業の程度は、年間 100 億ドルから 235 億ドルと推定されている。(Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman 
T, Watson R, et al. (2009) Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570. 
doi:10.1371/journal.pone.0004570 参照) 
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確保を目的として策定されるものである4。このことは既存の WTO ルールに無い

新たな特異性であり、予見性と信頼性を確保するため、規律にしかるべく明記さ

れる必要がある。 

 

13. ドーハ閣僚宣言のマンデート5に即して、漁業補助金規律は、SCM 協定（補助金及

び相殺措置に関する協定）の附属書として起草されている。ただし、目的の異な

る規律を SCM 協定の附属書として垂直的に位置付ける際に、SCM 協定本体と附

属書Ⅷの漁業補助金の規律との関係がきちんと示される必要がある。特に、両者

の目的が異なることがテキストで明確にされる必要がある。2007 年議長テキスト

では、SCM 協定本体において禁止を規定する第３条１項(c)6のみにしか漁業補助

金規律（附属書Ⅷ）への言及が無いことは、附属書Ⅷが特定の補助金の禁止のみ

ならず漁業補助金に関する包括的な規定であることに鑑みると適当ではない。こ

のことは、SCM 協定に新たな側面を与えうる。 

 

14. 一方で、漁業補助金規律が SCM 協定の附属書であることから、附属書は SCM 協

定の基本的な理念に服し、整合的に運営されるとの想定が働く。他方で、漁業補

助金の規律は、漁業資源の持続性を確保するためのものであり、このような相違

に対応するための異なる規定ぶりも必要となろう。このため、本体と附属書の中

で何を共通点・類似点として維持すべきか、何を別途の規定とすべきかを峻別す

ることにより、WTO ルール全体と特に漁業補助金規律に特有な機能とのバランス

が達成される。 

 

15. 例えば、過剰漁獲能力・過剰漁獲との関係で規律が適用すべき漁業補助金の範囲

について議論が継続されている。対象とする漁業補助金の定義は、禁止及びアク

ショナビリティに共通する基本前提として、きちんと明記されるべきである。い

かなる場合であっても、加盟国政府が漁業管理の一環として実施する措置は規律

の対象外とする規定が置かれるべきである7。加盟国の漁業管理制度が補助金と見

なされれば、その加盟国の漁業管理措置全体が損なわれることになる。 

 

16. また、規律が何の漁業活動を対象としているのかについて規定する必要がある。

これまでの議論において、規律が対象とするのは海面漁獲漁業であり、養殖業や

                                                  
4 実際、過剰漁獲能力・過剰漁獲という言葉は、世界の漁業資源が全体に悪化しているとことを反映して、象徴的に使

われている言葉である。ドーハ閣僚宣言、香港閣僚宣言いずれにおいても、漁業補助金の規律は、貿易と環境それぞれ

のコンテキストにおいて言及されている。 
5 宣言のパラ 28 は、ルール交渉は漁業補助金を含むことに言及している。 
6 TN/RL/W/213(英文)43 ページ参照。 
7 この関係で、豪州の文書(TN/RL/GEN/167)は、「漁業管理システムの創設と実施に直接関係する政府の活動は、補助

金と見なすべきではない」と提案している。  
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内水面漁業は含まないことについて収れんがみられている。ただし海面漁獲活動

といっても、その地域的な範囲、特に国連海洋法条約による加盟国の内水8におけ

る活動が含まれるのかが定かではない。明確化及び予見性確保のため、日本とし

ては、沿岸国の内水における漁業は含まないことを提案する。 

 

17. 上記視点に鑑みると、少なくとも以下の点を明確に規定することが必要であり、

また、これらは規律全体を通じて適用されるものであることから、規律の冒頭に

おいて、例えば「一般規定」といった形でまとめて規定することを検討すべき。

またこのことは、漁業補助金規律を策定した後においても、SCM 協定本体と附属

書Ⅷとの関係でそれぞれの規定の解釈・運用においてシステミックな問題が起き

ないようにするためにも必要である。 

・ 漁業補助金規律の目的 

・ SCM 協定本体と附属書Ⅷとしての漁業補助金規律との関係 

・ 附属書が対象とする補助金の範囲（漁業管理は補助金と見なさないことも

 含む） 

・ 附属書が対象とする漁業活動の範囲 

・ 補助金の加盟国への帰属（2007 年議長テキスト第Ⅳ条２項） 

 

禁止 

18. 特定の補助金の禁止については、日本としての考えを具体的なテキスト提案とし

て本文書の別添に示しており、その個別の説明については第Ⅳ項に記した。 

 

一般例外 

19. 一般例外については、日本としての考えを具体的なテキスト提案として本文書の

別添に示しており、その個別の説明については第Ⅳ項に記した。 

 

20. 日本としては、本提案において、一般例外とすべき事項を具体的に列挙したが、

状況の変化等により将来的にはこの規定では救済できない一般例外の必要性が生

じる可能性を否定できない。また、WTO や加盟国における所要の作業が煩雑化し、

運用を難しくする恐れがある。その意味では、このような必要性をシンプルかつ

包括的な方法で担保することについてカナダが 2008 年に提出したデ・ミニミス提

案9は、別のアプローチとして更なる考慮の価値がある。 

 

21. 一点、一般例外に関係し、テキストとして示されていないコンセプトベースの考

                                                  
8 内水は 1982 年の国連海洋法条約第 8 条により定義されている。  
9 TN/RL/GEN/156 参照。 
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えとしては、補助金規律の運用として、暫定的に、規律の適用を特定の漁業又は

加盟国に限定する、あるいは適用しないという考えである。世界の漁業は極めて

多様であり、政府の管理・支援プログラムは数多く存在する。漁業補助金の規律

は初めての取り組みで、現時点では WTO のリソースや知見は限られている。特に

規律の実施の初期段階においては相当の混乱が、加盟国と事務局双方に予想され

る。よって、少なくとも一定の期間、規律の実施を特定の漁業分野に絞る、又は、

資源管理上問題の無い国については適用しないことも、検討の価値あるいは必要

があるのではないか。 

 

途上国の S&D（特別かつ異なる取り扱い） 

22. 途上国の S&D については、日本としての考えを具体的なテキスト提案として本文

書の別添に示しており、その個別の説明については第Ⅳ項に示した。 

 

23. 一点、テキストベースで提示せず、コンセプトとして提示したい考えとして、「途

上国の分類」がある。2007 年議長テキストでは、LDC 諸国とそれ以外という類型

しかないが、これを別の基準で更に分類する必要性について検討すべきである。

海面漁獲漁業については、世界の漁獲量の 70%を途上国が占めており10、既に相当

程度の産業的な漁業勢力を有する国が存在する。また、途上国における漁業の種

類や発展の度合いは大きく異なっている。よって、適切な基準によって途上国を

分類し、異なる扱いを施すことは、むしろ途上国にとって適切な扱いと言えるの

ではないか。 

 

24. 他方で、適切な基準の採用及びその数値の取り方については更なる議論が必要で

ある。2006 年の日韓台提案11は、海面漁獲量の当該国の割合がＸ％以上の途上国

については、一定期間において補助金を段階的に撤廃する案を示した。また、2010

年に SVE（小規模脆弱国）グループは、海面漁獲生産量に加え世界の NAMA 貿

易を基準とし、SVE グループに対し LDC と類似の扱いを求めた12。その他にも、

経済発展の度合いや、途上国の信頼できる機関に登録した漁船の数・総トン数等

も基準足り得る可能性がある。 

 

一般的規律・アクショナビリティ 

25. 一般的規律については、韓国13、米国14、中印伯墨共同提案15において具体的な考

                                                  
10 2008 年の海面漁獲漁業に関する FAO の統計によれば、非 OECD メンバーの漁獲量が重量ベースで全体の 70%を占

めている。日本が 2010 年 10 月のセッションに提出した作業文書の表１参照。 
11 TN/RL/GEN/114/Rev.1 参照。 
12 TN/RL/GEN/162 参照。 
13 TN/RL/GEN/168 参照。 
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えが示されており、2010 年 12 月の会合においても建設的な議論があった。日本

は、附属書Ⅷの第Ⅳ条について、必要に応じ、テキストベースの提案を行う権利

を留保する。 

 

26. 規律の妥当性・実効性の確保のため、日本も他国と協力する用意がある。議場で

述べたとおり、我が国としては、特に以下の点について関心がある。 

・ 何を理由に提訴が認められるか（所謂 standing の問題） 

・ 漁業資源の状態を評価し、決定する際の技術的基準はどうあるべきか 

・ 参照すべき漁業管理措置をどのように記述するか 

・ 加盟国間で挙証責任の配分をどのように行うのか 

・ WTO の機構をどのように利用するのか、特に漁業に関する専門性をどのよう

に確保するか 

 

漁業管理 

27. 本提案では、日本としては、過剰漁獲能力・過剰漁獲に対応するため、漁業管理

の意義を重視している。規律の実施を通じて各国の漁業管理を強化し、国際協力

を支援することが出来れば、漁業資源の持続性確保に大いに貢献する。漁業管理

は、補助金による過剰漁獲能力・過剰漁獲の問題を回避する能力だけでなく、補

助金以外の要因によりもたらされた過剰漁獲能力・過剰漁獲を排除する効果も有

している。 

 

28. 第Ⅱ条及び第Ⅲ条における例外適用のために求められる漁業管理の要素について

は、既にノルウェー16、米国、中印伯墨共同提案において具体的な考えが示されて

いる。日本は、附属書Ⅷの第Ⅴ条について、必要に応じ、テキストベースの提案

を行う権利を留保する。漁業補助金の規律における漁業管理の条件付けは、資源

の持続性を確保するために適切なものでなければならないが、魚種・漁業種の異

なった実態に鑑み、全ての規律を全ての漁業に画一的に適用する必要は無いし、

実施できない。特に途上国の小規模漁業については当局に柔軟性が与えられ、漁

業管理とレビュープロセスもこれに配慮すべきである。我が国としては、適切な

本件規律の策定のため、引き続き他国と協力する用意がある。 

 

29. 上述のとおり、WTO の漁業補助金規律は、世界の漁業管理を支援する枠組みであ

るべきであり、WTO 自体が管理機関ではないことを踏まえると、WTO と FAO・

                                                                                                                                                  
14 TN/RL/GEN/165 参照。 
15 TN/RL/GEN/163 参照。 
16 TN/RL/W/231 参照。 
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RFMO は国内漁業管理と国際漁業管理のシナジーを確保するため協調すべきと考

える。一つアイデアとして、FAO あるいは権能ある代替機関による漁業管理のレ

ビューがある。日本としては、独立専門家や国際機関の事務局からなるグループ

が、科学的・技術的な観点から助言を行うことを想定しており、WTO の何らかの

意志決定権能を外部に移譲することを意図しているものではなく、意志決定権は

WTO にある。 

 

通報・監視、経過措置 

30. 通報・監視、経過措置といったその他の事項も大切な要素である。他方で、これ

らの要素は、現段階で議論すべき相対的な優先度は低い。日本としては、漁業に

付随する特異性が薄くシステミックな分野においては、既存の SCM 協定の規定を

踏襲することが自然の帰結と考える。 

 

31. 既に指摘した様に、単なる禁止のリストのみでは資源管理の実効性は確保できな

い。WTO の規律は加盟国の漁業管理を強化するメカニズムであるべきである。こ

の点に関連し、国際漁業問題における IUU 漁業の占める程度を無視すべきではな

い。我々は、漁業資源の持続性を確保することを目的として規律を策定しようと

しているが、ルール交渉グループは、この問題について適切な注意を払っていな

い。議長テキストにおける IUU 漁業への言及は、禁止への言及の第 I 条１項(h)

のみであるが、その実効性については定かではない。 

 

32. すなわち、議長テキストは、IUU 漁業の防止・廃絶のための効果的な法的枠組み

を提示していない。IUU 漁業は国際規制の瑕疵と断片化を利用してアドバンテー

ジを得、資源に悪影響を与え続ける恐れがある。かかる認識に立脚すると、WTO

に整合した貿易制限的措置の導入も含め、IUU 漁業対策としてより強化された措

置を検討する必要性を認識する。この点については加盟国と引き続き検討してい

きたい。 

 

 

IV. 規律の主要パートのテキストベースの提案説明 

 

禁止 

33. 禁止については、資源の保存と持続的利用のために日本としては広範囲かつ無条

件の禁止が必要とは考えていない。よって、議長テキスト第Ⅰ条１項に列挙され

た、全ての国に対して無条件で禁止される補助金を、日本として完全に納得して

いるものではない。いずれにしても、禁止補助金は加盟国でコンセンサスがある
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ものに限るべきである。他方で、日本としては、過剰漁獲能力・過剰漁獲との関

係が比較的高いと考えられる一定の補助金について、禁止補助金に位置付ける用

意がある。これは早期にボトムアップテキストを作成するための妥協の精神に基

づくものである。よって、日本が希望する修正や例外規定が確保されないのであ

れば、日本は既存のより保守的な立場に立ち戻る権利を留保する。 

 

34. 具体的には、漁船建造・改修、漁船の第三国移転、一部の操業経費、価格支持、

海外のアクセス権の移転については、議長テキストに修正を加え、適切な例外規

定を置いた上で禁止項目とする用意がある。これら事項に関するテキストの修正

案をこの文書に別添した。また、この修正案に関する具体的な考えについては、

以降のパラグラフ（パラ 36-43）に記した。 

 

35. 他方で、かねてから日本が主張している立場の通り、インフラ（議長テキスト第 I

条１項(d)）、所得支持（同第 I 条１項(e)）、及び所謂「キャッチ・オール」条項（同

第 I 条２項）については、禁止からは全部削除すべき。インフラ及び所得支持につ

いては、過剰漁獲能力・過剰漁獲との関連が認められず、むしろ過剰漁獲を抑制

する効果を有すること17から、禁止の根拠が無い。また、第Ⅰ条２項のキャッチ・

オール条項等についても、(1)事前に禁止かどうかの判断が困難なこと、(2)乱獲さ

れた魚種を混獲する可能性のある漁業まで含む広範囲に禁止が及ぶこと、(3)当該

魚種の資源回復に必要な補助金まで禁止となる恐れがあることから、禁止を支持

し得ない。 

 

36. 漁船建造・改修（日本提案第 I 条１項(a)）： 漁船建造・改修ついては、日本とし

ては、加盟国の当局による適切な漁船登録・管理制度によって過剰漁獲能力は回

避できるとの立場である。一方で、世界的に過剰漁獲が蔓延しており、未だ適切

な漁船管理制度を有していない国があることに鑑みると、後に述べる一般例外（パ

ラ 45-47）が確保されることを条件に禁止に応じる用意がある。 

 

37. 漁船の第三国への移転（日本提案第 I 条１項(b)）： 漁船の第三国への移転は、世

界の過剰漁獲能力問題を根本的に改善しないこと、また、漁業管理能力の脆弱性

を悪用し、便宜置籍を通じた IUU 操業が、更に状況を悪化させる恐れがあること

から、原則として推奨できない。日本は、自国の漁船を政策的に減船する際には、

日本起源の漁船が再利用されないようにスクラップを求めている。よって、途上

国の開発の観点からの S&D 例外の可能性（パラ 51、56）を別として、日本とし

                                                  
17 例えば、港は、漁獲物の水揚げや漁船、漁具の検査に利用される。また、漁業当局による統計収集も容易にする。

漁業管理における港と関連施設の活用は、「IUU 漁業の防止・抑制・廃絶のための寄港国措置に関する FAO 協定」で

も認識されている。 
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ても禁止を支持し得る。 

 

38. 操業経費（日本提案第 I 条１項(c)）： 2007 年議長テキスト第Ⅰ条１項(c)で禁止

補助金として提案されている操業経費については、我が国は重大な懸念がある。

実際、適切な漁業管理が実施されれば、必ずしも過剰漁獲につながるものではな

く、また、議長テキストにあげられた中には操業経費支援とは言えない分野まで

広範に含まれている。詳細についてのコンセンサスがないので、日本としては全

部削除すべきとの立場である。 

 

39. しかしながら、規制の対象を限られた直接の操業経費（燃料、氷、餌、漁具等）

に限り、かつ必要な一般例外（パラ 48-50）を条件に、操業経費を禁止項目として

位置付ける用意がある。燃油の扱いについては、本件は政治的な機微を帯びる問

題であり、更なる検討が必要である。ただし、議長テキスト第 I 条１項(c)の後段

にある、海洋天然資源漁獲物の水揚げ、取り扱い、港湾内・近隣での加工への支

援や操業損失補填については、交渉会合において縷々説明してきたとおり、これ

が過剰漁獲能力・過剰漁獲に通じているとの証明は無いこと、海面漁獲漁業従事

者への支援ではないこと、重要な漁業者の社会厚生に関すること等の理由により、

禁止補助金としては支持しない。 

  

40. 価格支持（日本提案第 I 条１項(d)）： 日本としては、海洋天然資源漁獲物の価格

支持制度を禁止補助金とする用意がある。ただし、各国の政府は自国民への食料

安定供給を確保する責務を有しており、このための各種施策が妨げられることが

ないことが条件である。 

 

41. 海外のアクセス権の移転（日本提案第 I 条１項(e)）： 2010 年 10 月のセッション

でも述べたとおり、海外アクセス権の移転については、議長テキスト第Ⅰ条１項(g)

が厳密には何を意味しているかが明らかではなく、加盟国共通の理解もない。そ

もそも禁止すべきか否かの議論の前に、これが補助金に相当するかどうかも疑わ

しいと考える。他方で、日本としては、(1)途上国 EEZ への入漁についてはすべて

の加盟国について除外すること、(2) 隣国の EEZ に相互入漁する際のアクセス権

を除外することを条件に、禁止項目として残す用意がある。 

 

42. 前者については、自国 EEZ への入漁料に国家財政を大きく依拠する途上国の、EEZ

への海外のアクセス権の移転は禁止すべきではないという発言を踏まえたもので

あり、また、後者は隣国への入漁協定の相互性によるものである。これは、日本

と韓国の様に、国土が地理的に近接する場合において、両国の漁業者の操業機会
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を確保するための対等かつ互恵的な枠組みであり、議長テキストの規定が想定す

るような入漁に該当しないと考える。 

 

43. IUU 漁業への補助金（日本提案第 I 条２項）： この禁止規定については、複数の

加盟国が指摘しているように規律の実効性をどのように確保するのかという問題

があるものの、日本は、IUU 漁業に対する国際社会のコミットメントを強く示す

ため、象徴的な意味においてこの項目（IUU 漁業に従事する漁船への補助金）を

維持することを支持する。提案では、附属書Ⅷが SCM 協定上の補助金による IUU

漁業の促進を認めるものではないことを明確にするための修正を行った。 

 

一般例外 

44. 一般例外については、日本がかねてから述べてきたとおり、漁業管理に加えて、

環境保全、安全確保、居住性、沿岸域の社会厚生といった必要かつ合法な加盟国

政府の政策目的達成のため、適切な政策的余地が確保されるべきと考える。日本

としては、かかる一般例外を援用するにあたっては、全ての場合において、漁業

管理の条件付けだけでなく、一般規定におけるアクショナビリティを適用できる

ことを明記し、資源に対する影響が生じる場合に備えている。なお、スクラップ

を伴う減船や離職者対策は資源に及ぼす影響が無く、そもそも禁止に該当しない

との立場である。 

 

45. 漁船建造・改修（日本提案第Ⅱ条１項(a)、(b)）： 漁船建造・改修については、新

規漁船の建造・取得と、既存漁船の改修等という、二つの異なる側面がある。よ

って、一般例外においてもこの二つを峻別し、次のパラ及び別添にあるとおり、

異なる措置を設けた。いずれの場合にも、漁業管理とアクショナビリティの条件

付けに加え、例外措置を通じて漁獲能力が増大しないような漁船の項目について

の追加的条件を設けている。 

 

46. 漁船の新規建造・購入支援は、加盟国政府に漁船登録・規制のためのシステムが

ない場合には、過剰漁獲能力につながる蓋然性が比較的高い。ただし、漁獲能力

を削減するための政府のある種の計画については、例外とすべきである。このた

め、この日本提案では、2007 年の日韓台共同提案18と同様の規定を盛り込んだ。

この文書において日本は、総トン数について、同じ漁業種類において退役する漁

船の合計と比べて新規造船部分を 低 50%削減することを条件としたプログラム

においては例外とすべきことを提案している。この場合、スクラップあるいはそ

の他の措置により退役する漁船が他国で使用されないことを条件としている。 

                                                  
18 TN/RL/GEN/114/Rev.2 参照。 
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47. 既存の漁船の改修等については、現実的な問題として、資源管理、環境保全、安

全、居住性等、様々な目的で必要であり、漁獲能力を著しく増大させない条件で

かかる政策余地が確保されるべきと考える。日本提案は 2007 年の日韓台提案で提

案された内容を基本的に踏襲している。第一に、漁船トン数、魚倉容積、エンジ

ン出力のいずれもが増加しない改修等は、例外として認められるべき。第二に、(1)

安全・居住性の確保、(2) 環境保全や混獲回避も含めた政府の資源管理に必要な措

置、(3)国際合意の遵守のための措置、といった目的のための支援については、魚

倉容積やエンジン出力を増加させない条件で例外が認められるべきである。(3)の

国際機関における合意については、漁業に関する FAO や RFMO の合意のみなら

ず、気候変動等漁業以外の国連機関における合意も含まれる。 

 

48. 小規模漁業（日本提案第Ⅱ条 2 項）： 一般例外として、途上国・先進国に共通し

て適用される小規模漁業の特例を設けた。これは、小規模漁業が地域的に限定さ

れた資源を利用することが多く、また、自然環境からも経営面からも零細であり、

沿岸地域の社会経済に及ぼす影響の大きさに配慮したものである。このため、以

下の条件に該当する小規模漁業については、漁船建造・改修及び操業経費支援の

禁止は適用されない。 

・ 加盟国の当局に登録され、漁業管理制度の下にある一定のトン数［ｘトン］以

下の漁船を用いること 

・ 漁船には魚倉用の冷凍庫を装備しないこと 

・ 自国 EEZ 及び相互入漁協定により隣接国の EEZ 内で操業する（許可される場

合）こと 

・ 他国に寄港、洋上転載することなく、(生鮮)漁獲物を自国の指定された港に水

揚げすること 

 

49. 操業経費（日本提案第Ⅱ条３項）： 操業経費については、禁止を受け入れる代償

として、加盟国が様々な政策目的を追求するための政策的余地を設けた。このよ

うな政策ニーズは、途上国・先進国全ての加盟国に共通のものと考える。第一に、

2007 年議長テキストは既に、台風や地震のような自然災害に関する救済を規律の

対象から外しているが、そのほかにも、漁業者の責任に帰すことができない同様

の災害がある。例えば、地球規模の環境変動等による漁業資源の変動や減少は一

般には自然災害とは見なされないが、漁業者に長期かつ重大な影響を与える。同

様に、人為的な自然環境破壊、並びに世界の経済環境の変化による経済的な災害

は、漁業者の責任に帰すことの出来ない外部的な問題である。各加盟国政府は、

このような極端な問題が生じた場合には、自国において社会経済的な緩和措置を
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とる必要があるので、策定される規律が、このような公的な措置をとることの障

害となってはならない。 

 

50. また、既にパラ 47 で述べた通り、漁業資源の回復・維持、漁獲能力の削減、混獲

回避を含めた環境保全措置等、政府の漁業管理措置と一体的になされる漁業者に

対する支援は例外とすべき。そうでなければ加盟国政府は必要な政策目的を遂行

するためのツールを失ってしまう。 後に、他の加盟国も指摘するとおり、漁業

者の社会厚生を確保するための施策は言うまでもなく必要である。これらの施策

が、単に漁業に関連しており直接・間接の漁業経費の支援に類似するという理由

のみで禁止とされるべきではない。 

 

途上国の S&D 

51. LDC 諸国の扱い（日本提案第Ⅲ条 1 項）： 漁業補助金規律において、LDC 諸国

に対して基本的規律（日本提案における禁止第 I 条１項(a), (b), (c), (d)）を除外す

ることについては、ドーハラウンド交渉における全体的な状況を踏まえ異存はな

いが、他方で、このことで、過去に起きたように、漁業管理の脆弱な途上国の船

籍が悪用され、結果として IUU 操業を許容し、過剰漁獲を起こすようなことはあ

ってはならないと考える。よって、IUU 漁業への支援については、LDC を含むす

べての加盟国に正当化されない。従って、2007 年の議長テキストに対応する日本

提案第Ⅰ条２項はすべての加盟国に適用される。 

 

52. また、同様の理由から、LDC 諸国に対しては、議長テキスト第Ⅴ条の漁業管理の

条件付けを求めないが、このような適用除外にあたっての政策的なセーフガード

として、同第Ⅳ条のアクショナビリティの規律の適用を検討すべきではないか。

もちろん、LDC 諸国において、政府の補助金がかかる問題を引き起こす可能性は

実体上極めて限られるのであり、このことが LDC 諸国にとって多大な困難を生じ

るとは思えないが、 低限の政策の一貫性から関係国の理解を求めたい。 

 

53. LDC 諸国以外の途上国の扱い： LDC 諸国以外の途上国の扱いについては、パラ

23、24 で言及したこれら途上国を更に分類して異なる扱いを設けるかどうかをペ

ンディングとした上で、以下（パラ 54、55）の措置を S&D として設けることを

提案する。 

 

54. 途上国 EEZ の措置（日本提案第Ⅲ条 2 項(a)）： 国連海洋法条約において、加盟

国の EEZ には天然資源の利用に関し主権的権利が与えられていることを踏まえ19、

                                                  
19 国連海洋法条約第Ⅴ部において、EEZ 内の生物資源の保存と利用を含む一連の記述がなされている。 
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漁業管理とアクショナビリティの両方を条件として、当該国政府のプログラムに

よる EEZ で行われる当該国の漁業活動に関しては、一定の補助金（漁船建造・改

修、操業経費、価格支持）は禁止されないことを措置した。このことにより、途

上国は自国 EEZ 内における漁業発展を確保できる。 

 

55. 小規模漁業に対する配慮（日本提案第Ⅲ条 2 項(b)）： 小規模漁業の定義を含む取

り扱いについては、先進国・途上国両方に適用されるものとして一般例外（日本

提案第Ⅱ条２項）に記した。日本としては、途上国 S&D の一環として、漁業当局

の能力が制限されているという途上国における漁業管理の実態及び困難性を踏ま

え、及び小規模漁業の沿岸地域における社会経済的重要性に鑑み、途上国の小規

模漁業に対しては、追加的に漁業管理の基準を緩和することを提案する。なお、

途上国の漁業管理能力の改善については、日本は様々なメカニズムを通じて協力

しており、今後もかかる取り組みを継続していく。 

 

56. 漁船の第三国移転（日本提案第Ⅲ条３項）： 既にパラ 37 で述べたとおり、日本

としては本件の禁止を支持し得る。一方で、途上国の S&D の観点で考える場合、

漁業管理を適切に実施する途上国が、自国の漁業発展のために先進国から漁船の

移譲やジョイントベンチャーの設立を求めることは実際にあり得ることである。

よって、日本としては、当該国が国際的な資源管理措置を実施するための RFMO

に加盟し、ジョイントベンチャーのアレンジメントが公表される等の条件下で当

該禁止を除外する項目を S&D として設けた。 

 

57. 海外漁業アクセス権の移転（日本提案第Ⅲ条４項）： 海外漁業アクセス権の移転

に関する日本の提案は、議長テキストと本質的に同一であり、対象国を明確化さ

せた。議長テキストの案文は、小規模島嶼国を含めた途上国は、海外漁船の入漁

料収入が自国経済に及ぼす影響が大きく、かかる収入が規律により制限されるこ

とを望んでいないという事実を反映している。多くの場合、入漁料を払っている

のは先進国であることを踏まえると、途上国の利益のため、当該補助金の禁止除

外は供与元の如何にかかわらず認められるべきである。 

 

58. 地域ベースの漁業管理（日本提案第Ⅲ条６項）： 途上国の漁業管理を各国ベース

ではなく地域ベースで行うことを認める議長テキストの注釈 84 は、加盟国の権利

義務に関連していることから、規律の本文に規定することが望ましいので、地域

ベースの漁業管理を特定国の 2007 年の議長テキスト第Ⅴ条による漁業管理につ

いての条件付けに対応するものと見なすことができるという規定を S&D の一部

として置くことと提起したい。この提起は、WTO ルールやほかの国際合意による
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加盟国の権利義務はこの規定による影響を受けるべきではないことから行ったも

のである。 
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本提案は、SCM協定の附属書Ⅷとして提示された 

2007年の議長テキストの修正案として作成した。 

 

別添 

 

テキストベースの提案：第Ⅰ条、第Ⅱ条、第Ⅲ条 

 

 

附属書Ⅷ 

漁業補助金 

 

第Ⅰ条 

特定の漁業補助金の禁止 

 

Ⅰ．1 

 第Ⅱ条、第Ⅲ条における規定、又は自然災害救済の例外的な場合77を除き、（SCM

協定）第１条２項の規定により特定される限りにおいて、（SCM協定）第１条１

項に規定する補助金のうち以下のものは禁止される： 

 

（a）漁船78又は支援船79の、取得、建造、修理、更新、刷新、近代化又はその他

のいかなる重要な変更に資する関する補助金。これには、漁船建造又はこ

れらの目的のための造船施設への補助金を含む。 

 

（b）漁船又は支援船の、合弁企業の設立を通じたものを含む、第三国への移転

に資する関する補助金。 

 

（c）漁船又は支援船の直接的操業経費（例えば、許可（取得）料あるいは類似

の料金、燃料、氷、餌、人件費、社会的経費、保険、漁具、洋上支援を含

む）へのに関する補助金；海洋天然資源の漁獲物の水揚げ、取扱い又は漁

港内・近隣での加工活動の操業経費への補助金；又は漁船の又はそのよう

な活動の運営損失を補填する補助金。 

 

                                                  
77 本条項に言及された補助金は、特定の天然災害の救済に限定される場合は禁止されな

い。ただし、補助金が当該災害の影響に直接関連すること、影響を受けた地区に限定され、

補助金拠出期間が限定されていること、及び、再建補助金の場合は、影響を受けた地区、

漁業、あるいは船団を災害前の状況で、災害後の漁業状況からみて科学的に設定された持

続的漁獲能力までの再建であることを条件とする。このような補助金は第Ⅵ条に従う。 
78 本協定上、「漁船」とは海洋天然魚の漁獲、及び／又は、当該漁獲物の船上加工に使用

される船舶をいう。 
79 本協定上、「支援船」とは漁船から陸上施設に海洋天然魚の製品を運搬する船舶、漁船

に対する海上給油、食料補給、その他のサービスのために使用される船舶をいう。 
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（d）もっぱら又は主として、海洋天然資源の漁獲物に関連する活動に用いられ

るインフラ又はその他物理的な港湾施設（例えば、水揚げ施設、貯蔵施設、

港内・近隣の加工施設）に関する又はそのような形をとった補助金。 

 

（e）海洋天然資源の漁業に従事している、自然人又は法人への所得支援。 

 

（df）海洋漁獲漁業の漁獲物への価格支持。 

 

（eg）支払国政府が、他の国の管轄権内の漁業について、当該政府から得たア

クセス権を、さらに移転することにより生じる補助金80,80bis。 

 

（h）IUU漁業81に従事する漁船に資する補助金。 

 

Ⅰ.2 

この附属書のいかなる規定も、特に、（SCM協定）第１条に言及するいかなる

補助金の使用を通じて、IUU漁業81を支援することを認めるものであると解釈し

てはならない。第１項に記載した禁止補助金に加え、明確に乱獲状態にある漁

業資源に影響を与える漁船又は漁業活動に資するもので、（SCM協定）第１条１、

２項に該当するいかなる補助金も禁止される。 

 

第Ⅱ条 

一般的例外 

 

Ⅱ.1 

 第Ⅰ条１項(a)の規定にかかわらず、第Ⅳ条及び第Ⅴ条の規定に従うことを条

件に、次の補助金は禁止されない： 

 

(a) 新規漁船・支援船の取得・建造に関しては、当該国における漁船キャパシ

ティ削減計画のための補助金であって、新規船のグロストン数の総計が、

当該国における同種の漁業で撤退する漁船のグロストン数総計の 50%を超

えない場合。当該計画においては、撤退する漁船はスクラップされるか、

あるいは世界のいかなる場所においても漁業に使用されることが永久にか

つ効果的に防止されることを条件とする。 

 

                                                  
80 本協定上、海洋漁業へのアクセスに対する政府間の支払いは補助金とは見なさない。 
80bis この規定は、二国間の相互入漁協定に基づき認められた相互入漁権に関する規定に

ついては適用しない。 
81 「IUU 漁業」とは、FAO の IUU 漁業防止、抑制、根絶のための国際行動計画パラ３FAO

が 2009 年 11 月の第 36 回総会において採択した「IUU 漁業の防止、抑制、根絶のための寄

港国措置に関する協定」第１条(e)と同じ意味。 
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(b) 既存漁船・支援船の修理・更新・改装・近代化等に関しては、以下のいず

れかの場合は禁止されない。 

(1) 当該船舶のトン数、魚倉容積、エンジン出力のいずれもが増加しない場

合。あるいは、 

(2) 以下のいずれかの目的のための措置であって、当該船舶の魚倉容積やエ

ンジン出力を増加させない場合。 

 (i)  漁船の安全性・乗組員の居住性の確保、 

 (ii)  混獲回避、漁獲能力の削減、環境保護保全を含む資源の保全管理、持

続的利用の為に必要な漁業管理措置、 

 (iii) 国連及び国連専門機関、並びに地域漁業管理機関（RFMO）における国

際合意の遵守のために必要な措置。 

 

Ⅱ.2 

第Ⅰ条１項(a)及び(c)の規定にかかわらず、第Ⅳ条及び第Ⅴ条の規定に従う

ことを条件に、以下の規定すべてを満たす加盟国の海面漁獲漁業の活動への補

助金については、禁止されない。 

 

(a) その操業がトン数 X トン以内の漁船を使用し、旗国の政府に登録され、加

盟国の適切な漁業管理措置の対象となっている、かつ、 

 

(b) 魚倉の冷凍設備を持たず、かつ、 

 

(c) 自国領海、EEZ 内、あるいは他の加盟国の EEZ 内で相互入漁協定により操

業し、かつ、 

 

(d) 他国に寄港あるいは洋上転載することなく、漁獲物を関係当局により指定

された自国の港に水揚げするもの。 

 

Ⅱ.3 

 第Ⅰ条１項(c)の規定にかかわらず、第Ⅳ条及び第Ⅴ条の規定に従うことを条

件に、以下のいずれかの補助金は禁止されない： 

 

(a) 自然災害や経済環境の予期せぬ変化等、漁業者82の責任に帰すことのでき

ない著しい社会経済的影響を緩和するための措置で、政府の法令・制度・

計画に従い実施されるもの。 

 

(b) 混獲緩和、漁獲能力の削減、海洋環境保護・保全を含む漁業資源の保全、

                                                  
82 この協定において漁業者とは、海面漁獲漁業あるいはこれに直接関係する活動に雇用

された個人をいう。 
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管理、持続的利用のための加盟国政府の漁業管理措置と一体的になされる

漁業者に対する支援。 

 

(c) 国連、国連専門機関、RFMO における合意の遵守のための措置。 

 

(d) 漁業者の社会的厚生を確保するための措置。 

 

第Ⅲ条 

途上国メンバーへの特別かつ異なる取扱い 

 

Ⅲ.1 

 第Ⅳ条の規定に従うことを条件に、（SCM 協定）第３条１項(c)及び第Ⅰ条１

項(a)、(b)、(c)、(d)の禁止は、低開発国（LDC）には適用しない。 

 

Ⅲ.2 

 第Ⅳ条の規定に従うことを条件に、この附属書の別添[Y]にリストされた LDC

以外の途上国については、以下を適用する： 

 

(a) 第Ⅰ条１項(a)、(c)、(d)に記述されている補助金は、第Ⅴ条に従うことを

条件に、当該開発途上加盟国の領海あるいは EEZ 内で行われる海洋天然資

源の漁獲に関する場合には、禁止されない。 

 

(b) 第Ⅱ条２項の目的のために、開発途上加盟国は、そのような加盟国の漁業

の実態及び漁業管理当局の制約を考慮し、第Ⅴ条に規定された漁業管理の

要請については、可能な限りそれを実施することを条件に、義務づけられ

ない。 

 

Ⅲ.3 

 第Ⅰ条１項(b)の規定にかかわらず、第Ⅳ条及び第Ⅴ条の規定に従うことを条

件に、漁船・支援船の途上国への移転のための補助金は禁止されない。ただし、

以下を条件とする： 

 

(a) 移転させる加盟国、受け入れる開発途上加盟国双方が、移転する船舶が

対象とする漁業資源の管理について責任がある同じ RFMOに加盟している

こと、かつ、 

 

(b) 過剰漁獲能力・過剰漁獲の防止措置を含む適当な資源の保存管理及び持続

的利用に関する措置が、当該 RFMO の枠組みの下で受け入れる加盟国により

実施されていること、かつ、 
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(c) ジョイントベンチャーを含む、そのような移譲に必要な取り決めが公表さ

れていること。 

 

Ⅲ.43 

 第Ⅳ条、第Ⅴ条に従うことを条件に、第Ⅰ条１項(eg)に言及された補助金は、

対象となる漁業が途上国メンバーの EEZ 内で行われている場合は、すべての供

与する加盟国について禁止されない。ただし、そのような権利の獲得の元とな

る協定が公表され、当該協定の対象海域における過剰漁獲を防止するために策

定された規定を含むこと、を条件とする。なお、当該規定策定は以下に基づく：

海洋生物の持続的な利用と保存を確保することを目的とした関連する国際的な

取極めの規定に規定されているような漁業管理や保全の国際的に認められてい

る最良の手法。とりわけ、国連公海漁業協定、責任ある漁業のための行動規範、

公海操業漁船の遵守協定及びこれらの取り極めの技術指針や行動計画（基準や

予防的基準値を含む）、他の関連するあるいは後継の取極めを含む。これらの規

定は、協定に従った漁業が行われる前の科学的根拠のある資源評価の実施、以

後の定期的評価、管理・取締り措置、漁船登録、努力量・漁獲量・投棄の沿岸

国当局及び関連する国際機関への報告、その他適当と考えられる措置、に関す

る要件及び支持を含む。 

 

Ⅲ.54 

 加盟国は、本条及び第Ⅴ条に規定された条件や基準を含め、本附属書の要求

を遵守することについての途上国のニーズを尊重しなければならない。また、

二国間あるいは適当な国際機関を通じて、これに関する技術的な支援のための

制度を構築し、促進しなければならない。 

 

Ⅲ.6 

 途上国は、第Ⅴ条に規定する自国 EEZ 内における漁業管理の実施に際して、

これらの要求を国家ベースではなく地域ベースで実施することが許される。た

だし、第Ⅴ条によるすべての要求が、地域の加盟国に関して及び加盟国により

満たされていることを条件とする。この規定は、WTO 及び他の国際機関におけ

る当該国の権利義務を免除するものと解してはならない 
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