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小池　治樹 
（明石研究会 4 年）
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序　論

１　まぐろ資源を巡る国際的な状況の変化

まぐろ資源の利用には長い歴史があり、日本では縄文時代に利用された記録が

残っている。その漁獲方法は小規模なものが主流であり、当該資源は無限に存在

すると考えられてきた。しかし、漁獲方法や保存技術の発達の結果、まぐろ資源

の漁獲高は飛躍的に増加した1）。その結果、最大持続生産量2）（maximum 

sustainable yield：以下、“MSY”とする。）を大幅に超えるまぐろ資源の漁獲がなされ、

国際自然保護連合は、みなみまぐろや大西洋くろまぐろなど、多くのまぐろを絶

滅の恐れがあるレッドリストに指定した。

まぐろは領海や公海などの区別なく、広範な水域を回遊する高度回遊性という

性質をもつ。そのため、まぐろ資源の有効な保存管理措置の実施には、すべての

関係国3）による参加が不可欠である。1982年に採択された「国連海洋法条約」

（United Nations Convention on the Law of the Sea：以下、“UNCLOS”とする。）第64条

は、排他的経済水域の内外を問わず、高度回遊性の種の保存と最適利用を確保す

るため、加盟国が国際機関を通じて協力することを規定している4）。

また、みなみまぐろ資源を漁獲していた日本、オーストラリア、ニュージーラ

ンドの 3国は、みなみまぐろ資源を保存するための自主的な措置を採り、1994年

にみなみまぐろ保存委員会（Commission for the Convention of South Bluefin Tuna：

以下、“CCSBT”とする。）を設立した。CCSBT以外のまぐろ資源保存を目的とす

る主要な機関として、「全米熱帯まぐろ類保存委員会」（Inter-America Tropical 

Tuna Commission：1949年設立以下、“IATTC”とする。）や「大西洋まぐろ類保存国

際委員会」（The International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna：1969

年設立以下、“ICCAT”とする。）、「インド洋まぐろ類委員会」（Indian Ocean Tuna 

Commission：1996年設立以下、“IOTC”とする。）、そして「中西部まぐろ類委員会」

（The Western and Central Fisheries Commission：2004年設立以下、“WCPFC”とする。）

が挙げられる。

これらは地域的漁業管轄機構（Regional Fisheries Management Organization：以下、

“RFMO”5）とする。）と呼ばれ、管轄する水域やまぐろ資源の種類は異なるが、当

該資源の探査、開発、保存、管理を目的として活動している点は共通している。

各 RMFOは、設立条約に加盟する国家を主要なメンバーとしている。そして、
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これらはMSYに基づくまぐろ資源漁獲割り当て、IUU漁業6）を取り締まるため

の措置（統計証明制度やネガティブリスト・ポジティブリストの作成など）をはじめ

とする、まぐろ資源の保存管理措置に関する決議を作成し、採択している。

RMFOの加盟国が採択された決議に基づき、適切な保存管理措置を履行するこ

とで、対象とするまぐろ資源の保全を行っているのである。

２　まぐろ資源の観点から見た台湾と“fishing entity”観念の誕生

台湾はかねてより、まぐろ資源漁獲国であった。そして、1983年の建造自由化

政策7）を契機に、台湾のまぐろ漁船が増加した結果、2003年に世界最多のまぐろ

漁船を保有するなど、台湾は世界有数のまぐろ資源漁獲国へと発展した8）。また、

台湾は上記のすべての RMFOの管轄水域でまぐろ資源の漁獲に従事している。

そのため、各 RMFOにとって、台湾を保存管理措置に組み入れることが課題と

なっている。

しかし、1971年に国連の代表権を失った台湾は、“state”として条約を結ぶこ

とが困難な状況にある。RMFOはそれぞれ設立条約のもとに存在しているため、

これまで台湾は RMFOの加盟国になることはできなかった9）。

このようにまぐろ資源を漁獲しながら、RMFOの加盟国になれない台湾の存

在を、UNCLOS第64条の規定だけでは対処できなった。この状況を解決し、

RMFOがより有効な保存管理措置を履行できるようにするため、1995年に「国

連公海漁業協定」（United Nations Fish Stocks Agreement：以下、“UNFSA”とする。）

が国連総会で採択された。UNFSAは、当該協定を“fishing entity”に準用し、

保存管理措置を遵守する約束に応じて、“fishing entity”が漁場で利益を享受で

きると規定している。この規定により、台湾が“state”とは異なる地位で

RMFOに参加することが可能となったのである。

３　本稿の目的

UNFSAの採択により、“fishing entity”という地位で台湾が RMFOに参加す

る可能性が生じた。しかし、UNFSAは“fishing entity”を定義しておらず、今

日までその定義は存在しない10）。このような“fishing entity”観念の曖昧さゆえ

に、RMFOによって“fishing entity”の受容の仕方は異なる11）。それに伴い、

“fishing entity”の地位を通じて台湾に認められる権利義務にも、RMFOごとに

差異が生じている。
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そこで本稿では、まず“fishing entity”観念が創出された経緯や、“fishing 

entity”が各 RMFOに受容された過程を確認する。そして、それらを踏まえて

“fishing entity”という地位を通じ、台湾に認められた個別の権利義務について、

“state”に認められた権利義務と比較検討する。上記の議論を通し、未だ統一的

な定義がなされていない“fishing entity”観念の受け入れられ方が RMFOによっ

て異なる理由について考察し、さらに“fishing entity”の地位を通じて台湾に認

められた具体的な権利義務について、RMFOごとの差異を明らかにすることが

本稿の目的である。

Ⅰ　“fishing entity”観念の創出

１　“fishing entity”観念の必要性

UNCLOS第64条は行動規範にすぎず、関係する漁業国が採るべき具体的な措

置は規定していない12）。また、国連が台湾を国家として認めていないため13）、ま

ぐろ資源の主要漁獲国である台湾は、UNCLOSに署名する権限もない14）。さらに、

各 RMFOが管轄する海域において、台湾は主要なまぐろ資源漁業国でありなが

ら RMFO設立条約の加盟国になることができず、オブザーバーとしての参加し

か認められなかった。この状況のため、RMFOで行われるまぐろ資源の漁獲割

り当てや保存管理措置などの決定に台湾が参加できなかった。また RMFOでも、

当該資源の保存管理措置に台湾を組み込むことができないため、科学委員会15）

が正確なMSYを算出できないだけでなく、台湾による過剰なまぐろ資源の漁獲

によって保存管理措置の有効性が損なわれてしまうという問題が生じていた。

２　UNFSAが採択されるまで

以上のような状況が問題視され、国連食糧農業機関（Food and Agriculture 

Organization of the United Nations：以下、“FAO”とする。）で1992年に責任ある漁業

に関する「カンクン宣言」16）が採択された。さらに同年、FAOの公海漁業に関す

る技術会議が作成した「国際漁業機関 :公海管理の考察」（“International Fishery 

Bodies: Consideration for High Sea Fishing”）では、台湾などの非締約国による漁業

及び当該行為が RMFOの保存管理措置を著しく損なう旨が記された17）。そこで、

1992年の国連総会決議47/19218）において、FAOが主導する、UNCLOS第63条及

び第64条の有効性を高める協定の作成を目的とする作業部会が設立された。
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第三回作業部会の「修正議事録」（“Revised Negotiating Text”）付属書の中で、

当該文書が“fishing entity”にも適用されると記された19）。文書本体ではないも

のの、“fishing entity”という観念が初めて用いられたことは画期的なことであっ

た。続く第四回作業部会で作成された「協定草案」20）（“Draft agreement”）の第 1

条 3項は、「この条約（“UNCLOS”）の関連する方針やこの協定は、公海での漁業

に従事する漁船を有する他の漁業主体（“fishing entity”）に準用される。」と明記

され、UNFSAの草案の中で初めて“fishing entity”という文言が現れたのである。

さらに第五回作業部会で作成された「修正協定草案」21）（“Revised Draft 

Agreement”）では、「この条約の条文は、公海での漁業に従事する漁船を有する

他の漁業主体（“fishing entity”）に準用される。」と改められた。

また“fishing entity”の権利義務について規定した UNFSA第17条 3項22）に関

する規定は「修正協定草案」で初めて言及された。この条文と第17条 4項23）を

合わせると、RMFOの管轄水域で“fishing entity”が対象となる高度回遊性魚種

を漁獲する行為について、当該 RMFOに保存管理措置を遵守する約束をした場

合、その程度に応じて RMFOから当該資源の漁獲割り当てなどの利益を与えら

れるが、逆に保存管理措置に反する漁業行為については、RMFO加盟国により

当該行為が妨害されるのであると解釈される。

UNFSA第 1条 3項及び第17条 3項により、“fishing entity”に対して一定の権

利を認められた。しかしながら、UNFSA第37条や第38条は、批准や署名ができ

る対象を第 1条 2項（b）、つまり UNCLOS第305条（c）～（e）に限定しており、

“fishing entity”という文言が明記されていないことから、“fishing entity”が

UNFSAに批准及び署名することはできないと解釈される24）。

以上六回にわたる作業部会で作成された「協定草案」は、1995年の国連総会で

決議50/24として採択された25）。

３　“fishing entity”観念とは

UNFSAで用いられた“fishing entity”観念は各 RMFOに影響を与え、当該観

念を用いて台湾が RMFOの活動に参加できる範囲が拡大した。しかし、UNFSA

第 1条 3項26）や第17条 3項をはじめ、各作業部会で作成された草案やその議事

録において、“fishing entity”の定義はなされていない。UNFSAの作成に参加し

た人々の発言を考慮すると、台湾を念頭においた規定であることは容易に想像す

ることができる27）。しかし、公式な定義がない以上、UNFSAの条文解釈を通して、
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“fishing entity”とは国際法上どのような存在であるかを検討する必要がある。

この問いを解決するため、UNFSA第 1条 3項の“apply mutatis mutandis to 

other fishing entity”の規定について考える28）。“other fishing entity”という文言

から、“fishing entity”は特定の組織や主体を指しているわけではないことがう

かがえる。さらに第 1条 2項は締約国（“Contracting Party”）について規定し、 2

項（b）は条約が準用される主体（“entity”）について言及しており、その後に

“other fishing entity”と規定していることを踏まえると、“fishing entity”という

観念が、第 1条 2項で規定している締約国や主体を含んでいると解釈できる。つ

まり、台湾を含む様々な主体が“fishing entity”観念を自らに適用することは、

条文解釈上は可能である。

さらに、具体的にどのような主体が“fishing entity”観念を用いられるかにつ

い て も 検 討 す る。“mutatis mutandis” と は、Black’s Law Dictionary で“All 

necessary changes having been made”とされている。当該条文における“necessary 

changes”とは、条文を適用する際、直接“fishing entity”に当てはめることが

できない文言（“state”など）を、“fishing entity”と読み替えて当てはめる変更を

意味する。その上で UNFSAの規定を見た時、例えば第19条「旗国による遵守及

び取締り」（e）29）にある「自国の法律に基づいて」という規定は、当該主体が法

律を制定し、執行することを必要としている。第19条（e）以外にも、国家や国

家に準ずる主体でなければ履行できない規定があることを考慮すると、法律を制

定、執行するなどの主権的行為が可能な主体でなければ、“fishing entity”観念

を自らに適用することができないと解釈される。

以上の議論を踏まえると、主権を行使できる国家やそれに準じる主体であれば、

“fishing entity”観念を自らに適用できることが確認できた。その上で、締約国

になることができる国家や UNCLOS第305条（c）～（e）に規定される主体が、あ

えて“fishing entity”の観念を用いることにどのような意義があるか考察する。

先述の通り、今日まで“fishing entity”観念は定義されていない。また、UNFSA

第17条 3項の規定以外に“fishing entity”の具体的な権利義務について規定した

文言は、UNFSAや UNCLOSをはじめとした国連機関の条約や協定、議事録な

どには存在しない。その結果、“fishing entity”に認められる権利義務は、各

RMFOの設立条約や RMFOで採択された決議に依存している。つまり、“fishing 

entity”を RMFOや加盟国が承認した場合、“state”と対等な権利義務が“fishing 

entity”に認められうるが、そうでない場合は“state”に劣る権利義務しか認め
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られないのである。

逆に“state”に劣る「義務」しか課されないことを根拠に、“fishing entity”

の地位を用いて、RMFOの保存管理措置にとらわれずにまぐろ資源を漁獲でき

るメリットがあるかもしれない。しかし、UNCLOSや UNFSAは国連総会で採

択された条約及び協定であり、これらに反する行為は、国際法の義務を積極的に

履行しない国家という印象を国際社会に与えてしまう。その上、UNFSA17条 4

項を考慮すると、当該行為を継続すること自体困難である。このように、RMFO

の保存管理措置に対する抜け穴として“fishing entity”観念を国家が用いること

は条文解釈上可能であるが、上記のような行為により失う国際的な信用や、当該

行為に対する対抗措置を踏まえると、積極的に国家がこのような手段を講じると

は考え難い。

４　台湾にとっての“fishing entity”観念

前節から、締約国になりうる国家やそれに準じる主体が積極的に“fishing 

entity”観念を用いる可能性は低いことは分かったが、台湾にとって“fishing 

entity”観念はどのような意味を持つのだろうか。

1971年に国連総会で採択された決議275830）により、中国の代表権が台湾（中華

民国）から中華人民共和国に移行した。その結果、台湾を国家承認する国は2015

年現在23カ国にとどまり、日本やアメリカをはじめとした主要漁業国は台湾を国

家承認しておらず、台湾は“state”として条約に加盟することが困難な状況にあ

る。さらに国連の代表権がないため、国連の活動に“state”として参加できず、

UNCLOSや UNFSAへの署名や FAOへの参加も果たせていない。RMFOにおい

ても、1995年以前から存在した IATTC、ICCAT、CCSBTではオブザーバーとし

ての参加が認められるにとどまり、台湾はその意思決定に参加できなかった。

国連への復帰を過度に主張することや他国との条約を締結しようとする試みは、

中国との政治的問題を悪化させる懸念がある。そこで台湾は、他の“state”と対

等な地位を獲得していくことで、「台湾は中国から独立しており、決して中国に

従属する存在ではない」ことを対外的にアピールする外交活動を行っている。

“fishing entity”を自認することは、自分自身が“state”ではないことを認め

ることにもつながるため、諸手を挙げて台湾が“fishing entity”を自認している

わけではない31）。しかし、“state”として条約に加盟することを理想に掲げては

いるが、その実現可能性が低い状況に鑑み、1997年以降台湾は、“fishing entity”
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という地位を自認して RMFOの活動に参加する32）、名を捨て、実を取る政策へ

転換したのである。

その結果、設立条約の改正に最初から携わった IATTCや、設立プロセスに初

期段階から参加したWCPFCでは本委員会の加盟国として、そして CCSBTにお

いては拡大委員会の加盟国として、台湾は意思決定に参加できるようになった。

しかし RMFOの中でも、ICCATの委員会においては依然としてオブザーバーと

しての地位しか認められておらず、IOTCでは招待専門家という、個人の地位で

台湾の代表が参加するにとどまっている。

Ⅱ　RMFOによる“fishing entity”観念の受容過程とその特徴

１　はじめに

前章でも述べた通り、RMFOごとに“fishing entity”観念の受容の仕方は異なっ

ていることが分かった。そこで本章では、RMFOごとに“fishing entity”観念が

受け入れられた過程を確認するとともに、その過程に影響を与えたであろう要因

についても検討を加える。具体的には、（ 1）RMFOの設立時期、（ 2）中華人

民共和国の参加時期、（ 3）RMFOと FAOの関係の 3点について考察する。

２　WCPFC

1994年にUNCLOSが発効したことを受け、太平洋諸島漁業機関フォーラム（the 

Pacific Islands Forum Fisheries Agency：以下、“FFA”とする。）が南太平洋でのまぐ

ろ資源について、責任ある漁業を目的とする「西部及び中部太平洋における高度

回遊性魚類資源の保存および管理に関する相互高次元会議」（Mutual High-Leve 

Conference on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the 

Western and Central Pacific：以下、“MHLC”とする。）を開催した。名称を巡る中国

との対立のために第一回MHLCへの参加を見合わせたが、UNFSA採択後の1997

年に開催された第二回MHLCから、台湾は“fishing entity”として参加しはじ

めた。その際に採択された「マジュロ宣言」33）で、MHLCが管轄する公海におい

て、“fishing entity”に“Costal State”や“other state”と同様の権利義務及び責

任を保証することが記された。

第四回MHLCに提出された「西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資

源の保存及び管理に関する条約の全文及び最終条文の草案」（“Draft Preamble and 
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Final Clauses for a Convention on Conservation and Management of Highly Migratory 

Fish Stocks in the Western and Central pacific”）第42条 2項34）の“full participation”

という文言に対し、台湾は他の“state”と同様の権利義務が自らに認められない

のではという疑念を持っていた。そのため、第五回MHLCでは第 1条 1項（d）

「締約国」（“Contracting Party”）と第 1条 2項（b）「加盟国」（“Member”）という

条文が追加された。

最終的に採択された設立条約には加盟国の定義は示されていないが、上記のよ

うなMHLCでの議論や、WCPFCの加盟国のリストに締約国ではない台湾が入っ

ていることを踏まえると35）、加盟国の地位が“fishing entity”に認められている

ことが分かる。つまり、WCPFCの枠組みを受け入れた“fishing entity”を加盟

国の対象とすることで、“fishing entity”に“state”と同様な権利義務を認める

枠組みができたのである。台湾と同様にMHLCに参加していた中国は、台湾が

“fishing entity”の地位を通じてオブザーバー以上の地位を獲得することに反対

してきた。しかし、最終的には台湾が当該 RMFOに加盟国として参加すること

を大半の国が支持し、議長の提案により事務局の場所と事務局長の決定以外に台

湾が参加できることとなった36）。

WCPFCは、設立条約が2000年 9月に採択され、2004年に設立された。つまり、

WCPFCは UNFSAが採択された後に創設された RMFOである。また、UNFSA

採択を受け、1997年の第二回MHLCで採択された「マジュロ宣言」に見られる

通り、当初から“fishing entity”を他の“state”と同列に扱うことが想定されて

きた。そして、FFAがMHLCを設立しており、FAOの枠組みの外にある RMFO

だという特徴がある。

３　IATTC

アメリカとコスタリカの間で1949年に結ばれた二国間条約をもとに、1950年に

IATTC が設立された。IATTC の設立から1995年の UNFSA 採択までに、

UNCLOS採択によって排他的経済水域や大陸棚等の観念が発達したことや、

IATTCの管轄水域内での台湾によるまぐろ資源の漁獲など、1949年の条約では

対処しきれない様々な事態が生じ、IATTCの新たな条約の作成が必要とされた。

そこで1998年に、1949年の条約を見直すための作業部会が設立され37）、台湾は

“Negotiating partner”として他の“state”と同様に作業部会に参加することが

認められた。IATTC内の台湾の地位に関する問題に対し、「締約国」と「加盟国」
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という二つの地位を設けるというWCPFCのモデルを採用することが第五回作業

部会で提案された。これを受け、第八回作業部会で台湾は、「完全な会員権と、

平等な参加を得ることが保障されるなら、台湾が漁業主体（“fishing entity”）とし

て IATTCに参加することは受け入れられる。」と発言し、他の“state”と同等の

権利義務が認められることを前提に、“fishing entity”として IATTCの加盟国に

なることに同意した38）。

IATTCの設立自体は1950年であったが、1998年に設立条約の改正を始めたこ

とを受け、その作業部会に最初から台湾が参加できたことが、“fishing entity”

の地位を通して“state”に準ずる地位を認められた要因だと考えられる。また、

中国は新条約の作成に関わってはいるが、IATTC自体は1949年条約により設立

された RMFOであり、WCPFCと同様に FAOの枠組みの外にある RMFOである。

４　CCSBT

CCSBTは1993年に設立条約が採択され、1994年に創設された RMFOであり、

当初の締約国は日本とオーストラリア、ニュージーランドの三カ国であった。設

立条約第18条は、CCSBTへの参加資格を“state”に限定していたため、台湾は

当初、当該条約第14条 1項に基づいてオブザーバーとして参加せざるを得なかっ

た。CCSBTも保存管理措置の有効性を高めるため、台湾を積極的に当該措置に

参加させる必要があった。しかし、条約を修正する場合にはさらに時間と労力が

必要となるため39）、条約修正の代わりとして設立条約第 8条 3項（b）及び第15

条 4項40）を根拠に、2001年に拡大委員会の設立決議が委員会で採択された41）。同

決議の第 1段落で“fishing entity”にも“state”と同様に加盟国としての地位が

認められ、第 2段落で CCSBTの委員会及び科学委員会と同様の任務を拡大委員

会及び拡大科学委員会が遂行することが規定された。さらに拡大委員会の決議に

対して委員会の反対がない限り、拡大委員会の決議がそのまま委員会の決議とな

り、拡大委員会の加盟国の権利や地位に影響を与える決議を委員会が一方的に行

えないことが第 4段落で規定された。これらの規定により、委員会の意思決定に

参加できない台湾は、拡大委員会の加盟国として“state”と同様に投票権を持ち、

実質的に CCSBTの意思決定に参加できるようになったのである。

CCSBTは1994年に設立された比較的新しい RMFOだが、UNFSAが採択され

た1995年以前に設立されたため、委員会の設立条約に“fishing entity”観念を取

り入れることができなかった。設立条約の「修正」は現実的な選択肢ではなかっ
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たものの、台湾を CCSBTの保存管理措置に参加させる必要があったため、拡大

委員会を新たに設立する決議がなされたのである。このような柔軟な手法を選択

できた要因として、中国が CCSBTに参加せず、2015年現在 CCSBTのメンバー

が 7カ国しかいないことが挙げられる。また、CCSBTは三カ国条約がもととなっ

ており、上記二つの RMFOと同様に、FAOの枠組み外にある RMFOである。

５　ICCAT

ICCATは1969年に設立された RMFOである。そして、台湾は1970年に大西洋

でまぐろ資源の漁獲を行う漁船の統計に関する非公式な報告書を ICCATに提出

するなど42）、1971年以前から ICCATの活動に参加してきた。そして1972年にオ

ブザーバーとして ICCATに参加しはじめた。しかし1994年に採択された「ICCAT

におけるオブザーバーの地位を与えるためのガイドラインと分類」43）に基づいて

オブザーバーとして中国が ICCATに参加しはじめると、台湾の地位が ICCAT内

で議論されるようになった。1997年 ICCAT第15回委員会で新たに「協力的国家、

主体、漁業主体になることについて」（決議97-17）が採択され44）、ICCAT内でも

“fishing entity”観念が取り入れられた。しかし、協力的漁業主体（“Cooperating 

fishing entity””）としての地位が認められたとしても、委員会ではオブザーバーと

しての参加が保障されるだけで、依然として ICCATの意思決定に台湾が参加す

ることはできなかった。その上97年の決議では、協力的漁業国としての地位を毎

年更新しなければならないなど、締約国との地位の違いがあまりにも大きかった

ため、2000年第12回特別委員会で台湾は決議の修正を求めた。台湾が提出した修

正案自体は否決されたが、2003年に当該決議の修正がなされ、協力的非締約国、

主体、漁業主体の地位は、委員会からの反対がない限り自動更新されるとする決

議03-20に取って代わられた45）。

ICCATは、FAOの作業部会が1965年に作成した条約草案が設立のきっかけと

なった。ICCAT設立条約と合わせ、ICCATと FAOの関係についての協定も採択

されている。さらに、FAOは ICCATを「FAOの枠組み外で設立されたが、FAO

の寄託機能を有する RMFO」と定義しており46）、FAOは ICCATの意思決定に参

加はできないものの47）、著しく FAOの実行とは異なる決議を ICCATが採択する

ことは難しい。UNFSAの作成に FAOは大きく貢献しており、UNFSA第 1条 3

項や第17条 3項が規定する“fishing entity”を ICCATの枠組み内で承認するこ

とは、FAOの実行と合致したものだといえる。しかし、“fishing entity”の地位
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を用いて台湾が ICCATの意思決定に参加するということは、FAOが台湾と協力

することを意味し、台湾と中国の政治的問題を考慮すると、ICCATはそのよう

な実行ができなかったと推察される。

６　IOTC

IOTCは1996年に FAOの枠組みの中で設立された RMFOである。また、まぐ

ろ資源保存を目的としながらも、台湾がその管轄水域内でまぐろ資源の漁業を

行っている RMFOの中で唯一“fishing entity”観念が取り入れられなかった

RMFOでもある。締約国の地位やオブザーバーの地位は、国連や FAO、国際原

子力機関のメンバーに限定されているため、台湾は IOTC内でオブザーバーとし

ての参加すら認められていない。その結果、台湾の代表は招待専門家48）（“Invited 

Expert”）という、個人の資格で IOTCの委員会に参加している。1999年には台湾

がオブザーバーとして参加する申請を行ったが、中国の反対にあった後は IOTC

内で当該申請に関する議論はなされなかった49）。さらに、2002年に決議99/04を

根拠に台湾が協力的非締約国（“Cooperating Non-Contracting Party”）の地位を申請

したが、再び中国に反対され、この申請も受け入れられることはなかった50）。

IOTCの管轄水域内で台湾が多くのまぐろ資源の漁獲を行っている現状を考え

ると、IOTCにとって台湾を保存管理措置に組み入れることは重要な課題だとい

える。しかし、IOTCは FAOが「FAO憲章の下に設立された RMFO」と定義し

ている通り、FAOの枠組み内で活動せざるを得ない。その結果、IOTCでは台湾

を“state”として認めることはおろか、台湾を RMFOに組み入れるために作成

された“fishing entity”観念すら IOTCの枠組み内で承認することができていな

いのである。

７　まとめ

上記 5つの RMFOについて、“fishing entity”観念が受容された過程や RMFO

の特徴について概観してきた。1995年以前に RMFOが存在していたか、また中

国がどの段階で RMFOに参加しはじめたかという点が、RMFOにおける“fishing 

entity”観念の受容の過程に影響を与えていることが確認できた。しかし、

RMFOの目的は有効な保存管理措置を採ることであり、WCPFC、IATTC、

CCSBTの実践に鑑みれば、上記の二点は RMFOが乗り越えうる要素だといえる。

しかし、FAOとの関係は RMFOの“fishing entity”観念の受容を大きく左右
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している。FAOの枠組み外にある RMFO、FAOと一定の関係を持つ RMFO、そ

して FAOの枠組み内にある RMFOの 3種類に分けたとき、その関係の密度と反

比例して RMFO内で“fishing entity”に認められる地位に差異が生じている。

FAOが直接“fishing entity”として台湾の RMFOへの参加を拒否したことはな

いが、中台間の政治問題や台湾に国連の代表権がないことを踏まえると、国連機

関である FAOの存在が当該問題に大きな影響を与えていると考察される。

Ⅲ　“fishing entity”観念に認められた個別の権利義務について

１　はじめに

“fishing entity”の地位は RMFOによって異なることを前章で確認した。また、

他の“state”と同様の地位を獲得することを目指す台湾は、RMFOでの地位に

加え、投票権などの権利義務の分野でも他の“state”と同様なものを追求してき

た。そこで本章では、具体的な権利義務に焦点を当て、“fishing entity”観念を

通じて台湾にどのような権利義務が認められているかを確認する51）。

２　意思決定への参加（Voting Right/ Decision Making Process）

本節では、“fishing entity”に投票権を認めているWCPFC、IATTC、CCSBT

について、投票できる事項を整理し、RMFO間にどのような差異があるかを確

認する。

WCPFCでは第 9条 2項は、「この条と付属書Ⅰの条文に従い、漁業主体

（“fishing entity”）は、意思決定を含む委員会の作業に参加することができる。」と

規定している通り、“fishing entity”が意思決定に参加することが認められている。

また同条 7項は、「締約国（“Contracting Parties”）は、事務局の場所の決定と、事

務局長 の任命をしなければならない。」と規定していることを踏まえると、締約

国ではない“fishing entity”は、委員会の事務局の場所の決定及び、事務局長の

任命以外の意思決定に参加できると解釈される。

IATTCでは、加盟国としての地位が認められた“fishing entity”にも意思決定

に参加する権利が認められている。意思決定に関する第 9条 3項は、「以下の事

柄に関する決定について、委員会のすべての加盟国（“member”）の同意が必要

となる。（a）委員会予算の採択及び修正、そして各メンバーが負担する分担金の

形式と割合の採択及び修正、（b）第 7条や当該条約の第一段落の副段落（ 1）で
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言及されている課題。」と規定しており、まぐろ資源の保存管理措置を行う上で

必要な意思決定のほぼすべてを加盟国が行うと解釈される。しかし、同条 2項は、

「条約や付属書の修正を決議する意思決定には、……すべての締約国（“Parties”）

の同意が必要である。そのような場合、委員会の議長はすべての加盟国

（“member”）が提案された決定について意見を表明する機会を保証しなければな

らならず、締約国は最終決定の際にそれらを考慮しなければならない。」と規定

している。つまり、条約の改正関しては締約国にのみ意思決定の権限が与えられ、

当該事項に関して加盟国には投票権が認められていないのである。このことは、

“fishing entity”として加盟国にしかなるこの都の出来ない台湾は、当該事項に

対して投票権がないことを意味する。

CCSBT委員会については、第 7条で締約国にのみ投票権が与えられており52）、

オブザーバーは意思決定に参加できない。その一方、CCSBT拡大委員会の設立

決議第 2段落では、「拡大委員会は、……委員会と同様の任務を遂行する。……

すべての加盟国（“All Members”）は投票権を有する。……」と規定している。つ

まり、委員会が行う全ての任務に関して、“fishing entity”は拡大委員会の加盟

国として平等な投票権を持って意思決定に参加できる。さらに第 4段落53）の規

定を踏まえると、CCSBT全体の枠組みで見たとき、“fishing entity”は保存管理

措置に伴う全ての意思決定に実質的に参加できると解釈される。

以上の通り、“fishing entity”に加盟国としての地位を認めている RMFOでは、

“fishing entity”観念を通じて意思決定に参加することができることが分かった。

ただ、IATTC第 9条 2項に見られるように、すべての意思決定に参加できるわ

けではないこと、CCSBTでは委員会の決定に形式上は参加できないが、実質的

に参加できることなど、RMFOごとに投票権に関する差異があることに留意し

なければならない。

３　脱退権（Withdraw Right）

本稿で扱う全ての RMFOは、設立条約の締約国や加盟国が RMFOから脱退す

る権利を認めており、“state”と同様の権利を求める台湾にとって、RMFOから

脱退する権利が認められることも重要な問題である54）。

WCPFCでは、付属書 1 - 1は、「……いかなる漁業主体（“Any such fishing 

entity）も、寄託所宛てに通知をすることで、そのような合意から脱退すること

ができる。脱退は、……通知が受領されてから 1年後に有効となる。」と規定し
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ており、“fishing entity”がWCPFCから脱退する権利が明記されている。また、

締約国に脱退の権利を認める第42条の条文と比較すると、“state”のそれと同様

な規定だと分かる55）。つまり、“fishing entity”には締約国と同様の脱退権が認め

られていると解釈される。

IATTCは、第36条で脱退権について規定している56）。第36条 1項では締約国

の脱退権の条文である。そして、第36条 2項は“fishing entity”にも当該条文を

準用することが明記されており、“fishing entity”に対して締約国と同様の脱退

権が認められている。

CCSBTについて、委員会からの脱退権は締約国にのみ認められており57）、オ

ブザーバーの脱退権は認められていない。また、拡大委員会を設立する決議のな

かに脱退を規定する条文は含まれていない。以上から台湾に、委員会でオブザー

バーとしての地位を退く権利は認められていないものの、拡大委員会では他の締

約国や主体と「同様に」、“fishing entity”としての脱退権は認められていないと

解釈できる。しかし、拡大委員会を設立する決議の第 1段落で規定する加盟国は、

本委員会設立条約の締約国と“fishing entity”に分けられる。特に前者について、

CCSBT設立条約42条に基づいて脱退権を行使した場合、拡大委員会の加盟国と

しての地位も同時に失うため、実質的に脱退することができる。この点を踏まえ

ると、拡大委員会の設立決議には脱退権が明記されていないものの、本委員会の

設立条約の締約国には委員会で認められた脱退権が、そのまま拡大委員会の脱退

にもつながるため、当該締約国と“fishing entity”の間に、脱退権に関する実質

的な差異が生じているのである。

ICCATについては、設立条約第 8条で締約国に対して脱退の権利を認めてい

るにすぎず、オブザーバーの脱退権は明記されていない。但し、脱退権について、

1997年に採択された協力的漁業主体（“Cooperating fishing entity”）の地位を定める

決議に対して、2000年に台湾が提出した修正案を考慮する必要がある。修正案で

は、委員会による反対された場合に加え、「委員会が当該地位から脱退する旨の

文書を受け取った時」以外に協力的漁業主体の地位は自動的に更新されると規定

していた58）。しかし、台湾による提案は退けられ、代わりに2003年に採択された

決議03-20では、協力的漁業主体の地位が自動更新されない場合は、委員会によ

る反対があった時に限定されている。脱退権について、協力的非締約国や協力的

主体と比較したとき、協力的漁業主体はこれら二つの地位とは差異はない。しか

し、台湾が提出した修正案で規定されている脱退権が、2003年の決議で削除され
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たことは注目に値する。

“fishing entity”の脱退権についてそれぞれの RMFOの規定等を検討してきた。

WCPFCと IATTCでは“state”と同様の脱退権が保障されているが、CCSBTで

は実質的に“state”と差が生じていること、そして ICCATでは脱退権を台湾が

主張したにもかかわらず、最終的に採択された決議では脱退権が削除されていた

ことが確認できた。

４　“fishing entity”に課せられる義務

これまで“fishing entity”に認められた権利について確認したが、本節では

“fishing entity”が負う「義務」について考察する。UNFSA第17条 3項は、“fishing 

entity”が遵守する保存管理措置の程度に応じて漁場での利益が認められるとし

ている。そこで、“fishing entity”が RMFOごとに負っている義務について検討

を行う。各 RMFOの条文において、保存管理措置の一部分の履行を“fishing 

entity”に課す規定はないため、本節では特に条文上の文言に着目する。

WCPFCに関して、“fishing entity”のWCPFCへの参加について規定した第 9

条 2項は、「この合意に言及されている、当該条約により設立された枠組みを遵

守する（“be bound by”）ことに同意した漁業主体（“A fishing entity”）は、……」

と規定している。さらに“fishing entity”について規定した付属書 1 - 2は、「そ

のような漁業主体（“Such fishing entity”）は、条約化の義務を遵守し（“comply 

with”）なければならない。」としている。これらの条文を合わせると、“fishing 

entity”は当該条約により設けられた制度に対して義務を負うことに同意するこ

とで、WCPFCに参加することができ、WCPFC内では当該条約上の義務を遵守

しなければならないと解釈される。

“membership”に関する IATTC設立条約第 1条 7項は、「この委員会の加盟国

とはすなわち、……条約の文言に従い（“abide by”）、いかなる保存管理措置も遵

守する（“comply with”）と公言する漁業主体（“any fishing entity”）……である。」

と規定している。つまり、加盟国となった“fishing entity”は、IATTCの条約の

文言に従い、そして保存管理措置を遵守しなければならないと解される。

CCSBTでは、委員会のオブザーバーに対する条約や保存管理措置の履行に関

する規定はない。他方、拡大委員会では設立決議第 6段落で、「……申請者（“the 

applicant”＝“fishing entity”）は条約の文言を尊重し（“respect”）、……委員会の決

定となった拡大委員会の決議を遵守する（“comply with”）という確約を委員会に
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しなければならない。……」と規定している。これは、拡大委員会に参加する

“fishing entity”は条約を尊重し、そして委員会の決議になった拡大委員会の決

議59）を遵守しなければならないことを意味する。

ICCATの委員会では、“fishing entity”にオブザーバーとしての参加しか認め

られておらず、当該地位に伴う義務は条約に規定されていない。ただ、決議

03-20は、「……協力的漁業主体（“Cooperating fishing entity”）の地位を申請する者

は、（a）委員会が行う保存管理措置を尊重する（“respect”）約束をしなければな

らない。……」と規定している。以上から、協力的漁業主体である”fishing 

entity“は、ICCATの保存管理措置を尊重しなければならないと解釈される。

上記の解釈について、さらに検討を重ねる。“fishing entity”が委員会の意思

決定に参加できるWCPFCと IATTCについては、条約上の「義務に従い」（“comply 

with, abide by”）、保存管理措置を「遵守しなければならない」（“comply with, be 

bound by”）点で共通している60）。CCSBTにおける“fishing entity”に課せられ

た義務について、オブザーバーとしての地位しか認めていない設立条約について

は「尊重する」（“respect”）にとどまるが、自らが意思決定に参加する拡大委員

会の決定については「遵守」（“comply with”）しなければならない。そして委員

会ではオブザーバーの地位だけが認められる協力的漁業主体の地位で参加してい

る ICCATについては、保存管理措置を「尊重する」（“respect”）と規定するだけ

である。

つまり、“fishing entity”が設立条約の条文や RMFOで決定された保存管理措

置を履行する義務を有するか否かは、当該条約に“fishing entity”が RMFOの

加盟国として参加することが規定されているか、そして保存管理措置の決定に

“fishing entity”が参加できるかという点に左右され、各々に用いる動詞を変え

ることで区別されていることが分かった。

５　まとめ

本章では、各 RMFOで“fishing entity”の地位を通して台湾に認められてい

る個別の権利義務について、投票などの意思決定への参加権、RMFOからの脱

退権、そして条約の条文やまぐろ資源の保存管理措置を履行する義務について比

較検討を行った。

RMFOの設立条約の草案作成に台湾が参加していたWCPFC及び IATTCでは、

基本的に意思決定に参加でき、脱退権が認められると同時に、条約を遵守し、保
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存管理措置を履行する義務を負っている。拡大委員会の加盟国としての地位が認

められている CCSBTでは、実質的に意思決定に参加することができるが、脱退

の権利については記載がなく、締約国と実質的に差異が認められるが、拡大委員

会での決定事項に対してのみ遵守する義務がある。そして ICCATでは、協力的

漁業主体としての地位は認められているものの、委員会ではオブザーバーとして

の地位しか認められていない。そのため、“fishing entity”は意思決定に参加す

ることはできず、脱退についての規定もないが、保存管理措置は尊重するにとど

まり、履行する義務までは負っていないと解される。

各 RMFOの設立条約や決議等の検討を通して以上の事実が明らかとなった。

“fishing entity”が履行するべき義務と、認められる権利のバランスをとる、

UNFSA第17条 3項の規定を考慮すると、各 RMFOが当該規定を尊重して条約な

いし決議を採択したことが分かる。

結　論

中国との政治問題を理由に“state”として条約を締結できない台湾を各

RMFOの保存管理措置に取り込むため、1995年に UNFSAが採択された。その

UNFSA第 1条 3項及び17条 3項で、“fishing entity”の規定及び当該観念の権利

義務関係に関する規定が明記された。そして、“fishing entity”という地位を自

らに適用した台湾は、各 RMFOで“state”と同様な地位を獲得するための外交

交渉を行った結果、本稿で確認したような地位や権利義務が認められた。

“fishing entity”としての台湾に認められている地位は RMFOによって異なり、

さらに、このような差異は FAOと RMFOの関係に起因する可能性があることも

分かった。FAOが主導して UNFSAが作成された事実を踏まえると、“fishing 

entity”観念を含む UNFSAを RMFOが取り入れることは、FAOの実践に沿って

いる。しかし、台湾を中国の代表と認めていない国連の機関である FAOが、台

湾を積極的に RMFOの主要なメンバーと認めることは、中台間の政治問題を悪

化させる恐れがあったと考えるのが妥当である。このことは、FAOが発表して

いる FAOと RMFOの関係と、“fishing entity”が RMFOで認められた地位及び

権利義務の程度と符合している。

また、“state”とほぼ同様な地位が保障されているWCPFC、IATTC、CCSBT

において、投票権や脱退権について、必ずしも“state”と同様な権利が認められ
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ているわけではないこと、そして、IOTCを除く 4つの RMFOでは、その設立

条約や決議で“fishing entity”に認められた投票権の程度に応じて、条約の文言

や保存管理措置に対する義務の程度が異なることも明らかとなった。このような

差異は、 “fishing entity”の公式な定義がなされておらず、その地位や権利義務の

程度は各 RMFOにゆだねられていることに由来している。

“fishing entity”の地位を用いてから18年が経ち、台湾はWCPFC、IATTC、

CCSBTで意思決定に参加できる地位を獲得してきた。その一方、ICCATや

IOTCでは、依然として台湾に意思決定へ参画する資格が認められていない。ま

ぐろ資源の保存を第一義とする実践が各 RMFOで行われてきた。この事実を踏

まえると、ICCATや IOTCでも台湾が意思決定に参加し、同時に保存管理措置

を履行する義務が課されるためには、FAOから独立した RMFOになる決議を行

うか、現行の RMFOを形骸化し、同地域、同種のまぐろ資源を対象とした新た

な RMFOを設立する必要があろう。

1） Myron H. Nordquist, “United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982. A 

Commentary”, Vol. 2 (1993), pp. 650-651. 64.2.

2） MSYの古典的な定義は、資源を持続的に利用可能な最大の毎年一定の漁獲量を
指す。現代的な定義は、資源変動のあるなかである特定の管理方策（一定漁獲死
亡率（漁獲率）あるいは、一定率の取り残し等、）で長期的に実現可能な最大の
漁獲量の平均を指すことが多い。（独立行政法人水産総合研究センター国際漁業
資源の現状用語解説 available at: http://kokushi.fra.go.jp/H26/H26_a006.pdf）

3） まぐろ資源漁獲国（遠洋漁業国など）やまぐろ資源が回遊する水域の沿岸国など。
4） UNCLOS第64条「高度回遊性の種」
第 1項「沿岸国その他その国民がある地域において附属書Ｉに掲げる高度回避性
の種を漁獲する国は、排他的経済水域の内外を問わず当該地域全体において当該
種の保存を確保しかつ最適利用の目的を促進するため、直接に又は適当な国際機
関を通じて協力する。適当な国際機関が存在しない地域においては、沿岸国その
他その国民が当該地域において高度回遊性の種を漁獲する国は、そのような機関
を設立し及びその活動に参加するため、協力する。」

5） 一般に、RMFOは様々な海洋生物資源の保存を目的とした地域的な機関のこと
を指すが、本稿では特に、まぐろ資源の保存を目的としたWCPFC、IATTC、
CCSBT、ICCAT、そして IOTCのことを表す。

6） IUU漁業の定義（水産庁ホームページより）
・無許可操業、もしくは許可の条件（水域、魚種、漁期）に反しての操業。禁漁
期及び禁漁区での操業。禁止漁具を使用しての操業。
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・条約水域内での漁獲の無記録、無報告及び虚偽の報告。
・IUU漁船への協力。

7） 700総トン以上のまぐろ漁獲漁船の建造を許可する政策。この政策に伴い、大型
のまぐろ漁船が建造可能になったことに加え、日本の中古まぐろ漁船が流入した
ため、台湾のまぐろ漁船は増加した。

8） 海洋政策研究財団、「まぐろ資源をめぐる状況と管理」、available at: https://

www.sof.or.jp/jp/news/151-200/156_1.php (last visited on 30/12/2015)

9） 国連公海漁業協定が採択される1995年以前、台湾は IATTC、ICCATそして
CCSBTに“observer”の地位で参加していた。“observer”には RMFOでの投
票権だけでなく、保存管理措置の履行義務もなかった。

10） Kao Shih-Ming “fishing entity in International Law: An Analysis of Taiwan’s 

Practice in the Pacific Ocean”,  J. Fish. Soc. Taiwan, 39(3) (2012): p. 152.

11） 台湾には2015年現在、WCPFCや IATTCでは加盟国（“member”）の地位が、
CCSBT本委員会ではオブザーバー（“observer”）、CCSBT拡大委員会では加盟
国（“member”）としての地位が、そして ICCATでは協力的漁業主体（“Cooperating 

fishing entity”）の地位がそれぞれ認められている。
12） Myron H. Nordquist, op.cit., pp. 650-658.

13） 1971年の国連総会決議で、中国の代表権が台湾（中華民国）から中華人民共和
国へ移行した。その結果、台湾は国連の活動に正式に参加することができなく
なっただけではなく、主要国は中華人民共和国を中国の正当な政府と認めている
ため、これらの国と「国家」として条約を結ぶことが困難になった。

14） cf. UNCLOS, Article 305, “Signature”.

15） RMFOにはそれぞれ科学委員会が付随しており、科学委員会がまぐろ資源に関
する科学的なデータを集積し、それに基づいてMSYなどを算出している。

16） “Declaration of Cancun, Declaration of the International Conference on 

Responsible Fishing”, Cancun, Mexico, 6-8 May 1992

拙訳。以下、特に註を付さなない訳語は拙訳である。
17） Jean-Pierre Lévy, Gunnar G. Schram, United Nations Conference on Straddling Fish 

Stocks and Highly Migratory Fish Stocks –Selected Documents– (Netherland, 1996), pp. 

346-355.

18） United Nations General Assembly, “United Nations conference on straddling fish 

stocks and highly migratory fish stocks(1992)”, Resolution Adopted by 93rd plenary 

meeting of United Nations (1992), available at: http://www.un.org/documents/ga/

res/47/a47r192.htm (last visited 21/12/2015)

19） Ying-Ting Chen, Fishing Entity Enforcement in High Seas Fisheries (Cambridge 

Scholars Publishing, 2014), p. 26.

20） Jean-Pierre Lévy, Gunnar G. Schram, op.cit., pp. 437-461.

21） Ibid., p. 622
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22） UNFSA Article17(3)

“... [F]ishing entities shall enjoy benefits from par ticipation in the fisher y 

commensurate with their commitment to comply with conser vation and 

management measures in respect of the stocks.”

23） UNFSA Article17 (4)

“...They (=members of organizations or participants in agreement) shall take 

measures consistent with this Agreement and international law to deter activities of 

such vessels which undermine the ef fectiveness of subregional or regional 

conservation and management measures.”

24） Ying-Ting Chen, op.cit., p. 31.

25） United Nations General Assembly, “Resolution 50/24(1995)”, Resolution Adopted by 

the General Assembly During its Fifth Session Agenda item 96 (c).

26） 当該規定は、“fishing entity”の中で、「公海での漁業に従事する」主体を対象に
しているのであり、“fishing entity”自体の説明がなされているわけではない。

27） Nien-Tsu Alfred Hu, “Fishing Entities: Their Emergence, Evolution, and Practice 

from Taiwan’s Perspective”: Ocean Development & International Law (published 

online: 23/9/2006), pp. 153-154.

28） Ibid., p. 155.

29） UNFSA Article19(e)

“[E]nsure that, where it has been established, in accordance with its laws, a vessel 

has been involved in the commission of a serious violation of such measures, the 

vessel does not engage in fishing operations on the high seas until such time as all 

outstanding sanctions imposed by the flag State in respect of the violation have been 

complied with.”

30） United Nations General Assembly, “Resolution 2758(1971)”, Resolution Adopted by 

26th United Nations General Assembly (New York, 1971).

31） Hu, op.cit., p. 156.

32） 最初に台湾が“fishing entity”の地位を用いたのは、1997年の第 2回MHLCの
時であった。（後述）

33） Majuro Declaration para. 3.

“Decide to ensure that the fishing activities in the region are conducted in a manner 

fully consistent with the respective rights, obligations and responsibilities of coastal 

States and territories and other States and fishing entities fishing on the high seas 

in the region under the Convention and the Implementing Agreement.”

34） “After the entry into force of this Convention, the Commission shall open to full 

participation by fishing entities referred to in Article 35, para 3, which have affirmed 

their acceptance of the regime established by this Convention, in the same manner 

as members of the Commission.”
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35） WCPFC, “About WCPFC”, available at: https://www.wcpfc.int/about-wcpfc (last 

visited 18/01/2015).

36） Ying-Ting Chen, op.cit., p. 139.

37） IATTC, “Resolution 98-02(1998)”, Resolution Adopted by IATTC 62nd Meeting (La 

Jolla, California, USA, 1998).

38） Ying-Ting Chen, op.cit., pp. 144-152.

39） Andrew Serdy, “Bringing Taiwan into the International Fisheries Fold: The Legal 

Personality of a Fishing Entity”, British Yearbook of International Law, vol. 75 (2004), 

p. 191.

40） みなみまぐろの保存のための条約条文
第 8条 3項「みなみまぐろの保存、管理及び最適利用のため、（b）委員会は、必
要な場合には、その他の追加的措置を決定することができる。」
第15条 4項「締約国は、この条約の締約国ではない国または団体の国民、住民又
は船舶によるみなみまぐろの漁獲の活動がこの条約の目的の達成に不利な影響を
与える可能性がある場合には、そのような活動を抑止するため、国際法及びそれ
ぞれの国内法に合致する適切な手段をとることについて協力する。」

41） CCSBT, “Resolution To Establish an Extended Commission And an Extended 

Scientific Committee (2001)”, Resolution Adopted at the 7th Annual Meeting Of CCSBT 

(Sydney, Australia, 2001).

42） ICCAT, “1st Regular Meeting of the Council”, p. 49. available at: https://www.iccat.

int/Documents/BienRep/REP_EN_70-71_II.pdf (last visited on 19/1/2016).

43） ICCAT, “Resolution by ICCAT on Coordination with Non-Contracting Parties”, 

resolution Adopted by 9th Special Meeting of ICCAT (Madrid, Spain, 1994), Annex 10.

44） ICCAT, “Resolution by ICCAT on Becoming A Cooperating party, Entity or Fishing 

Entity”, Resolution Adopted by 15th Regular Meeting of ICCAT (Madrid, Spain, 1997), 

Annex5-17.

45） ICCAT, “Resolution by ICCAT on Criteria for Attaining the Status of Cooperating 

non-Contracting Party, Entity or Fishing Entity in ICCAT”, Resolution Adopted by the 

18th regular meeting of ICCAT (Dublin, Ireland, 2003), Annex5 03-20.

46） WCPFC、IATTC、CCSBTは「FAOの枠外で設立された RMFO」と定義されて
おり、それぞれ ICCATよりも FAOから独立した存在だと認められている。
available at: http://www.fao.org/fishery/topic/16918/en (last visited 23/12/2015).

47） “Agreement between the Food and Agriculture Organization of the United nations 

and the International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna” Article2

“FAO shall be invited to send a representative to all meetings of ICCAT and its 

subsidiary bodies. Such representative, who may be accompanied by experts and 

advisers, shall not have the right to vote.”

48）“Invited Expert”に関する条文は、“Invited Expert”が委員会に参加する際にか
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かるコストを委員会の財源で賄うとする第 8条 4項だけである。
49） IOTC, “Resolution 99/04”, Resolution Adopted by the Fourth Meeting of the IOTC 

(Kyoto, Japan, 1999).

50） cf. the report of the 4th Meeting of IOTC, available at: file:///C:/Users/koike%20

naoki/Downloads/IOTC-2002-S07-R[EN].pdf (last visited 22/12/2015).

51） なお、“Invited Expert”として台湾が参加している IOTCについては、設立条
約に参加条件やその他の権利義務が明記されていないため、本章では割愛する。

52） Convention for the Conservation of South Bluefin Tuna Article 7

“Each Party shall have one vote in the Commission. Decisions of the Commission 

shall be taken by unanimous vote of the parties present at the Commission 

meeting.”

53） Resolution to Establish an Extended Commission and Extend Scientific Committee 

Article4

“...Decisions so reported shall become decisions of the Commission at the end of 

the session of the meeting to which they were reported, unless the Commission 

decides to the contrary. Any decision of the Commission that affects the operation 

of the Extended Commission or the rights, obligations or status of any individual 

Member within the Extended Commission should not be taken without prior due 

deliberation of that issue by the Extended Commission.”

54） 条文で明記されていなくとも、一方的に RMFOから脱退を主張し、または保存
管理措置を履行しないことも実質的に可能である。しかし本節で脱退権を扱う意
義は、条文で「脱退する権利がみとめられているか」、そして「脱退権について、
“state”と“fishing entity”の間で差異があるか」という 2点を明らかにするこ
とにあるため、あえて脱退権について整理している。

55） WCPFC Article 42 “Withdrawal”

1. A Contracting Party may, by written notification addressed to the depositary, 

withdraw from this Convention and may indicate its reasons. Failure to indicate 

reasons shall not affect the validity of the withdrawal. The withdrawal shall take 

effect one year after the date of receipt of the notification, unless the notification 

specifies a later date.

56） IATTC Article 36. “WITHDRAWAL”

1. Any Party may withdraw at any time after twelve (12) months from the date on 

which this Convention entered into force with respect to that Party by giving written 

notice of withdrawal to the Depositary. The Depositary shall inform the other 

Parties of the withdrawal within thirty (30) days of receipt of such notice. The 

withdrawal shall become effective six (6) months after receipt of such notice by the 

Depositary.

2. This article applies, mutatis mutandis, to any “fishing entity” with respect to its 
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commitment under Article XXVIII of this Convention.

57） CCSBT Article 20

Any Party may withdraw from this Convention twelve months after the date on 

which it formally notifies the Depositary of its intention to withdraw.

58） ICCAT, “Report for biennial period Part1(2000)”, Reported by 12th Special Meeting of 

ICCAT(Marrakech, Morocco, 2000), pp. 251-252. Appendix2-10, para. 4.

59） cf. 拡大委員会の関する決議付属書 1 -4.

60） IATTCが“fishing entity”の義務について第 1条 7項だけで規定しているのに
対し、WCPFCでは第 9条 2項及び付属書 1 - 2に分けて規定しているがある。
これは、設立条約と RMFOの関係性に由来する。つまり、IATTCは既存の
RMFOであり、新条約の発効とともに RMFOに反映される。一方WCPFCは新
規の RMFOであり、条約の発効に基づいて新たに RMFOが設置される。その結
果、IATTCは新条約の発効以前に“fishing entity”が同意書に署名することがで
きるが、WCPFCでは条約が発効した後で“fishing entity”が再度同意書に署名
する形を採っている。条約が発効したときに“fishing entity”がmemberになれ
るか否かという観点から、IATTCは memberの義務を規定するだけで十分だが、
WCPFCについては参加する時に条件（第 9条 2項）と参加した後の義務（付属
書 1 - 2）を分けて規定する必要があると考えられる。


