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第５回 鯨類捕獲調査に関する検討委員会議事概要 

 

 

１．日  時：平成23年７月26日(火)14:00～15:00 

 

２．場  所：農林水産省第三特別会議室 

 

３．出 席 者：（座 長）筒井農林水産副大臣 

（委 員）秋道委員、阿南委員、高成田委員、谷川委員、野村委員、 

林委員 

（水産庁）宮原水産庁次長（議事進行）、香川資源管理部審議官、 

漆原資源管理部遠洋課長、勝山資源管理部参事官 

 

４．結果概要：議事の概要は以下のとおり。 

 

議題（１）中間取りまとめ（案）について 

○宮原水産庁次長 資料４の中間取りまとめの案について話を進めさせていただきます。

前回お約束させていただいたとおり、委員の皆様のご意見を取り入れて、事務局の素

案に最終的に変更を加えた上で、本日、資料４としてお配りしております。 

  我々も、できる限り委員の方々のご意見を忠実に取り入れてきたつもりです。本来、

この中間取りまとめの位置づけですが、過去４回の会合の中で出てまいりました論議

をまとめるということでやっております。新しい論点については、今後、この委員会

はここで閉じてしまうというわけではないので、また次の会合のときに入れてもらお

うと思いましたが、そうは言いながらも、委員の方々のご主張の中で必要だと思われ

た部分の追加点についてはできる限り入れるようにいたしました。そういう配慮をし

ているということもご理解いただいた上で、検討委員会の中間取りまとめの案につい

ての議事を進めさせていただきたいと思います。 

  既に素案をお送りしてご意見をいただいておりますので、読み上げるようなことはい

たしませんので、セクションごとに話を進めていきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○野村委員 今日はＩＷＣが終わってからの会議だということを踏まえて、ぜひ水産庁の
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ほうから、今度のＩＷＣの結果をご説明いただき、それからそれに対する我々の質疑

応答の時間を入れていただきたいのですが、ご配慮願えればと思います。 

○宮原水産庁次長 それでは、後ほど、ＩＷＣ政府代表の香川からご報告させていただく

ということで進めさせていただきます。 

○谷川委員 私もこういうのは生まれて初めてですからよく勝手がわからないのですが、

中間取りまとめということは、今、次長さんも次の会合のときに云々ということもお

っしゃいましたけれども、中間があるということは、最終があるのですか。どういう

意味か、中間という言葉がよくわからないのですが。 

○宮原水産庁次長 この検討委員会は、ここまでの段階の論議の内容を取りまとめさせて

いただくということで考えておりまして、政府部内での対応も今協議中でございます

から、今後、そういったところも決まった段階で、また必要とあれば皆さん方にお集

まりいただいて、ご助言なりご意見をいただく機会を設ける可能性があるということ

で、この会合はオープンのまま維持させていただきたいと思っております。 

したがいまして、我々がそういうお願いをしたいと判断した場合は、例えば今度の

調査の前にまたもう一回お集まりいただいてご助言をいただくという機会を設けるか

もしれませんし、これからもまたご助言いただく機会があるということで、ご理解い

ただければと思います。 

  それでは、資料４のほうに戻りまして、まず「はじめに」というところがございまし

て、１の検討委員会の趣旨でございますが、ここに何かコメントはございますか。 

  ご意見がなければ、２の検討の経過でございます。 

○秋道委員 「反捕鯨ＮＧＯ」というのは、１団体だけではないので、普通は小文字の

「ｓ」をつけるのではないのでしょうか。「Non Government Organizations」ですか

ら。あと５、６カ所出てきます。 

○宮原水産庁次長 ありがとうございます。よろしいですか。 

  そうしましたら、３ページにまいりまして、鯨類捕獲調査の現状等の１の経緯です。 

  なければ、２の目的です。 

  それでは、３の実施体制ですが、最後のページにある参考資料２のとおりです。 

 では、次に４の内容についてです。 

  ５のＮＧＯの妨害活動。これは「ｓ」が入ります。よろしいですか。 

  そうしましたら、７ページから、ここからは皆さん方のご意見のこともございますの
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で、少しゆっくりまいりますが、最初の２つのパラグラフはよろしいですか。 

  よろしければ、１．反捕鯨ＮＧＯｓの妨害を踏まえた南極海調査の安全確保について。 

○秋道委員 ７ページの下のところで、「攻め込まれる」と書いておられますね。「攻め

込まれる」というのは、何か戦争をしているようなイメージを喚起して、マグロでま

たマグロ船が体当たりを食うような非常にセンセーショナルな印象を受けるので、も

うちょっとニュートラルな表現はできませんでしょうか。 

○宮原水産庁次長 それでは「マグロに波及することになる」と書き換えたらいかがでし

ょうか。 

○高成田委員 ここのパラグラフが、上の部分が実は要らないというか、ダブっていると

いうか、変だと思うのですが。つまり、これは安全確保のために巡視船を派遣するこ

との論議なのに、ここは派遣する論議ではなくて撤退する論議になっている。これは

派遣する論議であって、南極海から撤退する論議と全然違う文脈の論議なので、そこ

がもう一回戻ってきてしまっていると思います。つまり、「反捕鯨ＮＧＯに攻撃され

て易々と南極海から退けば、ますます彼らを増長させることとなり」というのは、要

するに調査捕鯨をやめるかどうかという論議ですが、ここはやめるかどうかの論議を

しているのではなくて、巡視船を出すかどうかの論議をしているのではないですか、

この上の文脈は。 

○宮原水産庁次長 はい。 

○高成田委員 そうすると、また、この部分は、それに対して、「仮に、国として直接対

抗手段を講じることが難しいのであれば、一つの方法として」というのは、これはい

いわけですね。つまり、巡視船を出すことに対して、出すことが難しいのなら、例え

ばこういう方法もあるという方法論を書いてあるんだけれども、この上の部分は、そ

もそもの調査捕鯨を出すかどうか、やるかどうかという論議に対して、ＳＳに対して

攻撃されてしまったからやめるのはおかしいという論議で、それは一つの論点として

そのとおりだと思うのですけれども。私は、別に反捕鯨ＮＧＯに攻撃されようとされ

まいと、全体的な流れの中でも捕鯨調査は考え直したほうがいいと思っているので、

ＳＳにやられたからやめるのはおかしいというのは、僕はそのとおりだと思います。

ただ、それはＳＳがあろうと、なかろうと、今の段階で経済的に国際的に果たして南

極海での調査捕鯨をやる必要があるのかという議論はそれとして成り立つはずですが、

ここはそういう組み立てになっていないので、ダブっているように思うのです。ここ
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は、巡視船を出すべきかどうかという議論をしているときに、このパラグラフではな

くて、この「仮に」の前まではここに書く必要はないと私は思います。絶対に削れと

言っているわけではないのですが、論理的に言うと、ちょっと違う論理ではないかな

という気がします。 

○野村委員 このパラグラフは私が責任を持つからではないのですけれども、このタイト

ルが「反捕鯨ＮＧＯの妨害を踏まえた南極海調査の安全確保」なのです。ですから、

巡視船の派遣がすべてではなくて、どういう安全をとるかといった、ある意味では巡

視船の派遣だけではない幅広い議論なわけです。前のパラグラフは否定的で、次のパ

ラグラフは肯定的ですが、肯定的以上に、それで足りなければ別の手段を考えてはど

うかということで、その前段として、ＮＧＯをつけあがらせるなといった文脈なので、

不自然ではないと思います。もちろん、それはこのパラグラフに責任を持たれる方の

意思を尊重すべきだと思いますが、私はそんなに不自然だとは思いませんでした。 

○高成田委員 私は別にこだわりませんので、これで結構です。 

○宮原水産庁次長 ありがとうございます。では、「鯨の次はマグロに波及することにな

るので、どこかで歯止めをかける必要がある」と、ここは表現を変えさせていただい

た上で残すことにいたします。 

○阿南委員 ７ページの今問題になったところの上のパラグラフですが。私は巡視船を派

遣することには反対です。これは、巡視船を派遣したとしても、結局、恐らく私が考

えるに、見つかれば、追いかけられたら、そこの場で対抗的な手段をとるわけにはい

かないですよね。そうしますと、武力で対抗することは無理ですので、結局は引き揚

げざるを得ないということになるのではないかと思います。そうしますと、結局見つ

かれば追われて、調査活動もできませんし、安全を考えて引き揚げてくるという状況

に私は多分なると思います。ですから、そうすると全く無駄なわけです。結局、巡視

船をつけて行っても別に効果はないと思うのですけれども、その辺の効果の検証とい

うことをどのように考えているのか確認したかったのですが、いかがでしょうか。 

○宮原水産庁次長 私から答えるのが適当かどうかは別として、巡視船を派遣してもらい

たいというのは、この会議の中で、副大臣のほうからも発言があったところでござい

まして、必ずしも取締りなり対応手段がとれない、あるいは法的権限がなかったとし

ても、行ってもらうだけで相当の抑止力になると考えております。 

○高成田委員 次の８ページに出てくるＳＵＡ条約というのは効果があるのですか。これ
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に基づくと、巡視船が行って何か対抗措置がとれるのですか。 

○宮原水産庁次長 これはまだ検討しているところで、これに基づいてどういう具体的な

アクションがとれるかというのは、まだ結論が出ておりません。 

○高成田委員 このＳＵＡ条約というのはどのように使おうとされているのですか。 

○司会（中奥） これは、要は海上航行の安全を脅かすようなＳＵＡ条約に違反する行為

をしたということになれば、それをＩＭＯという世界海事機関を通じて世界にその容

疑者の手配をかけることができるという条約なので、今のＳＵＡ条約に基づいて何か

現場で取り押さえたりするということはできません。あくまでも、こういった犯罪を

行った人間が特定された場合に、それを世界に通報して、要は逃げられなくするとい

う条約です。 

○高成田委員 今の、たとえ巡視船が出されていても実効が上がらないのではないかとい

うことに対して、このＳＵＡ条約はその実効性を担保するものではないということで

すね。 

○司会（中奥） はい、そうです。 

○高成田委員 抑止力にはなると仮定して、それ以上の公海上で進路妨害なりそういうこ

とに対して巡視船が出ていってできる行為というのは何ですか。存在感として抑止力

になるだろうというのは、それはそういう見方もあるだろうと思いますけれども、具

体的に何ができるのですか。 

○宮原水産庁次長 今も申し上げたとおり、ここでこれ以上議論を進めたくないと言って

いたのは、まさにそういうことを政府部内で検討しているところでございまして、今

度の調査活動について、仮に巡視船を出すことになったら、どういう行為をするのか

ということ詰める必要があります。そういった結果が出ないとなかなかお話しできな

いので、今の段階ではご容赦いただきたいということです。 

○阿南委員 そこは政府部内の検討に任せるということですね。 

○宮原水産庁次長 はい、それで必要があれば、またご報告する機会を設けることもある

と考えています。 

○高成田委員 それは、この検討委員会の中間取りまとめいかんにかかわらず、政府部内

でこの巡視船の派遣について議論するということですか。 

○宮原水産庁次長 巡視船の派遣も含めて、調査の妨害に対してどのような防衛措置を講

じるのかということを、調査の開始までに政府の部内で詰めなければならないという
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ことでございます。 

○高成田委員 それを詰めるところは、どこになるのですか。 

○宮原水産庁次長 内閣官房の海洋政策推進本部を中心に関係省庁が集まって検討するこ

とになります。 

○野村委員 それは、公表はできないですよね。 

○宮原水産庁次長 はい。それは、公表はできませんけれども、もしその必要があるとい

うことであれば、非公開の場でご報告することは可能だと思います。 

○阿南委員 今までもそこがやってきたことですよね。 

○宮原水産庁次長 はい。これまでも、そこで関係省庁が集まって、調査に行く前にどの

ような対応をとるかということを詰めて行っています。 

○阿南委員 その結果、今回引き揚げてきたということですね。 

○宮原水産庁次長 そうです。 

○高成田委員 去年の議論の中で、調査捕鯨をやって、激しい妨害を受けたら、また新た

に考えようみたいなことはあったのですか。 

○宮原水産庁次長 去年の議論としては、新たに考えようというのは入っていません。要

するに、次の調査のときにどういう対応を現場でとるかということを詳細に詰めてい

ったということです。 

○高成田委員 すみません。もう一回、このＳＵＡ条約の積極適用について検討という、

積極適用する主体は日本政府ですか。 

○司会（中奥） そうです。 

○高成田委員 今は適用していないということですか。 

○司会（中奥） 今も適用しています。実際にＳＵＡ条約に基づいて通報しているケース

が１件あります。 

○高成田委員 積極適用について検討というのは、具体的には何をしようとしているので

すか。 

○林委員 すみません、これは私が言ったことで、責任があると思いますので。私の印象

では、確かに政府は適用できるということをおっしゃっていましたけれども、本当に

国際社会でそれを声を大きくして言っているのかということがちょっと疑問に思った

ものですから、このような意見を述べました。報道を見ていますと、ロープを投げた

り、あるいは酪酸を投げたりして、航行の安全に極めて危険な行為をやっている。こ
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れは、まさにこのＳＵＡ条約が防ごうとしている不法行為をやっているということで

すから、この条約をもっと積極的に機敏に適用すべきではないか。そういう含みで、

具体的にはどうしろということは申し上げられないわけですが、そういう意味を込め

て言ったつもりです。 

○秋道委員 ８ページの下から９行目、「逆に反捕鯨のＰＲ」と書いていますが、反捕鯨

のＰＲというのは、団体なのか、国なのか、これは反捕鯨という立場に対するＰＲと

いうことでよろしいですか。 

○宮原水産庁次長 反捕鯨ＮＧＯですね。 

○秋道委員 ＮＧＯだけですか。例えば、ＩＷＣの反捕鯨国がいるわけでしょう。ニュー

ジーランド、オーストラリア、アメリカ、オランダは入れないのかどうか。ＰＲしま

すよ、相手も国で。この検討委員会で国相手にそんなことを言っていいのかどうかと

いうのはありますが。 

○宮原水産庁次長 それでは「反捕鯨勢力のＰＲに利用される」ということにしたいと思

います。 

  では、９ページへお進みください。 

○高成田委員 ９ページの「これに対して、伝統的に鯨を」という部分の「これ」という

のは、常識的には上のところの鯨類の捕食に仮説に関することになりますが、このパ

ラグラフは別に鯨類の捕食とは関係ありませんよね。 

○野村委員 前のパラグラフは、捕獲調査のメリットを、漁業と捕食にリンクしてやるこ

とについての効果への疑問というパラグラフですね。次のパラグラフは、もっと基本

的な立場のパラグラフだから、「これに対して」は必要ないのではないですか。 

○宮原水産庁次長 そうですね。では、「これに対して」は削除します。 

  10ページ目の調査の仕組みと財源について、これは11ページまで続いております。 

○秋道委員 これは単なる質問ですが、バイプロダクト、副産物は、肉とか、ブラバーで

すよね。骨とかはどうですか。例えば骨を粉砕して花卉栽培・果樹栽培に使うとか、

そういう副産物の利用はあるのでしょうか。 

○司会（中奥） それは現在はやっておりません。 

○秋道委員 やっていない。何かもったいないように思います。 

○司会（中奥） 母船に加工施設がないものですから、そこはやっておりません。 

○野村委員 副産物というのは、今、秋道委員がおっしゃられた骨とか、そういうことで
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はなくて、それを全部含めた鯨肉のことでしょう。 

○司会（中奥） 鯨肉と一部内臓もございます。 

○野村委員 副産物イコール鯨肉という意味ですね。 

○司会（中奥） はい。 

○秋道委員 ひげはどうですか。 

○司会（中奥） ひげは、どちらかというと、主にお土産用とか、ＰＲ用に子供に上げた

りするために利用しております。 

○宮原水産庁次長 文楽人形のゼンマイにも使われていますね。 

  では、その他の部分でいかがですか、11ページ。 

  では、最後のまとめでございます、12ページ。よろしいですか。 

○谷川委員 12ページの最後のセンテンスですが、「決定されることを期待する」という

のは、私たちがだれかに期待するのでしょうか。だれに何を期待するのですか。これ

はこの検討委員会として、先程も説明があった、次の段階の政策決定、意思決定をさ

れる大臣とかに期待すると理解すればいいわけですか。 

○宮原水産庁次長 はい、そういうことだと思います。 

○谷川委員 そうしたら、「農林水産大臣に期待する」とかというのは入れることはでき

ないのですか。大臣だけが決めるわけではないのですか。 

○宮原水産庁次長 そうですね。関係省庁と協議しなければいけませんから。 

○野村委員 巡視船だと運輸大臣になりますから。 

○宮原水産庁次長 はい。 

○高成田委員 この検討委員会の委員は７人ですよね。それで殊さら「大きくは」、「少

数の」と、そこまで言うのかということですが。 

○宮原水産庁次長 実は、これは大変強い意見があったのをこの程度に抑えてしまったと

いうことなので、ご理解いただけるとありがたいと思います。 

  参考資料の１と、２は先ほど見ていただきましたけれども、仕組みの実施体制のとこ

ろでございます。 

○野村委員 これはもっと前に質問すべきだったのですけれども、参考資料２のところの

沿岸のほうですが、収入を得るのは、この推進協議会ということになるのですか、

「全国の市場等へ出荷」となっているので。 

○司会（中奥） はい、そうです。 
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○阿南委員 12ページのまとめのところですけれども、これだと、調査捕鯨を前提にして

いますよね。私は、調査捕鯨のあり方というのですか、そのものを根本的にきちんと

議論すべきではないかという意見です。まず、あくまでもそれをやるための議論では

なくて、それが何なのか、日本政府として今後それをどのように考えていくべきなの

かというところを本質的に議論することが必要なのではないかなと思っていますので、

そんな表現もちょっと入れていただくといいかなと思ったのですが。 

○宮原水産庁次長 実は、これをまとめるに当たって相当議論がある部分でございまして、

第１回目の検討委員会の際にこの検討委員会の趣旨を説明させていただいたときに、

明確に、この調査を安定的に実施するために検討していただきたいということでお願

いして、ご了解いただいたところです。ただ、そのときに、阿南委員も高成田委員も、

だからといって、ほかの面、今の根本的な面の意見も聞かないというのでは困るとい

うことで、そういうことについても我々は聞かせていただくということで、会議を進

めさせていただきました。この本体の部分にはそれを相当入れたつもりでおりますの

で、そこでご理解いただければと思っております。決して、それを我々は今後物事を

考えるときに無視するということではございませんので、この報告書全体として取り

扱わせていただきたいと考えておりますので、それでご容赦いただければと思ってお

ります。 

  では、よろしければ、これで一応取りまとめさせていただくということにいたします。 

 

議題（２）その他について 

○宮原水産庁次長 それで、先ほど野村委員からご要請のありましたＩＷＣ年次会合の結

果について、後からお配りさせていただいた「第63回国際捕鯨委員会年次会合の結果

について」という紙に基づいて説明させていただきますので、よろしくお願いします。

会議に政府代表として出席いたしました香川のほうから説明させていただきます。 

○香川資源管理部審議官 では、座って説明させていただきます。 

  開催時期、場所は資料に書いてあるとおりでございますが、７月11日から14日までの

４日間ということでございました。本会議は例年５日間やっておりますが、ことしは

経費の問題もあるので４日間に短縮したということで、全体としては非常に急いだよ

うな感じでございまして、ちょっと時間が足りなかったかなという感じもいたしまし

た。場所は、英仏海峡にありますジャージー島という、これは英領でございますが、
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そこで行われたわけでございます。 

  出席国は、加盟国は89カ国でございますが、そのうち59カ国でございます。おおむね

３分の２が出席したということでございます。 

  ことしの加盟の状況でございますが、１カ国ふえまして、コロンビアが加盟いたしま

した。合計89カ国ということで、増加したわけでございます。 

それから、出席者は、国会のほうから国会議員が３名、小平先生、高橋先生が民主

党、それから伊東先生が自民党でございます。あと、農水省のほうから私と国際課長、

それから森下参事官ほかが出席しております。また、外務省からは漁業室長が出席い

たしました。 

  結果概要でございますが、これは重要性というよりは議題の順番で説明させていただ

きます。 

  まず、議長・副議長が通常３年間の任期で決まっているわけですが、昨年の会議後、

議長・副議長ともいずれも辞退したいという申し出がございまして、会議の冒頭は議

長・副議長がいないという状態で会議を開催いたしました。関係国の話し合いもいた

しまして、ここにありますように、南アフリカ共和国の政府代表が暫定議長をしたと

いうことでございます。副議長につきましては今回はおりませんでした。来年以降の

議長・副議長については、また決めなければいけないのですが、最終的に議論のため

の時間がなかったということで、また閉会後に、自薦・他薦があると思いますが、郵

便投票で決めるということになっております。 

  続きまして、議題４、ＩＷＣの将来。これは昨年の年次会合で、議長・副議長が、

「ＩＷＣの将来」という議題のもとで、現状より削減された捕獲頭数のもとで捕鯨活

動を認めるという包括的合意案を作成、提案いたしました。ほとんどこれに関する議

論が中心的に行われたわけですが、昨年の年次会議でその合意案が合意に至らなかっ

たということでございまして、本年の年次会議では、昨年の年次会議から今年の年次

会議までの間１年間は熟考期間という、皆さんでいろいろ考えてみましょうという期

間を設定いたしました。その１年間にいろいろ動きがあったかということについての

確認もあったのですが、１年間ほとんどこの件について動きがないということでござ

いました。それについて具体的な話はとりあえず、昨年のようなものはありませんが、

対話を継続するということで、議長報告書に記載されたところでございます。 

  それから、１枚めくっていただきますと、サンクチュアリー、これは議題９でござい
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ます。ブラジルとアルゼンチンが「南大西洋サンクチュアリー」、これは南大西洋を

保護区域といたしまして、一切の商業捕鯨を禁止するという提案を出しておりまして、

これについては私どもも当然、科学的根拠もなく、科学的な議論もしていないという

ことで、強く反対だということを表明いたしました。そういうことでコンセンサスが

得られないということで、次回年次会合において継続審議ということになっておりま

す。この審議過程におきまして、投票するか、しないかということで一部議論があり

まして、今回は投票しておりません。来年改めて継続審議するということになってお

ります。 

  それから、その次の海上の安全、これは議題12でございます。これにつきましては、

我が国より、シー・シェパードによる我が国の鯨類捕獲調査船に対する妨害活動につ

きまして、まず映像を用いてプレゼンテーションを行いました。それで、関係国が再

発防止のための実効的な措置を講じるよう強く要請したということで、多くの国から、

ＳＳによる暴力的な妨害行為に対する非難が表明されたものでございます。 

  それを踏まえまして、我がほうから、これに国際的な対策をするための決議案を提案

いたしまして、コンセンサスということで採択されたものでございます。その中身は、

１点目は、シー・シェパードによる危険な妨害活動により、我が国が、船舶の安全と

乗組員の生命を守るために、2010／2011年度の南極海鯨類捕獲調査において、調査を

早期に切り上げたことに留意する。２つ目は、捕鯨の問題に関する考え方の違いは、

暴力的行動により解決すべきではないことに合意する。３点目は、関係国政府に対し、

海上における人命・財産を脅かす行動を防止、抑制するため、関係する国際法・国内

法令に基づき措置を講じること等を要請するという内容でございます。 

  続きまして、５番目に財政運営問題。これは、英国等から「ＩＷＣの運営効率を改善

するための決議」ということで、文書公開の促進とか、分担金支払方法の手続につき

まして改正案が出ておりまして、これについて種々議論いたしまして、最終的には改

正をコンセンサスで採択いたしたところでございます。 

  全体として、昨年のように「ＩＷＣの将来」という大きな実質的な中身のあるテーマ

が今年はなかったということもありまして、全体として議論は淡々と進んだわけです

が、私どもとしましては、海上の安全に関する決議についてはコンセンサスが得られ

採択されたということは非常によかったかなと思っております。 

  次回会合につきましては、来年、これは科学委員会からスタートいたしますが、６月、



－12－ 

７月にかけてパナマで開催されるということになっております。 

  ＩＷＣの結果については以上でございます。 

（筒井副大臣 入室） 

○宮原水産庁次長 何かご質問はございませんか。 

○高成田委員 今回のＩＷＣで、投票のときに日本が会場から出るという戦術をとられた

ということで、そういう個々の戦術のいい悪いはよくわからないし、いろいろなこと

があると思うのですけれども、それは逆にこれから日本にとって、欠席戦術というの

がかえってマイナスにならないかと危惧したのですが、そこは大丈夫ですか。 

○香川資源管理部審議官 これは、議事を妨害するということではなく、昨年「ＩＷＣの

将来」の議論を開始して以来、基本的な物事の決め方は、コンセンサスでみんな話し

合いをしながら決めていきましょうということで、議長も、それから関係国も、そう

いう表明を皆さんしていたわけです。ところが、この件についてだけは、ラ米のほう

でどうしても投票しろということがありまして、コンセンサスは全然成り立たないと

いうことでございましたので、私どもとしては、頭を冷やしていただくということで、

これについてはもう少し関係国でコンセンサスが成り立つように話し合いをさらに続

けるべきではないかということで、そういうことを手段としてはとりました。ただし、

議場から一回出ましたが、その後すぐに非公式の会合をやりまして、最終的にはこう

いう形で来年に向けて継続審議をするということで決着したということでございます。 

○野村委員 すみません、別の話で、ＳＳの行為に対して、いろいろな賛同というか、日

本の立場に対して、多くの国というのは、別に数の問題を聞いているのではないので

すが、例えばどういう意見が出たとか、そういうのはこの場ではまずいですか。 

○香川資源管理部審議官 いや、別に会議でやっている話でございますので。10ぐらいの

国が発言したと記憶しているのですが、暴力とか、そういう妨害活動に対しては、全

員、これは認めるものではないということを言っております。ただし、その中で幾つ

かの国、特にオーストラリアは、国際裁判を抱えていますから、もともと日本が南極

でこういう調査をやっていることが条約上おかしいということを言った上で、ただし、

そういう問題と、それから暴力をやっていいという問題は違うから、暴力については、

これはやめるべきだということは言っています。それから、ニュージーランドも少し

似たようなことを言っていまして、暴力については否定的に意見を言った上で、日本

が調査を続けるとこういう活動が起こることは予想されますといった皮肉っぽい発言
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もございました。ただ、暴力についての考え方は、全員否定するということです。 

○宮原水産庁次長 それでは、途中ですが、ここで筒井副大臣からご挨拶させていただき

ます。 

○筒井副大臣 どうも委員の皆さん、大変ありがとうございました。５回にわたる審議に

心から御礼を申し上げさせていただきます。そして、本日、中間取りまとめができま

した。これに関しましては本当に再度御礼を申し上げさせていただく次第でございま

す。 

  様々な意見があったわけでございますが、それらを中間取りまとめの中でまとめて、

そして安全性を確保するという点では、皆さんの意見が全く一致していたと考えてい

ます。その安全性を最優先しながら、今後この調査捕鯨の継続問題をどうしていくか、

検討をさらにしなければならないわけでございまして、国土交通省、海上保安庁、外

務省等々、関係省庁と協議をしながら、その決定をなるべく早く、もう時間的な限定

がありますから、決めていきたいと思っているところでございます。それらの過程に

おいて、あるいはその後においても、また皆さんのご意見を聞く機会があるかと思い

ますので、ぜひ引き続いてのご協力を心からお願い申し上げまして、一言でございま

すが、私のお礼の言葉とさせていただきます。本当にありがとうございました。 

（筒井副大臣 退室） 

○宮原水産庁次長 それでは、野村委員、どうぞ。 

○野村委員 １つ目は、59カ国が参加ということですが、大体でいいので、反捕鯨国、日

本の立場を支持している国、それからわからない国の内訳がわかれば教えてください。 

  それから、日本代表団の勢力なんですが、特に日本の捕鯨関係のＮＧＯというか、私

がＩＷＣをやっていました20年ぐらい前はものすごい数の応援団体がいたんですけれ

ども、今でもたくさん来ているか、もしくはもう厭戦気分というか、あきらめ気分で

もう来なくなったのか、わかれば教えてください。レストランの人とか、太地の町長

さんが行かれたとか、その辺です。 

  それから、南米がサンクチュアリーでかなり強硬だとお聞きしましたが、彼らは対話

でお互いに妥協を醸成しようという機運まで反対して強硬なのかどうか、その辺を教

えてください。それで、オランダとか、オーストラリアやニュージーランドは、サン

クチュアリーの関係では南米グループと同一視されるのでしょうけれども、オースト

ラリア、ニュージーランド、イギリス、僕が知っているそういう強硬なグループと同
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じかもしくはそれ以上に南米は強硬なのか。それは、何故なのかというのが第３点の

質問です。 

  最後の質問は、シー・シェパードに関する決議ですが、今までも何度も日本側はこの

シー・シェパードの非人道的、理不尽な妨害について抗議を含めてＰＲしてきたと思

いますが、今回の結果をどうとらえておられるのか。今までと違った進展があったの

か。もしそうならば、どういう論拠からそう思われているのか。なぜならば、シー・

シェパードは、こういうのはＩＷＣが決議しても、ほかの国がいろいろとそうだと同

調しても何とも思っていない。また妨害するだろうと思っていますので、そういう多

少ともシー・シェパードをしり込みさせるような要素があるのだろうか。その辺の評

価をできれば聞かせていただきたいと思います。 

○香川資源管理部審議官 １点目ですが、今回は、まず59カ国の内訳ですが、もう私の記

憶では、大体20対40ぐらいの感じです。ただし、一つはビザ問題というのがありまし

て、日本を支持していただいているアフリカの関係国が、今回ビザが間に合わなくて

来られなかったということがございました。この理由はよくわかりませんが、もちろ

んビザ申請は前々からしていたのですけれども、最終的に出なかったということで、

会議場では相当問題になって、事務局がこれについて調査を行い、かつ報告をすると

いうことになっております。事務局のとりあえずの説明としては、手続上、ビザを申

請するのはウェブで申請するという方法をとっているらしいのですが、それが何か欠

陥があったという説明をしておりました。そこについてはさらに調査するということ

で、来年パナマでやる場合にはそういうことがないように、ホスト国に対して十分事

前に申し入れをして、そういう支障がないようにしたいということは表明しておりま

すが、そういうことで、そこが捕鯨サイドの数としてはちょっと減ったということは

事実でございます。 

  それから、日本代表の中にはもちろん、私も全体は忘れましたが、ＮＧＯの方もかな

り来ておられました。捕鯨協会の方もおられましたし、それから太地の町長さんも来

ておられましたし、それから下関市長さんも来ておられました。あといろいろな方が

来ておられたと考えております。あと、谷川先生もおられましたし、大学の関係者の

方もおられたということですし、それから、日本人としては捕鯨反対のＮＧＯの方も

来ておられました。 

  それから、３点目の南米の話ですが、これは、先程ちょっと申し上げた「ＩＷＣの将
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来」というところ、サンクチュアリーも去年はこの議長案に入っていたのです。議長

案の全体パンケージの中に、科学調査とか先住人捕鯨とかというパッケージの中に、

このサンクチュアリーも入っておりました。南米サイドが言うには、これについは５

年も我慢してきたのだから、もうこれは我慢できないということで、何とかこれを実

現したいということで提案してきました。全体として、南米がなぜそこまで強く出て

きたのか、私も詳しいことはわかりませんが、恐らく、コロンビアも加盟しているわ

けですが、コロンビアも非常に強く私に対して個別にこれを支持するように申してき

ておりますし、南米の中でそういう意見が、早くこれを実現しろという機運が高まっ

ているということです。 

○野村委員 今のサンクチュアリーは何でしたか。 

○香川資源管理部審議官 今のサンクチュアリーは、南極とインド洋はサンクチュアリー

に設定されていて、新たに南米の大西洋をサンクチュアリーにしろということですが、

実質的にモラトリアムがありますので、商業捕鯨そのものは禁止されているわけでご

ざいますので、これはオーバーラップではないかということは彼らに言ったのですが、

それはわかっているけれども、象徴としてぜひやりたいということです。それから、

そういうものをつくることによって何か政策的なことが実行可能になる。例えば、ホ

エールウオッチングの振興とか、そういうものが可能になるといったことを言ってお

りました。実際上、商業捕鯨をやっておりませんので、本当にそうなのかどうかとい

うのは私にもよくわかりませんが、そういう非商業的な利用の振興のためにぜひこれ

を実現したいということを強調していたということでございます。 

  それから、シー・シェパードのことについては、今回、私どもが切り上げをしたとい

うことで、従来決議もございましたが、改めて決議をしたということでございます。

そこの部分は、詳しい中身については申し上げられませんが、私どもとしては、今、

関係国に対して、この決議を踏まえて対策を強化するように申し入れているところで

ございます。 

  最後の点については、その辺にとどめさせていただければありがたいと思います。 

○野村委員 シー・シェパードの件は、ＩＭＯをどう絡ませるかというのは前からある話

です。今度新しい事務局長に日本人の関口さんという人が選ばれましたが、それがや

りやすいのか、やりにくいのかは別にして、ＩＭＯに付託するといっても、本当に具

体的にどういうことをＩＭＯがやってくれるのかどうか。この辺は多分、国交省がど



－16－ 

れぐらい一生懸命やってくれるかということにもなるのでしょうが、そういうところ

に付託したら、我々がターゲットにしている国が本気でやってくれるかの一つのリト

マス試験紙になると思います。その辺は具体的に、もし可能なら、進められることを

お勧めします。 

○香川資源管理部審議官 ありがとうございます。ＩＭＯは、実は昨年５月に海上委員会

で決議をしております。そのときはやはり同様に、そういう財産を脅かすような行為

はしないとか、関係国が自国船に対してきちんとした規則を遵守するような措置をと

るとか、それから海上衝突予防条約とか、それからＳＯＬＡＳ条約という人命の安全

の条約をきちんと自国船に守らせろということは、もう既に決議しております。今、

野村委員のおっしゃったことはよくわかりますので、私どもも外務省とか国交省と、

何ができるかという話をしたいと思っております。 

○林委員 前回の議長がやめられると辞意を表明したということで、今回は議長が決まら

なかったわけですが、前回の議長がやめたあと、あれはまだ任期はあったのでしょう

か。それで意図的に辞任したということでしょうか。 

   それから、そうであるとするならば、彼はなぜやめたのか。つまり、彼が今までやっ 

てきた努力がもう無駄だと思って投げ出したのか。そうすると、その結果、彼のやって

きた努力が本当にゼロになってしまったのか。今後の「ＩＷＣの将来」に対するその影

響をどう判断されているかということをできる限りお話しいただければと思います。 

○香川資源管理部審議官 私も詳しいことはわかりませんが、議長、副議長ともやめられ

ましたけれども、任期を残してやめられております。任期が来たからやめたというこ

とではなくて、任期中にやめたということで、その辞任の意思を表明してやめられた

ということです。これはもう想像でしかないのですが、去年、議長・副議長提案をず

っと積み上げてきて、提案をつくって皆さんにお示ししたわけですが、それが合意で

きなかったということでがっかりしたのではないかと思います。これ以上はちょっと

続けられないということで辞任されたのではないかと、これは相当私の想像です。 

○谷川委員 そのやめた議長さんというのは、去年モロッコで新しく就かれたチリのマケ

イラさんという方です。ところが、その議長さんは去年の総会に出てこなかったので

す。直前に病気になったと称して議長職を投げてしまったのです。それは、いわゆる

先ほどお話があったＩＷＣ正常化の議長包括プランを議長としてやらなければいけな

いのに、チリは反捕鯨国ですから、ラテンアメリカのグループ、ブエノスアイレスグ
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ループと自分たちで称していますが、その連中から猛烈な突き上げがあって、来るに

来られなくなってしまったのです。それでしようがなくて、去年は副議長さんが仕切

ったのです。副議長さんは、一応捕鯨支持派の人だったのですが、そちらは小さな国

の大臣か何かでお忙しくて続けられないということで、今回お二人ともいなくなった

ということです。結局、ＩＷＣ正常化の議長包括プランはオーストラリアによって壊

されましたが、そんな経緯がありますので、築き上げてきたものは、その前の段階か

らＩＷＣ正常化のために、こつこつと日本などが一生懸命妥協案をつくってやってき

たものが、だめになってしまったということなのです。だから、今は振り出しに戻っ

てしまったということです。 

○宮原水産庁次長 それでは、今日はご協力ありがとうございました。 

  最初に申し上げたとおり、またお集まりいただいてご助言をいただくという機会を設

けることになるかとも思いますが、そのときはまたぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。 

○高成田委員 この中間取りまとめは、本日付でまとまったということですね。 

○宮原水産庁次長 そうです。本日ご意見をいただいて修正を加えたものを後日お送りし

ます。 

  本当に今日はありがとうございました。 

（以 上） 

 


