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本研究の目的について

1973 年からおよそ 10 年間にわたって開かれた第三次国連海洋法会議にて、現在の海洋
区分が決定された。この会議は、1960 年代から現れた南北問題など地理的、経済的な問題
に対応するため、発展した科学技術による海底資源利用や、顕在化した海洋利用国と沿岸
国の対立等、従来の制度では対処しきれない問題が増えたため、制度の見直しと、海洋秩
序の安定を図る目的で開催された
中でも、新たに制定された 200 カイリ排他的経済水域制度は従来の漁業水域制度から異
なった、新たな沿岸国の権利を定める世界的に統一された仕組みであった。この仕組みが
導入される以前、沿岸国にとって領海は独占的漁業を行うことが出来る範囲であり、領海
の外側は公海であるため、公海自由の原則に服するものとされていた1。他方、公海上及び
公海下の海底については、利用の目的によっては沿岸国の管轄が及ぶといった考え方が存
在した。18 世紀の国際法学者エメール・ヴァッテル（Emer de Vattel: 1714-1767）による
著書においても言及されている2。
実際に領海を超えた海域での真珠貝や海綿の漁獲は行われており、沿岸国はこの漁業に
対して独占権を主張し、
周辺国は黙認していた。
このように、
「長期にわたる習慣(long usage)」
と 「 途 切 れ る こ と の な く か つ 争 わ れ な い 所 有 権 （ uninterruputed and undisputed
proprietorship）
」を根拠として、沿岸国が領海外の水域に漁業権を持ちうるといった考え方
があった3。こうした漁業は定着漁業と呼ばれ後の排他的経済制度の議論に大きくかかわっ
た。しかし、その後の船舶技術の発展などにより、従来ではあまり漁業が行われなかった
海域での漁業が可能となった。そのため、領海の外側の漁業水域に関する議論は、公海自
由の原則に則った「長期にわたる習慣」や「途切れることのなくかつ争われない所有権」
といった考えだけでは不十分となっていった。そのため、新たな漁業水域の創出にあたっ
て様々な問題が生じた。特にイギリス、アイスランド間で起こった「タラ戦争」は新たな
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漁業水域への変遷への混乱を象徴する事件であった。
本研究は、タラ戦争の舞台となり、多くの国々が密集しているヨーロッパにおける漁業
水域の移り変わりを調べることにより、
「長期にわたる習慣」や「途切れることのなくかつ
争われない所有権」を基にした従来の漁業水域から、今日の 200 カイリ排他的経済水域制
度までの変遷を浮き出してゆくことを目的としている。

2

第一章 第一次タラ戦争以前の漁業水域について

第一節 漁業水域
沿岸国にとって領海は独占的漁業を行うことが出来る範囲であった。1940 年代まで領海
範囲は大砲の届く範囲である 3 マイルまでが一般的であった。領海の外側は公海であり、
公海は公海自由の原則に服するものとされていた4。これに対して、公海上においては海底
を含めて利用の目的によっては沿岸国の管轄が及ぶといった考え方が存在した。この点に
ついては、18 世紀の国際法学者エメール・ヴァッテル（Emer de Vattel: 1714-1767）によ
る著書においても言及されている5。実際に領海を超えた海域での真珠貝や海綿の漁獲が行
われており、沿岸国はこの漁業に対して独占権を」主張し、周辺国はこれを黙認していた。
「 長 期 に わ た る 習 慣 (long usage) 」 と 「 途 切 れ る こ と の な く か つ 争 わ れ な い 所 有 権
（uninterruputed and undisputed proprietorship）」を根拠とした、沿岸国は領海外の水域に
漁業権を持ちうるといった考え方があった6。こうした漁業は定着漁業と呼ばれ後の排他的
経済制度の議論に大きくかかわった。
第 一 次 タ ラ 戦 争 以 前 の 漁 業 水 域 に つ い て み て い く 。 ギ ル バ ー ト ・ ジ デ ル (Gilbert
Gidel:1880-1958)が記した著書『海洋に関する国際公法』において、沿岸国による領海を超
えた独占的または優先的漁業の実行について論じられている。ジデルがこの中で国家実行
の例としてフランスのグランヴィル湾におけるイギリス、フランス、アイルランド、チュ
ニジア、セイロン、西オーストリアによるものである。1839 年英仏条約によりカキ漁に関
するイギリス、フランス間の争いは終了した。アイルランドについてはグラヴィル湾東海
岸のカキ漁を国家実行の例と出した。特に、この際には「長期にわたる習慣」が主張され
た。
英仏条約により、イギリス、フランスは自国沿岸 3 カイリ外での漁船の操業を行ってい
た。1843 年新たに締結された英仏条約をアイルランド漁業者は適用を拒否した。この海域
の重要な漁場は沖合おおよそ 10 カイリに存在する。この海域はアイルランド沿岸 3 カイリ
範囲外であったものの、長期にわたってアイルランドが管理してきた海域であり、また、
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アイルランド沿岸漁業者に生活の質を提供するものであるため、この海域はアイルランド
が所有、管理するものと主張した7。アイルランドによる「長期にわたる習慣」の主張であ
る。
この時代では、現代の排他的経済水域制度とは違い、「長期にわたる習慣」や「歴史的権
利」が重要であった。

第二節 第一次タラ戦争以前のヨーロッパの漁業水域の変遷
西ヨーロッパ沿岸域においてはイギリス海峡より北側、北海からスカンジナビア半島沖
にかけて好漁場とされている。とりわけ、19 世紀にはいってトロール船(trawler)が普及し
漁獲高が増えたことによりこの海域の価値はより大きなものとなっていった。そのため、
スカンジナビア半島沿岸諸国は今日に至るまで南方からの他国からの漁船を締め出そうと
する傾向にある。とりわけ、地形的に他産業の育成が困難であり漁業への依存度が高いノ
ルウェイは 19 世紀初頭より、イギリス、ドイツのトロール漁船による侵入に強い反発を示
してきた。そのため、1869 年にノルウェイ政府は、自国のフィヨルド海岸における広大な
湾部を内包する基線を策定し、その内側を自国の排他的漁業水域にすると宣言した。この
宣言は今まで漁場を利用してきたイギリスやドイツといったヨーロッパ諸国の反発を招い
た。これが海洋資源について新たな運用法を探るためのヨーロッパ内での活発な議論を生
むきっかけとなった。
こうして 1882 年、イギリス、フランス、ドイツ、デンマーク、ノルウェイ、スウェーデ
ン、ベルギー、オランダの八ヶ国は北海における初の漁業協定となる「北海漁業協定(North
Fisheries Convention)」を締結した。この協定は、加盟国が北海沖に 3 カイリの領海と漁業
水域を設定すること、及び湾においては 10 カイリを超えない湾口に基線を引くことを認め
た8。しかし、ノルウェイとスウェーデンはこの協定への署名を拒否した。ノルウェイは従
来の主張通りに湾口から 10 カイリ以上の湾口にも基線が引けるように要求し、デンマーク、
ノルウェイ両国とも 4 カイリの排他的漁業水域の設定を求めていた。その後もノルウェイ
は北海漁業協定の受け入れを拒み続け、1935 年に公式に自国沿岸から 4 カイリを排他的漁
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業水域にすると宣言した。
これに対しイギリスは、北海漁業協定の適用を求め、同 1935 年に国際司法裁判所へ判断
を付託した。
直後に第二次世界大戦が勃発したため、
判決は時をおいた 1951 年に下された。
国際司法裁判所の判決はノルウェイの主張をほぼ全面的に認めたものであった。国際司法
裁判所は、イギリスが主張していた湾口 10 カイリ以内の基線については一般に国際法とし
て認知されてないとの理由でこれを退けた。また、この際に基線設定については、沿岸国
の裁量、特に漁業に依存する沿岸共同体の「歴史的権利」を認めた9。
基線設定には沿岸国の歴史的権利が認められたことを理由に、判決翌年の 1952 年にノル
ウェイは新たな基線を設定した。さらに、1958 年に開かれた第一次国連海洋法会議にて、
漁業に依存する地域を優先的に扱うことが認められた。先ほど述べたようにノルウェイの
沿岸は地形的にも他の産業の育成は難しく、この取り決めに当てはまるとし、ノルウェイ
は自国の排他的漁業水域を 12 カイリに拡大すると宣言した。従来からノルウェイ沖の豊か
な漁場を利用してきたイギリスは当然反発した。結局はノルウェイ沖 6 カイリから 12 カイ
リまでの海域を 1970 年 9 月までイギリス漁船が利用できることと引き換えに、1970 年 10
月以降はノルウェイ沖 12 カイリの海域についてはこれを全てノルウェイの排他的漁業水域
とする取り決めで決着となった。ここでもノルウェイの主張が認められた結果となり、「歴
史的権利」や漁業への依存度の重要性がわかる結果となった。

9
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第二章 第一次タラ戦争と第二次国連海洋法会議

第一節 第一次タラ戦争の起こった背景とタラ戦争について
アイスランドは 1944 年にデンマークから独立して独立国家となった。アイスランドは人
口のおおよそ 2 割が何らかの形で漁業に関わっており、GNP の 2 割を漁業、水産業が占め
ていた。さらに、アイスランドの輸出物の内 8 割が水産物である。当時のアイスランドに
とって水産業は国内経済において非常に重要な部分を担っていた。特に、タラ漁はアイス
ランド漁業内でも特に重要な産業であった。そのため、アイスランドにとっては自国のタ
ラ漁の利益確保が特に重要視されていた。漁業の地位を確固たるものとしたいアイスラン
ドにとって先ほど述べたイギリス・ノルウェイ争いの結果は大きな影響を与えた。判決の
下された翌 1952 年、アイスランドもノルウェイに倣い自国に新たな基線を設定し、そこか
ら 4 カイリの海域を自国の排他的漁業水域にすると宣言した。
アイスランドは新たに広げた排他的漁業水域を運用していたものの、1950 年代後半にか
けて徐々にタラ漁の漁獲高は減少していった。1954 年から 1957 年にかけてタラを含む底
生魚の水揚げ量がおおよそ 16 パーセント減少した。このことはアイスランドに危機感をも
たらし、同国の「資源ナショナリズム」を刺激した10。1958 年に開かれた第一次国連海洋
法会議での成果を受けて、同 1958 年 9 月にはノルウェイ同様に自国基線から 12 カイリを
排他的漁業水域に設定した11。イギリスはこの宣言に対してノルウェイに対して同様にこれ
を認めなかった。新たにアイスランドが宣言した排他的漁業水域に対して、イギリスは自
国の漁業に艦艇を派遣する等の方法で軍事的圧力をかけ、従来通りの漁業を行おうとした。
一方、アイスランドは沿岸警備隊の警備船や灯台船が中心となり、海に垂らしたネット
カッターを駆使して違法操業をする他国漁船の網を切る、摘発の邪魔をする護衛のタグボ
ートを砲撃する、遂にはイギリス海軍の艦艇に体当たり攻撃を敢行するなどして実力行使
で抵抗した。この争いでは幸いにも死傷者は出なかった。これが後に「第一次タラ戦争(the

10
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管理をしていこうとする考え方
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first Cod War)」と呼ばれる事態となった12。
この紛争は 1961 年にイギリス、アイスランド間で結ばれた協定により一旦の終結を迎え
た。この協定の内容として、イギリスはアイスランド沿岸基線から 12 カイリの海域を 3 年
間操業できる権利を得た。しかし、その他はアイスランドの設定した漁業水域を認める結
果となった。イギリスは対ノルウェイでの交渉と同様にアイスランドとの漁業紛争でも相
手の要求を認める形となった。また、デンマークやアイルランドも新たな拡大させた漁業
水域を主張した。このことは第二次世界大戦以降の大英帝国の権威の凋落を示していると
共に、漁業水域に対して沿岸国の権利が強まっていることを示している。

12

佐伯富樹(1979),『英国・アイスランド漁業紛争』泉文社 49-92 頁
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第二節 第一次タラ戦争が欧州にもたらした影響
イギリスは黒海沿岸諸国との漁業紛争に相次いで敗れた。沿岸国が従来より大きな漁業
水域を持つといった考え方が普及し受け入れられてきているのだ。そのため、1960 年代以
降イギリスは漁業政策を見直す必要があった。イギリスは、他国の排他的漁業水域の拡大
宣言に反発してきたものの、自国沿岸部周辺にも豊かな漁場は存在する。そのため、イギ
リスは自国沿岸部に新たな基線を設定して排他的漁業水域を広げることが、利益になると
判断した。
しかし、イギリスがこれまでの主張に反し、新たなに拡大した排他的漁業水域を宣言す
ることは、他国の排他的漁業水域の拡大競争を招く恐れがあった。北海沿岸国がさらに広
い排他的漁業水域を宣言すれば、イギリスはさらに北海の豊かな漁場から締め出される恐
れがあった。第一次タラ戦争中に開かれた第二次国連海洋法会議でイギリスは紛争の解決
と共に新たな漁業の枠組みについて模索していたものの、第二次国連海洋法会議は大きな
成果を上げることなく終わってしまった。
そのため、イギリスは別の解決策として、先ほどの北海漁業協定に倣ってヨーロッパ全
体での新たな枠組みを決める方法を模索し始めた13。新たな仕組みを作る場としてイギリス
は当時加盟申請をしていた欧州経済共同体(EEC)を考えていた。しかし、イギリスの欧州経
済共同体への加盟は当時のフランス大統領ドゴールによって却下されてしまった。そのた
め、イギリスは欧州経済共同体に代わる新たな漁業問題を協議する仕組みとして「欧州漁
業会議(European Fisheries Conference)」の開催を提案した。イギリスはこの会議の参加を
欧州自由貿易連合加盟国、EEC 加盟国及びアイスランド、アイルランド、スペイン諸国に
呼びかけた。参加国には北海沿岸国も含まれており、イギリスの新たな漁業制度の枠組み
を作る為の会議において重要な国々も参加したということだ。

第三節 欧州漁業会議について
欧州漁業会議は 1963 年 12 月にイギリスロンドンで開催され、翌 1964 年 6 月まで続いた。
この会議は最終的に 1882 年にイギリス、フランス、ドイツ、デンマーク、ノルウェイ、ス
ウェーデン、ベルギー、オランダの八ヶ国が締結した北海漁業協定に代わる最終文書とし

13

Mark Wise,The common Fisheries Policy of the European Community, (1984) p.74f
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てとして「欧州漁業協定(the European Fisheries Convention)」を採択した14。この協定の
特に大きな特徴としては、沿岸から 6 カイリまでの海域と 6 カイリから 12 カイリまでの海
域を分けた点にある。沿岸から 12 カイリまでの範囲を沿岸国の排他的漁業水域と認める一
方で、6 カイリから 12 カイリまでの海域を 1953 年 1 月 1 日から 1962 年 12 月 31 日までの
期間で習慣的に漁業を行っていた他国の利用を認めるといったものであった。この協定は
他国の歴史的権利(historic rights)に配慮したものであり、沿岸国の権利の拡大を認めたもの
の、イギリスや海洋利用国であるフランス等が従来通りに近い漁業を他国近海で行えるも
のであった。
第二次国連海洋法会議後に開かれたこの会議では領海と排他的漁業水域は異なったもの
といった考えが普及していた。そのため、沿岸 6 カイリを実質領海とし、排他的漁業水域
と領海を切り離す提案がなされた。第二次国連海洋法会議以前の領海範囲外は公海とし、
公海自由の原則に則った利用をするといった考えとは異なったものを採択したのだ。
しかし、この新たな欧州漁業協定への調印をアイスランド、ノルウェイ、スイスは拒否
した。また、デンマークは調印をしたものの、フェロー諸島、グリーンランド周辺といっ
た豊かな漁場の在る水域は協定の適応外とした。新たな制度を導入しようとした欧州漁業
協定であったものの、広大な漁場を持つ国々が拒否したため、効力に欠けるものとなって
しまった。
これらの国々が提案を拒否した理由は、協定で定められた 6 カイリから 12 カイリまでの
海域を 1953 年 1 月 1 日から 1962 年 12 月 31 日までの期間で習慣的に漁業を行っていた他
国の利用を認める点にある。ノルウェイ、アイスランド、両国ともイギリスとの協定で他
国船を締め出せるようになった海域を歴史的権利を理由に利用される恐れがあると考えた
からだ。漁業実績を基に沿岸国以外に漁業権を与えることをヨーロッパ全体で導入する動
きは、これまで他国船の締め出しに苦心してきた両国にとっては到底受け入られないもの
であった。
既に 1959 年に 12 カイリの排他的漁業水域を設定したアイスランド、1959 年に 12 カイ
リの排他的漁業水域を設定したノルウェイは「漁業が圧倒的に生活の糧を提供している沿
岸域の人々に多大な苦難を与える」とまで言い切り、欧州漁業協定の受け入れを拒否した

14

Id .,pp.75
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のだ15。

第四節 第二次国連海洋法会議
１．会議の背景と諸提案
タラ戦争終結以前の 1960 年に第二次国連海洋法会議が開催された。
第一次国連海洋法会議の 2 年後、アフリカの年が訪れる。これによりアフリカ 16 ヵ国を
含む 17 ヵ国が新たな独立国家として誕生し、国際連合に加盟した。その後も新たな国際連
合加盟国家が現れ、先の第一次国連海洋法会議に参加しなかった独立国家が急速に増えた。
これら新たな独立国家にとって、従来まで、とりわけ第一次海洋法会議まで支配的であっ
た公海自由の原則に則った海洋利用は優れた技術を持つ先進国による先行者利益を認める
ものであるという考えが新たな独立国家にはあったのだ。そのため、新たな海洋秩序を形
成すべく新たな国際会議が開かれる必要性があったのだ。一方の先進国は従来通りの海洋
利用、つまり狭い領海広い公海による利益の確保を重要視した。第二次国連海洋法会議で
の議題として、6 カイリの領海 12 カイリの漁業水域を提案する先進国と、12 カイリの領海
を主張する新たな独立国家の提案が主であった。また、領海範囲の変更に伴う漁業水域の
変化は、新興国や漁業水域問題で揺れているヨーロッパの国々に大きな影響を持つ。
第二次国連海洋法会議全体委員会初日、ソ連とメキシコが領海範囲についてそれぞれ提
案を提出した16。内容は両者とも似通ったものであり、各国は 12 カイリの範囲内で領海の
幅員を定めることが出来、領海の範囲が 12 カイリより狭い場合、その国は領海外側から沿
岸 12 カイリまで漁業水域を設けることが出来るというものである。このうち漁業水域にお
いて、沿岸国は領海と同じように、漁業および海洋生物資源開発の権利を得る。
その 2 日後にアメリカからアメリカ提案が提出された。内容は全ての国が領海の限界を
沿岸から 6 カイリまでとし、領海外 6 カイリ、つまり沿岸から 12 カイリまで漁業権を持つ
というものである。また、その場合の漁業水域が他国と被った場合は漁業実績によって、
その水域内の漁獲量を決めるというものであった17。その翌日にカナダ提案も提出された。
カナダ提案もアメリカ提案と同じく領海幅員を 6 カイリまでとしたが、漁業水域について

15

Id .,pp.76

16

Union of Soviet Socialist Republics: proposal (21 March 1960)

17

United States of America:proposal (23 March 1960)
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は漁業実績によるものでなく当事国同士によって決めるというものであった18。
第二次国連海洋法会議全体委員会が始まってから一週間以内に提出されたこれらの提案
は、全て領海 3 カイリ制度ではなかった。この時点では領海 6 カイリ制のアメリカ提案が
イギリス、オランダ、ギリシャ、イタリア、ポルトガル、フランスといった西ヨーロッパ
諸国に加えニュージーランド、オーストラリアなどの国々から支持された19。一方、領海 12
カイリ制を採用するソ連提案はソ連諸国、アラブ諸国、アジア、アフリカ、ラテンアメリ
カの一部の国に支持された20。こうした動向は領海の幅員を最小限にし、自由に航行出来る
公海を最大限確保したいという思惑から提案され、アメリカ、西ヨーロッパ諸国等海洋利
用国によって支持されたアメリカ提案と、それに対抗したソ連諸国に支持されるソ連案が
対立していることから、当時の世界情勢を反映したかのような結果になった21。
その後、海洋を利用される沿岸国や、漁業水域に重きをおいて考えていた、イラン、イ
ンドネシア、フィリピン、イラク、サウジアラビア、ヨルダン、レバノン、アラブ連合、
リビア、チュニジア、モロッコ、ガーナ、ギニア、スーダン、エチオピア、イェーメンに
より、16 ヵ国共同提案が出された。これは、領海の幅員を最大 12 カイリまでとするもので
あった。この時点で、領海の幅員 6 カイリ制のアメリカ提案の採用は怪しくなってきた。
そのため、アメリカは漁業水域について修正を加え、カナダと共同でアメリカ・カナダ提
案を提出した22。
アメリカ・カナダ提案は領海幅員を最大 6 カイリとすること、漁業水域を沿岸から 12 カ
イリまで例外なく確立するというものであった。この提案は、以前からアメリカ提案を支
持していた海洋利用国および先進国をはじめ、その他の多くの国々からも支持された。
一方、領海 12 カイリ制を主張する国々は 16 ヵ国提案を提出した 16 ヵ国に加え、メキシ
コ、ベネズエラを加えた 18 ヵ国による 18 ヵ国の共同提案がなされた。この際、メキシコ
はメキシコ提案を撤回した。この 18 ヵ国提案は領海幅員を最大 12 カイリとし、領海が

18

Canada:proposal(24 March 1960)

19

UNICLOS-Ⅱ, Official Records, p.55,58,60,63,71,73,81,95,117.

20

UNICLOS-Ⅱ, Official Records,

21

1960 年当時、冷戦の最中であった。

22

パキスタン代表がアメリカに漁業水域についてカナダ案に歩み寄るように要求した。こ

の要求は、ガーナ、リベリア、アルゼンチン、トルコ、ニュージーランド、イスラエル、
中国、レバノンによって支持された。 UNICLOS-Ⅱ, supra note 39,p.86.
11

12 カイリ未満であった場合、海岸から 12 カイリまでの漁業水域が設けられるというものだ。
ソ連は自国の主張する領海 12 カイリ制を採用する 18 ヵ国共同提案に対し、自国の提案を
取り下げて、これに賛成した。
こうして、領海範囲に言及した提案は大きく６カイリ制を採用するアメリカ・カナダ提
案と、12 カイリ制を採用する 18 ヵ国共同提案に絞られた。1960 年 4 月 13 日、全体委員会
で表決が行われた23。12 カイリ制を主張する 18 ヵ国共同提案は賛成 36 反対 39 棄権 13 で
否決された。西ヨーロッパの多く、海洋利用国がこれに反対しアジア、ラテンアメリカ、
アフリカで大きく票が割れたことが否決に結びついた。他方、アメリカ・カナダ提案は賛
成 43 反対 33 棄権 13 で可決された。こちらは 18 ヵ国共同提案を支持する国々が反対した
が、否決までには至らなかった。そのため、第二次国連海洋法会議総会議にはアメリカ・
カナダ提案と漁業水域について言及したアイスランド提案の 2 つが付託されることとなっ
た。

２．第二次国連海洋法会議総会議
第二次国連海洋法会議総会議は 1960 年 4 月 19 日に開かれた。この時、全体委員会の報
告がなされた24。アメリカやカナダは、自国の提案が確実に採用されるように修正されたア
メリカ・カナダ修正案を提出した。そして、アメリカ・カナダ提案への再修正案としてガ
ーナ修正提案、アイスランド修正提案、ブラジル・キューバ・ウルグアイ修正提案が提出
された25。これらの修正点は主に漁業水域の扱いについてであり、領海幅員は６カイリのま
まであった。
一方、18 ヵ国共同提案を支持していた 12 カイリ領海支持グループは、アメリカ・カナダ
提案を軸とした結論が出ることを危惧していた。そのため、12 カイリ支持国は第二次国連
海洋法会議が成果を上げられずに終わるように画策した。そして、インドネシア、イラク、
レバノン、メキシコ、モロッコ、サウジアラビア、スーダン、アラブ連合、ベネズエラ、
イェーメンにより 10 ヶ国決議案が提出された26。内容は、以下の通りである。

23

UNICLOS-Ⅱ,supra note 39,P. 126.

24

A/CONF.19/L.4

25

A/CONF.19/L.10.13-15

26

A/CONF.19/L.9
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第 2 次国連海洋法会議は、領海の幅員の問題について、大きな相違があることを考慮し、
1．総会第 20 回会期の暫定議題として、領海の幅員問題をさらに審議するための国際連合
の会議を適当な時期に招集することが望ましいか否かの問題を含むように、国際連合事
務総長に要請する。
2. 1958 年 10 月 24 日以前に独立を宣言したこの会議のすべての参加国が、第 20 会期に
おいて総会がこの問題を考慮するまで、その領海の現在の幅員を延ばすことを差し控える
ように要請する。
3.領海の幅員問題に影響を与えることなく、総会がこの問題を考慮するまで、すべての国は、
自国の沿岸に接する海域で、自国の基線から測定して 12 カイリの限界まで、 漁業およ
び海洋生物資源の開発に関して、その領海で持つのと同じ権利を有する。

領海の幅員を統一するには時期早々であり、この提案が領海の幅員問題に対して一番現
状を反映している、と提出国の一国であるメキシコが趣旨説明した27。こうして第二次国連
海洋法会議の最終的な論点は、領海 6 カイリ制のアメリカ・カナダ修正提案をとるか、10
ヵ国共同決議に従い結論を出さずに終了するかの 2 つに絞られたのである。
西ヨーロッパ諸国や海洋利用国は、アメリカ・カナダ修正提案を支持する意向を表明し
た28。 イギリスは、 問題は、今後すべての国が遵守するだろう海の法の確立かそれとも海
洋における無秩序の拡大か、というところに来ている。もし、 この会議での合意に失敗し
た場合、 国際連合や今まで基礎としてすべての原則に著しい害を与えることになる、 と
注意を喚起した29。 アメリカは、自身も本来は 3 カイリを希望しているが会議成功のため
に領海 6 カイリ制度へ妥協したことが最大の努力であるとして、 反対国グループが会議の
3 分の 2 原則に従おうとせず、領海範囲統一という会議の主たる問題を回避しようとしてい
るが、これこそ会議の破壊であると、強く非難した30。こういった西ヨーロッパ諸国や海洋
利用国の動きにより、アメリカ・カナダ提案に準じた新法の採択の可能性は高くなった。
これに対して領海 12 カイリ制支持する国々は領海 6 カイリ制を防ぐため、アメリカ・カ

27

UNICLOS-Ⅱ, supra note 39,p.12.

28

Id.,pp. 15,18,19,24.

29

Id.,pp. 19-20.

30

Id.,pp. 20.
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ナダ提案の採択を阻止するため行動した。イランは、投票によって国際法が成り立つわけ
ではなく、条約というものは批准した国だけを拘束するもあるとした。つまり、領海 6 カ
イリ制であるアメリカ・カナダ提案が採択されたとしても、批准しないという姿勢を見せ
た。また、アメリカ・カナダ提案を支持する国々は会議の威信を目に見える形で救おうと
している国々であると皮肉を込めて表現し、彼らを積極的に妨害するつもりはないが、 そ
こから得られた結果は紙切れ以外の何ものでもない、と述べた31。サウジアラビアもまた、
アメリカ・カナダ提案は 12 カイリ支持国の努力を無駄にするために用意されたもので、大
国間の冷たい戦争の一部として考えられたものであり、 他国の合法的な利益に一切の考慮
も払ってはいないと主張した。 さらに、大国の圧力で 3 分の 2 の票を得たとしても、それ
が一般国際法となるとは考えられず結局、署名国間の契約に過ぎないとイランと同じく強
固な反対姿勢を示した32。
領海 12 カイリ制度支持国の中心国であるソ連はアメリカ・カナダ提案が全体委員会にお
いて賛成 43 で可決されたが参加国の過半数にも満たない賛成数であることに言及し、また、
当時の世界の 60%以上の人口を占める国々が 12 カイリを支持していたことを指摘した。
そして、 国際関係による問題は表決で解決できるものではなく、 アメリカ・カナダ提案
が 3 分の 2 の賛成を得ても、国家を拘束するというよりむしろ国家間の溝を深めるに過ぎ
ないと述べた33。その他領海 12 カイリ制支持国もこれらの発言を支持する意見を表明した。

３．第二次国連海洋法会議成果
1960 年 4 月 26 日総会議において投票が行われた。重要な点は領海 6 カイリ制のアメリ
カ・カナダ提案が可決されるか、否決されるかであった。結論から、アメリカ・カナダ提
案、アメリカ・カナダ修正提案共に否決された。特に、アメリカ・カナダ修正提案は賛成
58 反対 28 棄権 5 という非常に僅差で否決された。
この結果を受け、アメリカ・カナダ提案を支持した各国は会議を成功させるためこれを
支持したのであって、この提案が否決された以上、提案とは関係なく会議以前と同じ状態
に戻ると意見を表明した34。特に、アメリカは自国の提案が大きな賛同を得たことを指摘し

31

Id.,pp. 13.

32

Id.,pp. 16.

33

Id.,pp. 23.

34

UNICLOS-Ⅱ, supra note 39,p.32-35.
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ながら以前の国際規範と同様に領海 3 カイリ制をとると述べた35。アメリカにとっては領海
6 カイリ制も妥協の結果であったためである。こうして第二次国連海洋法会議は結果的には
領海幅員の拡大にはつながらず、目立った成果もなく終わった。
しかしこの会議を通じて、領海 3 カイリ案が全く提出されなかったことから、領海の拡
大傾向は誰の目にも明らかになった。又、終提案のいずれもが 12 海里までの排他的漁業水
域を認めていたことから、この会議を通じて漁業水域 12 カイリが事実上の国際慣行となっ
たといえよう。いずれにせよ、第二回国連海洋法会議におい顕著となった領海、排他的漁
業水域拡大の傾向が、第一次タラ戦争において 12 海里排他的漁業水域を主張したアイスラ
ンドにとって追い風となると共に、その後の欧州漁業政策や第二次、第三次タラ戦争の伏
線となっていくのである。

35

UNICLOS-Ⅱ, supra note 39,p.33.
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第三章 1960 年第後半のヨーロッパの動向

第一節 欧州漁業協定後のヨーロッパの水産業
1960 年代前半から後半にかけて、EC 内での関税の引き下げが行われた。
1967 年には 1960
年に比べ水産物にかかる関税はおおよそ 45 パーセントも引き下げられた。そうした貿易自
由化による水産物への影響をフランスは大きく受けた。
フランスは他国水産物に最大 50 パーセントほどの関税をかけてきた。しかし、貿易自由
化に伴う関税の引き下げにより、フランス国内には他国からの安価な水産物が豊富に輸入
されるようになった。その結果、フランス国内への水産物の輸入量は 1957 年には 9 万 5 千
トンであったが、1966 年には 28 万２千トンまでおおよそ 10 年間で 3 倍に増加した36。さ
らに、1964 年 EC は加盟国内での水揚げ港の自由化を決定した。そのため、他国船も水産
物が高値で売れるフランスで水揚げを行うようになった。これらが原因となりフランスは、
自国の水産業に大きなダメージを負った。こうした状況下で、フランスは農業で取り入れ
られている「共同市場組織」
、
「構造政策」の導入を要求し始めた。
共通市場組織や構造政策といった「共通政策」の策定は、ローマ条約(欧州経済共同体条
約)において課せられた EC の任務の一部である。また、この共通政策の策定すべき分野は
ローマ条約内で明文化されているものの漁業について、つまり「共通漁業政策」の記載は
ない。この条約は第 3 条(d)において「農業分野における共通政策の導入」を求めている。
この条約は第 39 条において共通農業政策の目的を以下としている。
a)

農業生産性を上げること

b) 農業共同体の公正な生活水準を確保すること
c) 市場を安定させること
d)

安定供給を確保すること

e)

供給が適正価格で消費者に届くこと

これらは、ローマ条約において農業分野で明記されていることである。
これに対し、漁業分野は共通政策の記載はない。ローマ条約が作られた当時、漁業水域
は各国の主張により異なり、また、漁業は主に公海上で行われたため、政策の策定は困難
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だったからだ以上のことから漁業に関しての共通政策はローマ条約では記載が無かったも
のの、フランスが漁業分野への導入の必要性を主張した。このフランスの主張は権限の拡
大を狙う欧州委員会の思惑とも合致した。新たな政策分野の樹立は、欧州委員会の新たな
管轄分野の増加につながる為だ。そこで、欧州委員会は 1966 年 6 月に「EEC 加盟国の漁業
分野の状況と共通政策の基本原則についての報告(Rapport sur la situation du secteur de la
peche dans les Etats Membres de la C.E.E. et les principes de base pour une politique
Commune; Basic Principles for a Common Policy in the Fisheries Sector, in Official Journal
EC 29.03.67)を欧州委員会理事会に提出し、漁業分野での共通政策の必要性について言及し
た。この文書は、当時フランスから欧州委員会に一時的に派遣されていた Raymond
Simonnet が中心となって起草された。
この提案を基に委員会は 1968 年 6 月に漁業分野における二つの規則案、
「共同市場組織」
と「価格維持」についての規則案と、新たに漁業分野独自の「平等アクセス(equal access)」
と「構造政策」を定めた規則案を取りまとめた。前二つの規則案は農業分野で実施されて
いた「指標価格(guidance price)」制度を農業分野に導入し、水産物の価格維持を図るとと
もに、水産共同市場を設置して加盟国域内での水産物流通の自由化を図った。指標価格を
大幅に下回った場合、漁業生産団体が介入する。それによって生まれた損失は加盟国と、
EC 基金によって補填するというものだ。
これに対し、後者二つの規則案は漁業分野特有のものである。漁場を全ての加盟国の漁
船が利用できる「平等アクセス権」を保証するとともに、漁場利用競争の不利となる地域
に対し、財政的支援をするといったものだ。
欧州委員会はより不利な立場になる海洋利用後進国に対して補償を提案することにより、
新たな漁業分野での共通政策の導入を目指した。しかし、オランダ、ドイツは平等アクセ
ス権等には賛成したものの、他国への補償を必要とする提案には難色を示した。既に、農
業分野の共通政策ででも多額の補償を支払っている国々はこの仕組みによるさらなる損失
の拡大を恐れたのだ。一方フランスは、自国の漁業へのさらなる悪影響を恐れ、価格維持
や指標価格制度の同時採用にこだわった。そのため、この提案の合意形成は困難なものと
なった。

第二節 欧州での共通漁業協定導入の転機
新たな政策の導入に苦心する欧州委員会であるが、新手な転機を迎えた。1969 年 4 月フ
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ランスのドゴール大統領が失脚した。彼はイギリスの EC 加盟には強固に反対し続けていた。
その彼が失脚したことにより、イギリスを含めたアイルランド、ノルウェイ、デンマーク
といった漁業大国の EC 加盟への機運が急速に高まった。同 1969 年 12 月にオランダハー
グで開催された首脳会議にて EC 拡大の方針が確認された。
新たに加盟の可能性が高まった国々はいずれも漁業大国である。1970 年のこれらの国々
の漁獲高はイギリスが 123 万トン、アイルランド 8 万トン、ノルウェイ 291 万トン、デン
マーク 123 万トンである37。総計で 530 万トンもの漁獲高は当時の原加盟国の合計漁獲高
245 万トンの 2 倍以上であった。これらの国々が加盟することになれば EC 県内の水産物の
流通量が大幅に増え、水産資源の価格コントロールの必要性が差し迫った問題となってし
まう。
しかし、新加盟国が EC 加盟を果たし、共通政策を導入した場合、平等アクセス権により
原加盟国にとって豊かな漁場を利用できるといったメリットがある。そのため、新規加盟
国の加盟交渉に当たって水産物の価格の安定と共に平等アクセス権の導入が急速に重要に
なってきた38。
EC 拡大方針が宣言されたハーグの首脳会議で出された声明は、第 13 頁において、新規
加盟国は「既存の EC 条約、規則などの法および行政秩序をそのまま受け入れればならない」
と示している。つまり、原加盟国は新規加盟国に対して、既に定められている取り決めを
「既決事項(aquis communautaire)」として受け入れなければいけないとしたのだ39。特に原
加盟国の中心のフランスは新規加盟国の加盟前に漁業政策の課題を解決し、平等アクセス
権を「既決事項」として押し付ける方針を固めた。原加盟国内で、新たな漁業政策の特に
「構造政策」や「価格維持制度」に難色を示してきたドイツやオランダといった国々も、
新たにアクセス可能となる広大な漁業水域から得られる利益の増大可能性から共通政策の
導入に賛同するようになってきた。
こうした経緯から原加盟諸国の足並みはそろい始め、困難であった共通政策の導入も現
実となり、新規加盟国との加盟交渉前夜、1970 年 6 月 30 日深夜に原加盟国は平等アクセ
ス権を採用した共通漁業政策規則について合意した。当初、漁場へのアクセスはその沿岸
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国船籍のみ利用できるよう原加盟諸国内で提案されていた。しかし、新規加盟国が自国の
船籍の獲得に制限を加えた場合、原加盟国は新たな漁場へのアクセス権を失う恐れがあっ
たため、全ての EC 漁船が沿岸国の意向に関わらず漁場へのアクセスが出来る平等アクセス
権制度が採用された40。

第三節 平等アクセス制度について
先ほどから述べている平等アクセス権について説明していく。各国の思惑が絡みながら
も、1970 年 10 月に EC 初の漁業規則は 1970 年 2124 号規則として採択された。
「平等アク
セス権」はこの規則内の」2 条で以下のように述べられている41。

・各加盟国の主権下もしくは管轄内の海域における漁業活動に関し、各国によって適用さ
れる諸規則は他加盟国差別につながるものであってはならない。
・各加盟国は加盟国の旗を掲げ共同体の領土において登録されているすべての漁船に対し、
とりわけ漁場へのアクセスおよびその利用について、平等の条件を保証しなければなら
ない。

この条文はアクセルの平等を謳ったものであり、アクセスの自由を認めたものではない。
沿岸国は漁船のアクセスに制限をかけることは出来るが、それが加盟国内の他国船であっ
た場合、国籍によって制限をしてはならないのだ。これは、ローマ条約内で規定されてい
る国籍による差別を禁じた諸条約及び経済活動のボーダーレス化を漁業において実現した
ものだ42。平等アクセス権とは加盟国内のいかなる船舶も沿岸国による制限を国籍を理由に
受けずその海域へのアクセスを出来るという権利だ。一方でこの新たな漁業規則は第一次
的に沿岸 3 カイリ範囲は 1975 年までの 5 年間に限り、沿岸国の排他的アクセス権を認めて
いる。この新たな漁業規則は 1964 年に宣言された欧州漁業協定による沿岸国の排他的漁業
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水域を撤廃したものとなった43。
新たに採択された 1970 年漁業規則は、共通農業政策に倣い水産物の安定供給、価格の安
定を図るため「共同市場組織(Common Market Organization)」を構築することを定めてい
る。この「共同市場組織」は 4 つの要素により構成される。
・水産物の共通の流通基準を定めること。
・水産物の価格下落を防ぐため、
「指標価格」と「撤収価格」を定めること。
・水産物が撤収価格に達した際、市場から引き揚げるための「保証金」制度。
・EC 域外国との水産物取引についての取り決め。

フランスは当初、共同体が直接価格維持政策に関わることを望み、必要経費は共同体が
全額負担することを望んだ。自国の漁業ないしは生産者団体への負担を可能な限り小さく
するためだ。しかし、価格維持政策に難色を示していたドイツ、オランダはこれに反対し、
最終的には生産者組織を通じた間接的な価格維持制度によって運用されることとなった44。
その結果として、主要魚種の費用負担の内おおよそ 25 パーセントが生産者団体に課せられ
ることとなった。共同体の全額負担を求めたフランスと共同体への費用負担を嫌ったドイ
ツ、オランダの折衷案といった形になった。

第四節 EC への新規加盟国の加盟交渉について。
1970 年 6 月 30 日深夜に新たな共通漁業規則が合意され、その翌日から加盟交渉がスタ
ートした。新たな加盟国となり得るイギリス、アイルランド、ノルウェイ、デンマークは
先ほども述べたように有力な漁場を近海に持つ漁業大国である。原加盟国はこれらの国々
が加盟交渉をする直前(前日)に新たな平等アクセス権を含む新たな漁業規則に合意した。原
加盟国が新規加盟国に対し、EC への加盟と引き換え漁場のへのアクセス権を一方的につき
つけた形となった。当然、このことは新規加盟国の反発を招いた。新規加盟国は新たな漁
業規則の採択前に漁業規則に関して再交渉を行うことを要求した45。
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しかし、原加盟国はこの要求を退け、新たな漁業規則を同 1970 年 10 月に理事会におい
て採択し、翌 1971 年 2 月 1 日から実施に移すと発表した。さらに、欧州委員会理事会は加
盟交渉では漁業担当大臣を外し、各国外務大臣が行うと発表した。加盟交渉から漁業分野
の影響を少なくする狙いだ。これら原加盟国の姿勢は、新たな漁業規則の採択に際して、
新規加盟国の口をはさむ余地が無いことを示していた。そのため、新規加盟国にとっての
加盟交渉は、少しでも自国利益につながる「例外措置」を勝ち取るものとなっていった。
新規加盟国にとって漁業分野では損失の大きい加盟条件であるが、軍事的要素など他の
要因を鑑みると EC 加盟は重要課題であった。そのため、原加盟国の要求ものまざるを得な
かったのだ。これからは新規加盟国の加盟交渉の動向について見ていく。

第五節 イギリスの EC 加盟交渉
イギリスは加盟に際しての姿勢は自国国内の漁業者の圧力によって左右された。
イギリス国内の漁業者と一口に言っても大まかには 2 種類に区分できた。沿岸漁業者と大
型トロール船を利用する遠洋漁業者だ。沿岸漁業者は自国周辺の漁場を守るため、従来の
欧州漁業協定で定められた 12 カイリの排他的漁業水域の現状維持を求めた。一方、トロー
ル漁業を行う遠洋漁業者には、平等アクセス権から得られる新たなノルウェイ沖などの漁
場にアクセス可能になるため、新たな漁業規定は魅力的に映った。遠洋漁業者は従来まで
利用可能でありながらも 1950 年代後半から締め出しをくらっていたスカンジナビア半島沖
の漁場に再びアクセス可能になるためだ。また、沿岸漁業者団体に比べ、遠洋漁業団体は
豊富な資金力を持ち、結束も強かった46。
そこでイギリス政府は 1971 年 6 月に沿岸から 6 カイリを排他的漁業水域、6 カイリから
12 カイリのまでの海域を他国のアクセスを認めるといった欧州漁業協定に基づいた案を一
旦提案した。しかし、この提案は他国の漁船のアクセスを嫌う沿岸漁業者の反対にあった。
そのため、12 カイリまでの排他的漁業水域を要求したものの、第二次世界大戦後の失墜し
た大英帝国にとっては EC の加盟は最優先課題であった。
加盟交渉開始からおおよそ 1 年後の 1971 年 6 月、原加盟国は新規加盟申請国に対して以
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下の様な妥協案を示した47。
・1970 年漁業規則で設定された過渡期を 5 年から 10 年に拡大する
・移行期間の前期 5 年間、沿岸から 6 カイリの排他的漁業水域の設定を認め、その範囲
での伝統的漁業権を尊重する
・移行期間後半の 5 年間、沿岸漁業に依存する漁業者のために、加盟国は 6 カイリの
排他的漁業水域の設定を延長することが出来る。ただし、この際この決定は理事会が
行う
・10 年間の移行期間終了後、欧州委員会は漁業地域の社会的、経済的、水産資源の状況
について報告を行い、漁業依存地域にとって不利な状況となるならば委員会は適切な
対処を行う。
・ノルウェイ北部、フェロー諸島、グリーンランド、オークニー、シェットランド等他
産業の育成がままならない「厳に限られた地域」において例外的制度が許可される。
この地域は過渡期前半 5 年間において、12 カイリの排他的漁業水域の設定が認められ
る。過渡期後半 5 年間も 12 カイリ排他的漁業水域の設定が認められるがこの決定は委
員会が行う。
・水産共同市場の価格維持機構は、加盟申請国の要求を認め、地域的事情に配慮したも
のとする。

こうした原加盟国の提案であったが過渡期後の例外的漁業水域の設定は欧州委員会にゆ
だねられたものであったため新規加盟国にとっては不満の残るものであった。
1971 年 11 月イギリスが加盟に向けて動き始めた。先ほど述べたようにイギリスにとっ
て EC 加盟は最優先課題であった。しかし、このまま漁業面での折り合いがつかない状況が
続くと、イギリス国内の漁業者による共同体加盟反対の声が大きくなり、イギリスの EC 加
盟が失敗に終わる恐れも出てきた。そのため、イギリスは原加盟国提案の過渡期を 5 年ご
とに分けるのではなく 10 年に延長することを条件に加盟交渉を行った。1971 年 12 月 12
日、ノルウェイを除いたイギリス、アイルランド、デンマークとの加盟交渉は合意に至っ
た。
合意の決め手はやはり、加盟申請国が加盟に至らず失敗に終わることを恐れた点であっ
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た。漁業という 1 分野での損失と加盟で得られるメリットを天秤にかけた結果、原加盟国、
新規加盟国の合意はなされたのだ。

第六節 イギリスの EC 加盟条約
合意に至った加盟条約について見ていく。1972 年 1 月、原加盟国と新規加盟国との間で
交わされた加盟条約は 1970 年漁業規則の第 2 条は以下のように規定している。
・各加盟国の主権下もしくは管轄内の海域における漁業活動に関し、各国によって適用さ
れる諸規則は他加盟国差別につながるものであってはならない。
・各加盟国は加盟国の旗を掲げ共同体の領土において登録されているすべての漁船に対し、
とりわけ漁場へのアクセスおよびその利用について、平等の条件を保証しなければなら
ない。

つまり、
「第 2 条の規定にかかわらず」として実質的に棚上げをしている。沿岸国は加盟
から 10 年の 1982 年 12 月 31 日まで、沿岸から 6 カイリ海域と伝統的に利用してきた海域
を平等アクセス権の及ばない海域として設定することが出来る。
また、加盟条約第 101 条においては「特定の海域」を認めており、この特定の海域は沿
岸から 12 カイリを第 100 条の平等アクセス権の及ばない範囲として設定することを認めて
いる。この結果、イギリスは 1982 年までの期間限定ではあるものの自国沿岸おおよそ 95
パーセントに 12 カイリの漁業水域を設定することに成功した。しかし、当初の目論見と異
なり、ノルウェイが加盟に至らなかった。当然、1982 年からの平等アクセス権制度を含む
漁業規定にはノルウェイは含まれない。イギリスとしては平等アクセス権制度を理由に
1982 年以降はノルウェイ沖の漁場を利用するつもりであったがノルウェイの加盟拒否によ
り目論見が外れた。そのため、イギリスは思い描いていたものとは違った形での加盟合意
を行ってしまった。

第七節 ノルウェイの共同体への加盟交渉の決裂。
イギリス、アイルランド、デンマークは EC への加盟を果たしたものの、同じく加盟申請
をしていたノルウェイは加盟に至らなかった。新規加盟申請国は漁業大国であると先ほど
述べたが、ノルウェイはそのうちでも特に漁業規模の大きな国である。ノルウェイはイギ
リスに比べて 3 倍ほどの漁獲高を誇る。同国 GDP のおおよそ 2.5 パーセントを漁業が占め
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ている。そのため、漁業の地位は他の EC 原加盟国、新規加盟申請国に比べても高い。また、
先ほどから述べているようにノルウェイ沿岸部は地形的に他産業の育つ土壌は無く、ノル
ウェイ国家も沿岸域の家族単位の小規模漁業を積極的に守っている。ノルウェイにとって
漁業は加盟交渉に大きな影響を与えるほど重要な分野であった。
ノルウェイは EC への加盟交渉の際、平等アクセス権制度に代わるものとして、沿岸国に
会社設立、それによる沿岸国船籍さえ取得すれば他国沿岸域でも操業できる制度を提案し
た。この制度は原加盟国が主張している平等アクセス権に比べて自国漁業者に対して損害
の少ないものであるからだ。しかし、このノルウェイの提案は「平等アクセス制度」の導
入を求めていた原加盟国には受け入れられなかった48。古くから自国沿岸域での他国船締め
出しに苦心してきたノルウェイにとっては簡単に決められる問題ではなかった。
最終的にノルウェイは EC 加盟よりも自国の沿岸域漁業の保護や漁業の利益の確保を選
んだ。ノルウェイは加盟交渉の際に自国の沿岸域を漁業規則の過渡期以降も、何らかの特
別な形で排他的漁業水域とすることを要求した。しかし、この要求は原加盟国、新規加盟
申請国に拒否された。これらの国々は平等アクセス制度によって利用できるノルウェイ漁
場を重要視していたため、到底ノルウェイの要求は受け入られなかったのである。加盟交
渉後の 1972 年ノルウェイ国内の国民投票によってノルウェイの EC 加盟は 46.5 対 53.5 パ
ーセントで否決された。ノルウェイは EC 加盟と漁業利益確保を天秤にかけ、漁業の利益確
保を選んだのだ。

48

Mark Wise,The common Fisheries Policy of the European Community, (1984) p.108
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第四章 第二次タラ戦争とその後の影響について

第一節 第二次タラ戦争のきっかけ
1970 年代初頭、乱獲による水産資源の枯渇が起こり始めた。そのため、豊かな漁場を持
つ沿岸国は、より広い排他的漁業水域を設定し、自国資源を保護する動きを見せ始めた。
自国沿岸部から他国を締め出し、
「資源ナショナリズム」を実行しようという動きだ。
EC 加盟交渉が行われていた 1971 年 7 月、アイスランドは自国の沿岸 50 カイリの海域を
一方的にアイスランドの排他的漁業水域を設定し、翌 1972 年 9 月より実施に移すと宣言し
た。イギリスはこれに反発し、アイスランドとの外交交渉を続けつつ、この問題を国際司
法裁判所に付託した。しかし、翌 1972 年 9 月にアイスランドは自国国会で支持を受け、宣
言した 50 カイリ排他的漁業水域を実行に移し、同海域内のイギリス、ベルギー、西ドイツ
船に対して沿岸警備隊の威嚇射撃等による排除が行われた。イギリスは翌 1973 年の 5 月に
艦艇を派遣した。これが「第二次タラ戦争」である49。
大西洋においての重要拠点でもある両 NATO 加盟国の争いであるため、NATO の事務総
長が仲裁にまわった。同 1973 年 11 月イギリスはアイスランドの 50 カイリ排他的漁業水域
を認める「漁業に関する紛争についての暫定協定」を結び50、紛争は終結した。第一次タラ
戦争に続き、イギリスはアイスランドの要求を呑む形となった。
紛争終結翌年の 1974 年に国際司法裁判所は「領海と漁業専管水域に関する解釈」を示し
た51。この中で
・沿岸国は排他的管轄権を持つ漁業専管水域を、沿岸より 12 カイリまで設定できる。
・沿岸国が沿岸漁業に強度に依存している場合には、12 カイリ海域外においても他国に
対して優先的漁業権を主張できる。
の 2 点が特に重要である。
とりわけ、国際司法裁判所が 12 カイリ範囲外への優先的漁業権を認めたことは、その後
各国が主張する 200 カイリ漁業水域に国際的合法性を与えるものとなった52。

49

Leigh Michel,European Integration and the Common Fisheries Policy ,(1983)

50

アイスランドはベルギーとも協定を結んでいる

51

ICJ Reports,1974,pp.23,192.

52

Leigh Michel,European Integration and the Common Fisheries Policy ,(1983)
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第二節 200 カイリ排他的経済水域制度の導入に対しての各国の反応
ヨーロッパは沿岸国周辺水域を共同体による管理をする方針を進めていた。領海は狭い
まま、公海自由の原則に則った海洋利用を続けていたのだ。こうした、ヨーロッパ諸国等
の海洋通航における海洋利用国の多くは従来通りの領海 3 カイリ制を採用していた。漁業
側面でなく、軍事分野で海洋利用をする際には、領海が狭いことが都合がいいためだ。
一方で多くの 1960 年に独立を果たしたアフリカ各国等の新興国は領海 3 カイリ制を取ら
ず、領海を 12 カイリ以上に設定していた。そのため、ヨーロッパ以外の海域では漁業水域
を基線から 12 カイリを設定することは一般的になっていた。また、先ほど述べたように
1974 年に行われたアイスランドとイギリスの間で起こったタラ戦争の判決において、国際
司法裁判所は 12 カイリの漁業水域が既に国際慣習法となっていることを述べている53。国
際司法裁判所が国際的合法性を与えたため、独自に 12 カイリ以上の漁業水域を主張する国
も現れた。また、第二次国連海洋法会議後、科学技術の発達による海底資源開発も進歩を
遂げてきた。
そのため海底利用、特に大陸棚は従来の条約では対応できなくなってきた54。1969 年、
国連総会でマルタ代表が大陸棚条約を改正するための国際会議を行う提案をした。1970 年
これら諸問題を解決すべく国連総会は、第三次国連海洋法会議の開催を決定した。排他的
経済水域や領海の幅員増加はもはや決定的であったため、第三次国連海洋法会議の目的は
新たな海域での国際秩序を保つことであった。急速に変化していく海洋利用の提案を第三
次国連海洋法会議前から見ていく。

国連海底平和利用委員での提案
1971 年 アメリカ「領海の幅員、海峡および漁業に関する条文案」(A/AC.138/SC. II /L.4,
and Corr.1 and Rev.1)
1972 年 ソ連「国際航行に使用される海峡および領海の幅員に関する条文案」
(A/AC.138/SC. II/L.7, and L.7/Add.1)
1973 年 海峡 8 カ国(キプロス、ギリシャ、マレーシア、モロッコ、フィリピン、スペ
イン、イエーメン)「国際航行に使用される海峡を含む傾海の航行に関する条文案」

53

ICJ Reports,1974,pp.23,192.

54

林司宣 島田征夫 古賀衞

（2016）
『国際海洋法第二版』 有信堂高文社 13 頁
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(A/AC.138/SC. II /L.18, and Corr./and Rev.1)
1973 年 マルタ「海洋空間における沿岸国の管轄権の範囲画定並びにその管轄権の下に
ある区域における沿岸国の権利および義務に関する準備草案」
(A/AC.138/SC. II /L.28)
1973 年 イタリア「海峡に関する条文案」(A/AC.138/SC. IL.30)
1973 年 中国 「国家管轄権の範囲内の海域に関するワーキング・ペーパー」(A/AC.138/SC.
II/L.34)
1973 年 フィジー「領海の通航に関する条文案」(A/AC.138/SC. IL42)
1973 年 ポーランド「海峡の航行の側面に関する提案」(A/AC.138/SC. II /L.49)

第三次国連海洋法会議での海洋利用に関する提案
1974 年 イギリス 「領海および海峡に関する条文案」(AICONF.62/C.21.3)
1974 年 ス ペ イ ン

「 主 題 お よ び 項 目 の リ ス ト の 項 目 2.1 に 関 す る 条 案 」

(A/CONF.62/C.2/L.6)
1974 年 東欧 6 ヵ国 (ブルガリア、チェコ、東ドイツ、ポーランド、ウクライナ、ソ連)
「国際航行に使用される海峡に関する条文案」(A/CONF.62/C.2/L.11)
1974 年デンマーク・フィンランド 「文書 A/CONF.62/C.2/L,3 に含まれた領海および海
峡に関する条文案の修正」 (A/CONF.62/C.2/L.15)
1974 年 海峡 4 ヵ国

(オマーン、マレーシア、モロッコ、イェーメン)「国際航行に使用

される海峡を含む領海における航行に関する条文案」(A/CONF.62/C.2/L.16)
1974 年フィジー 「国際航行に使用される海峡を含む領海における航行に関する修正条文
案」 (A/CONF.62/C.2/L. 19)
1974 年アルジェリア 「国際航行に使用される海峡一半閉鎖海」
(A/CONF.62/C.2/L.20)
1974 年アラプ 9 ヵ国 (アルジェリア、バーレーン、イラク、クウェート、リビア、カタ
ール、サウジアラピア、チュニジア、アラブ連合)「国際際航行に使用される海峡の定義に
関する条文案」(A/CONF.62/C.2/L.44)
1974 年ドミニカ「海峡および水路に関する条文案」(A/CONF.62/C.2/L.16)
1974 年カナダ 「国際海峡の定義」 (A/CONF.62/C.2/L.)

27

上記の提案のように参加国は既に領海や排他的経済水域の幅員が増加されるものとして
会議に参加している。
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第五章 第三次タラ戦争と EC200 カイリ排他的経済水域制度の導入

第一節 第三次タラ戦争のきっかけ
第三次国連海洋法会議中の 1975 年 10 月、第二次タラ戦争で結んだ暫定協定が失効する
ことを理由にアイスランドは 200 カイリの排他的漁業水域を宣言した。その結果、伝統的
に同海域で漁業を行ってきた漁業者を保護するために同 1975 年 11 月にイギリスは再び艦
艇を派遣した。これが第三次タラ戦争である55。この紛争は両国の国交断絶まで進んだもの
の、イギリスが 200 カイリ排他的漁業水域を認める形で終結する。
イギリスがこの紛争で折れた最大の理由はイギリス国内の世論変化が挙げられる。世界
的に 200 カイリの排他的経済水域が受け入れられているなか、この流れに逆行する形の艦
艇派遣に難色を示す国民が多くなってきたのだ。特に、遠洋漁業という一産業のために多
額の費用の掛かる艦艇派遣は国民の顰蹙を買った。また、後述するが欧州委員会は 200 カ
イリ排他的経済水域の導入を取り決めた。そのため、イギリスとしてもこの紛争の梯子を
外された形となってしまった。

第二節 EC における 200 カイリ排他的経済水域導入について。
さて、これまでヨーロッパにおける漁業水域の変遷、特に共同体での管理といった手法
が採られるまでの過程を論じてきたが、いよいよ現在採用されている 200 カイリ排他的経
済水域制度の導入について論じてゆく。最初に現在採用されている排他的経済水域制度に
ついて国連海洋法条約から第五部を抜粋し確認する。

第五部 排他的経済水域
第五十五条 排他的経済水域の特別の法制度
排他的経済水域とは、領海に接続する水域であって、この部に定める特別の法制度によ
るものをいう。この法制度の下において、沿岸国の権利及び管轄権並びにその他の国の権
利及び自由は、この条約の関連する規定によって規律される。
第五十六条 排他的経済水域における沿岸国の権利、管轄権及び義務

55

佐伯富樹（1979）
『英国・アイスランド漁業紛争』泉分社
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１ 沿岸国は、排他的経済水域において、次のものを有する。
（ａ）海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源（生物資源であるか非生物資源
であるかを問わない。
）の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利並びに排他的経済
水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のためのその他の活動（海水、海流及
び風からのエネルギーの生産等）に関する主権的権利
（ｂ）この条約の関連する規定に基づく次の事項に関する管轄権
（ｉ）人工島、施設及び構築物の設置及び利用
（ｉｉ）海洋の科学的調査
（ｉｉｉ）海洋環境の保護及び保全
（ｃ）この条約に定めるその他の権利及び義務
２

沿岸国は、排他的経済水域においてこの条約により自国の権利を行使し及び自国の義

務を履行するに当たり、他の国の権利及び義務に妥当な考慮を払うものとし、また、この
条約と両立するように行動する。
３ この条に定める海底及びその下についての権利は、第六部の規定により行使する。
第五十七条 排他的経済水域の幅
排他的経済水域は、領海の幅を測定するための基線から二百海里を超えて拡張してはな
らない。

第五十八条 排他的経済水域における他の国の権利及び義務
１

すベての国は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、排他的経済水域において、

この条約の関連する規定に定めるところにより、第八十七条に定める航行及び上空飛行の
自由並びに海底電線及び海底パイプラインの敷設の自由並びにこれらの自由に関連し及び
この条約のその他の規定と両立するその他の国際的に適法な海洋の利用（船舶及び航空機
の運航並びに海底電線及び海底パイプラインの運用に係る海洋の利用等）の自由を享有す
る。
２

第八十八条から第百十五条までの規定及び国際法の他の関連する規則は、この部の規

定に反しない限り、排他的経済水域について適用する。
３

いずれの国も、排他的経済水域においてこの条約により自国の権利を行使し及び自国

の義務を履行するに当たり、沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払うものとし、また、
この部の規定に反しない限り、この条約及び国際法の他の規則に従って沿岸国が制定する
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法令を遵守する。

第五十九条

排他的経済水域における権利及び管轄権の帰属に関する紛争の解決のための

基礎
この条約により排他的経済水域における権利又は管轄権が沿岸国又はその他の国に帰せ
られていない場合において、沿岸国とその他の国との間に利害の対立が生じたときは、そ
の対立は、当事国及び国際社会全体にとっての利益の重要性を考慮して、衡平の原則に基
づき、かつ、すべての関連する事情に照らして解決する。

第六十条 排他的経済水域における人工島、施設及び構築物
１

沿岸国は、排他的経済水域において、次のものを建設し並びにそれらの建設、運用及

び利用を許可し及び規制する排他的権利を有する。
（ａ）人工島
（ｂ）第五十六条に規定する目的その他の経済的な目的のための施設及び構築物
（ｃ）排他的経済水域における沿岸国の権利の行使を妨げ得る施設及び構築物
２ 沿岸国は、１に規定する人工島、施設及び構築物に対して、通関上、財政上、保健上、
安全上及び出入国管理上の法令に関する管轄権を含む排他的管轄権を有する。
３

１に規定する人工島、施設又は構築物の建設については、適当な通報を行わなければ

ならず、また、その存在について注意を喚起するための恒常的な措置を維持しなければな
らない。放棄され又は利用されなくなった施設又は構築物は、権限のある国際機関がその
除去に関して定める一般的に受け入れられている国際的基準を考慮して、航行の安全を確
保するために除去する。その除去に当たっては、漁業、海洋環境の保護並びに他の国の権
利及び義務に対しても妥当な考慮を払う。完全に除去されなかった施設又は構築物の水深、
位置及び規模については、適当に公表する。
４

沿岸国は、必要な場合には、１に規定する人工島、施設及び構築物の周囲に適当な安

全水域を設定することができるものとし、また、当該安全水域において、航行の安全並び
に人工島、施設及び構築物の安全を確保するために適当な措置をとることができる。
５

沿岸国は、適用のある国際的基準を考慮して安全水域の幅を決定する。安全水域は、

人工島、施設又は構築物の性質及び機能と合理的な関連を有するようなものとし、また、
その幅は、一般的に受け入れられている国際的基準によって承認され又は権限のある国際
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機関によって勧告される場合を除くほか、当該人工島、施設又は構築物の外縁のいずれの
点から測定した距離についても五百メートルを超えるものであってはならない。安全水域
の範囲に関しては、適当な通報を行う。
６

すべての船舶は、４の安全水域を尊重しなければならず、また、人工島、施設、構築

物及び安全水域の近傍における航行に関して一般的に受け入れられている国際的基準を遵
守する。
７

人工島、施設及び構築物並びにそれらの周囲の安全水域は、国際航行に不可欠な認め

られた航路帯の使用の妨げとなるような場所に設けてはならない。
８

人工島、施設及び構築物は、島の地位を有しない。これらのものは、それ自体の領海

を有せず、また、その存在は、領海、排他的経済水域又は大陸棚の境界画定に影響を及ぼ
すものではない。

イギリスにとって世界的な流れとなっている 200 カイリの排他的経済水域制度の導入は
歓迎できないものだった。ノルウェイの加盟拒否で終わった EC 加盟は、イギリスにとって
目論見が外れた形となり共同体による漁業管理の動きには敏感になっていた。仮に、200 カ
イリ排他的経済水域制度が受け入れられ、EC 非加盟の国が自国に 200 カイリ排他的経済水
域制度を導入した場合、イギリスは従来利用してきた漁場、特にノルウェイ、アイスラン
ド沖から締め出されてしまう。この両国は EC 非加盟国であるため、EC 域内の共通漁業政
策による共同体管理水域への平等アクセス権制度の適用外である。そのため、イギリスは
当時利用可能であった漁場の減少を恐れ、200 カイリ排他的経済水域制度の導入には非常に
慎重な姿勢を見せた。
また、共同体自身も、200 カイリ排他的経済水域制度を導入した場合、従来の 10 倍近く
の新たな管轄海域を有することになる。そのため、200 カイリ排他的経済水域制度の導入に
より、新たに拡大する海域の共同体内での利用方法は早急に解決すべき課題となった。仮
に、新たな水域を従来通り共同体の共通所有物とした場合、イギリスにとっては、近海の
漁場でさらに多くの他国船が漁を行うことになる。一方で新たなに拡大する水域内で、沿
岸国は他国船を排除できる場合、自国沿岸に有力な漁場を持たない国々は大きなダメージ
を負う。特にフランス、オランダは自国の水揚げ高の半数以上をイギリス、アイスランド
の 200 カイリ水域内で漁獲していた。200 カイリ排他的経済水域制度は欧州共同体全体に
新たな問題を投げかけたのだ。
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第三節 導入する際の課題について
200 カイリ排他的経済水域制度が大勢となっている状況を受けて、欧州委員会は 1976 年
2 月に 200 カイリ排他的経済水域制度を導入した際の EC 水域内での包括的共通漁業政策に
ついて素案を作成し、各国の意見を求めた。委員会は同年 9 月に包括的共通漁業政策の詳
細な提案を理事会に提出した56。この提案の内容の重要な点は以下のとおりである。
・1977 年 1 月より EC 加盟国は一致して北海及び北大西洋における排他的漁業水域を 200
カイリに拡大する。
・各国が宣言した 200 カイリ漁業水域はこれを共同体漁業水域(Community pond)とみな
し、この水域に対して 1970 年の漁業規則による平等アクセス権制度を適用する。
・加盟国沿岸から 12 カイリは各沿岸国の排他的漁業権を認める。
・新たな 200 カイリ共同体漁業水域では水産資源の最適な利用のため、共同体による資
源保護、管理システム、とりわけ「総許容漁獲量 TAC」と「国別漁獲割当制 Quota」
を導入する。
・加盟各国に代わり欧州委員会が第三国との、あるいは国際機関における漁業交渉を行
う。
・漁獲割当量の設定に当たっては漁業に大きく依存する地域、特にイギリス北部とアイ
ルランドに配慮する
・総漁獲能力の削減のため、EC 水産業の合理化を計る。

上記の委員会の提案は、共同体海域でも 200 カイリ排他的経済水域制度を導入し、新た
な海域は共同体の管轄下に置き、資源管理も共同体が行うといった内容だ。1977 年から海
域の拡大は行うものの、資源管理の問題で、海域内での「平等アクセス権制度」は従来の
物とは違った形での導入が求められる。
従来通りの「平等アクセス権制度」を導入し、新たな共同水域がアクセス自由で創出さ
れた場合、その海域は「コモンズの悲劇」にあってしまう可能性がある。
「コモンズの悲劇」
とは日本語で「共有地の悲劇」と呼称される。誰でもアクセス可能な有限な資源を有する

56

Proposal for a Council Regulation establishing a Community system for the conservation

and management of resources; Song, p.38; Long and Curran,p.11
33

共有地内では、利用者達は他の利用者よりも利益を得ようと競争するように共有地内の資
源を利用する。その結果、共有地の資源は回復が困難なほど獲りつくされてしまう。新た
な海域を 1970 年の漁業規則に則った平等アクセス権制を設定した場合、この「コモンズの
悲劇」が起こる可能性が非常に高い。従ってこの平等アクセス権制度は、
「すべての漁獲活
動を制限し、組織化する規則(rules limiting and organizing all fishing activities)」によって
管理されなければいけない。すなわち、共同体による水産資源の保護・管理システムによ
って補完(supplement)されなければいけないのだ57。その際、新たな資源管理の手法として
提案内で「新たな 200 カイリ共同体漁業水域では水産資源の最適な利用のため、共同体に
よる資源保護、管理システム、とりわけ「総許容漁獲量 TAC」と「国別漁獲割当制 Quota」
を導入する。
」として総許容漁獲量 TAC(Total Allowable Catches)」と「国別漁獲割当制
Quota」の導入が提案されている。
この新提案の背景には、水産資源の保護・管理を中心とした、多国間にわたる漁業政策
を立案し、これを実行するには、EC の様な共同体がふさわしいといった考えがある。EC
といった超国家的な機関が新たな政策を担うにふさわしく、新たに管轄範囲を増やすこと
により、共同体の権利、権限を強化したいといった欧州委員会の思惑が表立った形だ。
欧州委員会が自身の権利、権限を増加したいといった思いは以下の提案からも見て取れ
る。
「加盟各国に代わり欧州委員会が第三国との、あるいは国際機関における漁業交渉を行
う。
」この提案は、従来、各国が持っていた共同体域外との漁業交渉権を委員会にゆだねる
ことを提案している。委員会は、加盟各国に代わり、共同体を代表して、共同体域外の第
三国や国際機関との交渉を行うのだ。この提案は委員会の権限強化の思惑が根底にあるも
のの、他の目的もある。200 カイリ排他的経済水域制度を導入した際の新たに増える海域の
管轄を沿岸国にゆだねた場合、豊かな漁場を持つ国々が、共同体の利益にならない独自の
運営を行う可能性があるからだ。特に、アイルランドやイギリス、デンマーク等自国の 200
カイリ排他的経済水域に豊かな漁場を持つ国々が、EC 共同体域外の第三国、特にアイスラ
ンドやノルウェイとの間に将来共同体海域となる海域へのアクセス権を有した取引を行う
ことを防ぐためだ。これらの国が将来 EC 海域となる海域のアクセス権と引き換えに、第三
国海域での操業権を得る取引を行った場合、共同体や共同体内の多くの国にとっては損失
が大きくなるのだ。当然、イギリスは共同体が漁業交渉権を持つことに難色を示したもの
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の、アイスランドとの漁業交渉の不調がタラ戦争を招いた事態もあったため、この提案を
受け入れた。
1976 年 11 月、オランダのハーグに招集された EC 外相理事会は「ハーグ決議(Hague
Resolution)」を採択した。ハーグ決議は、その第一決議において先の委員会の提案の以下
の 2 つを受け入れた。
・1977 年 1 月より EC 加盟国は一致して北海及び北大西洋における排他的漁業水域を 200
カイリに拡大する。
・加盟各国に代わり欧州委員会が第三国との、あるいは国際機関における漁業交渉を行う。

1977 年 1 月 1 日から EC は加盟国共同体の排他的漁業水域を 200 カイリ排他的経済水域
制度に則り、延長することを決定した。これは、北大西洋の多くの国々が 200 カイリ排他
的経済水域を設定する見込みとなったため、海域と交渉窓口の決定が先んじて必要となっ
たためである。実際、200 カイリ排他的経済水域を導入したのはフランスのみであり、他の
国は 200 カイリの漁業水域を設定するにとどまっている58。また、地中海は対岸にアフリカ
が位置するという地理的・政治的に軋轢を生まないよう配慮し、従来通り 12 カイリの漁業
水域を設定するにとどまっている。
また、ハーグ決議の第二決議は、200 カイリの共同体漁業水域内における資源保護策につ
いて規定している。この決議は「加盟国水域における資源保護策が必要な場合は、それは
単体としての共同体(the Community as a single body)によって採択される。
」
「各国は資源保
護のため、適切な措置をとることが出来るが、これらの措置を適用する前に、委員会の承
認を求めること」と宣言した。このことは共同体水域内における管轄権をめぐる論争や、
その後、関係する欧州司法裁判所の判決に大きな影響力を持つようになる。沿岸国は水域
内での活動の多くに委員会の承認が必要になった。
その後「漁獲割当量の設定に当たっては漁業に大きく依存する地域、特にイギリス北部
とアイルランドに配慮する」という提案を受け、ハーグ第三決議において、アイルランド、
グリーンランド、イギリス北部内に「漁業に大きく依存する地域」を設けることを認めた。
その後これら特別な地域に対して共通漁業政策の適用、特に漁獲量の割り当てにおける特
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別な配慮を認めた。この特別な扱いは「ハーグ優先権(Hague Preference)」と呼称された59。
ハーグ会議では上記の提案の
・1977 年 1 月より EC 加盟国は一致して北海及び北大西洋における排他的漁業水域を 20
カイリに拡大する。
・漁獲割当量の設定に当たっては漁業に大きく依存する地域、特にイギリス北部とアイ
ルランドに配慮する
・総漁獲能力の削減のため、EC 水産業の合理化を計る。

のみを宣言し、以下の他の提案、すなわち、
・各国が宣言した 200 カイリ漁業水域はこれを共同体漁業水域(Community pond)とみな
し、この水域に対して 1970 年の漁業規則による平等アクセス権制度を適用する。
・加盟国沿岸から 12 カイリは各沿岸国の排他的漁業権を認める。
・新たな 200 カイリ共同体漁業水域では水産資源の最適な利用のため、共同体による資
源保護、管理システム、とりわけ「総許容漁獲量 TAC」と「国別漁獲割当制 Quota」
を導入する。
・加盟各国に代わり欧州委員会が第三国との、あるいは国際機関における漁業交渉を行
う。

については各国の賛成が得られなかった。EC 共同体の海域を地理的に決定し、対外的に宣
言する形になったものの、これら法令の中身は決定しなかった。新たな共同体漁業水域の
中身の法令は後の交渉にゆだねられ、その後 1983 年 1 月まで 6 年間に及ぶ交渉につながる
のである。

第四節 委員会の提案
1976 年の委員会は
・各国が宣言した 200 カイリ漁業水域はこれを共同体漁業水域(Community pond)とみな
し、この水域に対して 1970 年の漁業規則による平等アクセス権制度を適用する。
・加盟国沿岸から 12 カイリは各沿岸国の排他的漁業権を認める。
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の提案の 2 項目で 200 カイリの共同体漁業水域の設定と引き換えに沿岸国に 12 カイリの排
他的漁業権を認めた。しかし、自国沖に豊かな漁場を持つイギリス、アイルランドは自国
の沿岸漁業者の保護を理由にこの提案を拒否した60。代替案として、12 カイリまでの排他
的漁業水域を 50 カイリまで延長することを要求した。しかし、
この提案は共同体の他の国々、
例えば自国近海に豊かな漁場を持たないフランス等の国が強く反発した。そのため、イギ
リス、アイルランド両国は「排他的」を「圧倒的優先権(dominant preference)」と改めた。
この際、委員会は譲歩した案を新たにイギリス、アイルランドを含む各国に提案した。こ
れは 1971 年の加盟交渉の際に取り決めたイギリス、アイルランド以外の他国が歴史的権利
を理由に両国沿岸 12 カイリ内で漁業を行う権利を段階的に廃止するといった内容であった。
しかし、この提案はイギリス、アイルランド以外の共同体内大陸側の国々の反発にあった
ため、これも撤回された61。
背景には水産物共同市場が実現されている点にある。水産物には 1970 年から共同市場が
導入されている。漁場へのアクセス権の制限はこの共同市場の理念に反すると大陸側諸国
は主張した。アクセス制限がある場合、当然豊富な漁場を自国に持つ沿岸国から他の国へ
の水産物輸出が増える。水産物が各国に不平等な経済格差を生むとし、200 カイリの漁業水
域への平等なアクセス権制度を支持し、イギリス、アイルランドへの委員会による妥協案
に反発したのだ。

第五節 平等アクセス権制度と資源管理法
前述の通りに、平等アクセス権制度の導入を望んでいる国もあり、欧州委員会も平等ア
クセス権制度の実現を目指している。平等アクセス権制度の実現には、新たな海域の資源
管理が必須である。国境を無くし、より広い漁業範囲の運用がなされた場合、「コモンズの
悲劇」が起きてしまう恐れがある。そのため、新たな枠組みの資源管理法として「総許容
漁獲量 TAC」と「国別漁獲割当制 Quota」が提案された。
特にヨーロッパ 200 カイリ漁業水域において、「魚は領海を尊守しない(Fish are no
rispectors of territorial waters )」といった標語に代表される考えが存在している。この考え
がわかるように 1979 年に委員会は各国独自の資源管理を否定している。
「西ヨーロッパの
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海域における漁業資源地図を見ると、産卵、摂食、移動、成長を行う地域のどれをとって
も中間線及び 200 カイリ境界による幾何学的線とは一致しない。魚は領海を尊守しない。
これら漁業資源の管理とほごについていかなる計画も、国家だけを条件に策定することは
出来ない。
」62としている。
こうした資源管理は共同体が行うといった主張に対して、イギリスは沿岸国による 200
カイリ漁業水域の資源管理を主張した。当事者である沿岸国こそが資源管理に対して強固
な保護意志と法的実行力を持つという主張だ。第三者である共同体は実行力に乏しく、効
率的、効果的な漁業管理は行えないという。

第六節 管轄権問題について
新たな漁業規則の導入についてはやはり「管轄権」が問題にあった。欧州委員会は共同
体の排他的漁業水域を 200 カイリに拡張することを決定したものの未だに水域の中身に関
する法令は決まっていなかったものの、EC が管理を主張した。
しかし、先ほど述べたようにイギリス、アイルランドはこの提案に反発し、独自の措置
をとった。これに対し、他の EC 加盟国や欧州委員会はアイルランドが一方的に独自に導入
したアイルランド近海の漁業資源保護措置の取り消しを求めた。また、イギリスも 1977 年
3 月に「ノルウェイ・ロブスター漁における網目サイズ規則」や「マン島及び北アイルラン
ド沿岸域でのニシン漁の制限(ライセンス制)」を実施し、1978 年 7 月には委員会の許可な
く「ノルウェイポートに関する漁業制限」を延長した。これら両国の措置の判断は欧州司
法裁判所に付託された。
しかし、これらの内容はイギリス、アイルランドにとって分が悪いものだった。ローマ
条約第 7 条は「国籍を理由とするいかなる差別」を禁止している。両国の措置は国によっ
て対応が異なる内容であったため、このローマ条約に触れる可能性が高い措置なのだ。判
決として欧州司法裁判所はイギリス、アイルランドの措置をローマ条約違反とし、却下し
ている。そして欧州司法裁判所は遅くとも 1979 年 1 月以降には共同体水域の管轄権は各国
政府から共同体に移管したものとの解釈を示した。
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第七節 新たな資源管理法
委員会は新たな共同海域の導入での「コモンズの悲劇」を引き起こさないように
・新たな 200 カイリ共同体漁業水域では水産資源の最適な利用のため、共同体による資
源保護、管理システム、とりわけ「総許容漁獲量 TAC」と「国別漁獲割当制 Quota」
を導入する。
とした提案を行っていた。この「総許容漁獲量 TAC」制度は当時開催されていた第三次国
連海洋法会議においても検討され、1982 年に国連海洋法条約として成文化された資源管理
法である。以下において、国連海洋法条約における該当条文を抜粋する。

国連海洋法条約からの抜粋
第 61 条 生物資源の保存
１ 沿岸国は、自国の排他的経済水域における生物資源の漁獲可能量を決定する。
２

沿岸国は、自国が入手することのできる最良の科学的証拠を考慮して、排他的経済水

域における生物資源の維持が過度の開発によって脅かされないことを適当な保存措置及び
管理措置を通じて確保する。このため、適当な場合には、沿岸国及び権限のある国際機関
（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。）は、協
力する。
３

２に規定する措置は、また、環境上及び経済上の関連要因（沿岸漁業社会の経済上の

ニーズ及び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
のとする。
４

沿岸国は、２に規定する措置をとるに当たり、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。
５

入手することのできる科学的情報、漁獲量及び漁獲努力量に関する統計その他魚類の

保存に関連するデータについては、適当な場合には権限のある国際機関（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。
）を通じ及びすべての関係国
（その国民が排他的経済水域における漁獲を認められている国を含む。）の参加を得て、定
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期的に提供し及び交換する。

従来、公海自由の原則に則った漁業が行われており、1960 年代まで公海上の漁業に制限
を設けるといった考えは無かった。しかし、漁業水域の拡大や漁獲量の増加、乱獲による
水産資源の減少により資源管理の必要性は増加してきた。
欧州司法裁判所の判決により 200 カイリの共同体水域の管轄権は共同体に属するとして
決着がついた。管轄権の決着がついたその後、各国は国ごとに割り当てられる「国別漁獲
割当制 Quota」についての議論を進めた。1978 年欧州委員会は第三者委員会 NEAFC によ
って 1976 年に勧告された数値を基にした「国別漁獲割当制 Quota」を提案した。この提案
によると、イギリスの EC 共同海域における漁獲割当量は同海域のおおよそ 31.5 パーセン
トであった。これに対し、イギリスは共同体に対して自国の 200 カイリ水域が 75 パーセン
トになることを引き合いに出し、より多くの「国別漁獲割当制 Quota」を要求した。この
際、イギリスはが要求した国別割当量は 60 パーセントにのぼった。しかし、欧州委員会は
各国世論を不必要に刺激しないようにパーセントの発表を行っていない。そのため、本論
では 1973 年から 1976 年の漁業実績とこれについての 1978 年の委員会の提案については
「タラ換算(cod equivalent)」による数値を利用している63。

第八節 新たな漁業規則の実施への交渉
先ほどから述べているようにアイルランドやイギリスといった漁業大国は新たな漁業規則
の導入には難色を示していた。共同体にとってもこれらの国々の参加は漁業規則の実行に
大きな影響を持つ。漁業規則の実行のために、委員会とこれらの国々の妥協点をさぐるた
めの交渉が始まった。
第一にはアイルランドとの妥協交渉が行われた。アイルランドは元々零細な小規模な漁
業者による沿岸漁業が中心であった。12 カイリ以内での漁業が中心であり、12 カイリ範囲
外の漁業はあまり行われていなかった。そのため、アイルランド政府内には 1976 年の 12
カイリの排他的経済水域を保障する委員会提案を受け入れる声もあった。ただし、アイル
ランドは沿岸漁業を発展させるため 50 カイリの排他的漁業水域を設定することを要求した。
しかし、欧州司法裁判所の判決によって独自の漁業措置が EC 条約違反に終わったことを

63

稲本守（2007）
「EC 共通漁業政策の政治的問題点に関する研究」
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契機にアイルランドは方針を転換した。アイルランドは要求していた 50 カイリの排他的漁
業水域の設定要求を取り下げた。その引き換えとして、アイルランドは自国の国別漁獲割
当の増加を要求した。イギリス同様自国の 200 カイリ水域の共同体全体に対する海域の割
合が大きいことが理由だ。欧州委員会もアイルランドのこの要求を受けて、国別漁獲割当
量の増加を認め、合意に至った。
アイルランドが方針を転換したのは、欧州司法裁判所の判決だけが理由ではない。アイ
ルランドは EC 内では漁業大国である一方で、EC 加盟から得られる利益は多分野に及んで
いる。特に共通農業政策では多額の受益者である。そのため、あまり EC 共同体内での立場
の低下は得策ではなく合意に至った。アイルランドは国別割当量の増加と 3000 万ポンドの
基金の確保したことにより、委員会の提案を受け入れた。

第九節 イギリス交渉
共共同体にとって最も重要であり難航した交渉は対イギリス交渉である。イギリスが 200
カイリ水域に「圧倒的優先権」を求めた背景には国内漁業者の影響がある。1971 年のイギ
リスの EC 加盟時、イギリスが平等アクセス権制度を受け入れたのは、同時に加盟交渉を行
っていたノルウェイ沖へのアクセス権を確保できるという思惑があったからだ。しかし、
ノルウェイは EC に加盟しなかったためイギリスにとっては自国沿岸沖を他国漁船に開放
したものの、有力な漁場から締め出されるという結果に終わってしまい、漁業者からの不
満は大きかった。
EC 加盟交渉時も小規模な沿岸漁業者とトロール船を利用する遠洋漁業者との間にも意
見の違いがあった。しかし、第二次、第三次タラ戦争の結果アイスランドの 200 カイリ排
他的漁業水域を認めざるを得なかったことやノルウェイが EC に加盟せず共同水域に含ま
れていないためイギリスは他国へのアクセス権を確保する必要性は無かった。そのため、
イギリスは自国 200 カイリに拡大された水域の権益確保に注力するようになった。
タラ戦争の影響により、イギリスでは多くの遠洋漁業者が職を失った。こうした状況下
で、イギリスは 200 カイリに拡大する水域による権益につながる「圧倒的優先権」の確保
は非常に重要性を増した。しかし、こうした自国の権益のみを追い求めるイギリスの姿勢
は他の EC 加盟国や欧州委員会の反発を招いた64。しかし、こうした反発を招きながらもイ

64

Mark Wise,The common Fisheries Policy of the European Community, (1984) p.189
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ギリス政府が強硬姿勢を示したのは、国内選挙が近いからだ。1974 年 10 月政権を持った
イギリス労働党は、漁業者の不満解消を支持層にすべく、排他的漁業水域の拡大を約束し
ていた。
しかし、1979 年 5 月にイギリス総選挙が行われ、イギリスの国内政界は選挙に対する不
安から脱した。選挙に勝利し、新たに政権の座に座った保守党サッチャー政権は先に政権
とっていた労働党に比べて「漁業ロビー」の影響を受けなかった。実際に、保守党サッチ
ャー政権は「優先的取り決め(preferential arrangements)」について触れたものの、50 カイ
リ水域における「圧倒的優先権」について自国漁業者に」言及することはなくなった。国
内政権の安定によりイギリスは交渉に対して妥協する姿勢を示し始めた。
また、サッチャー政権が要求していた EC 内での分担金の削減が認められたことも交渉の
妥結を進めた。当時、イギリスの EC への分担金の最大の支出先は農業分野での補助金であ
った。以前よりイギリスは自国内への見返りの少ない分担金の削減を求めていた。イギリ
ス総選挙から 1 年後の 1980 年 5 月、漁業、農業、財務、外務各大臣による EC 拡大理事会
が開催された。そこで宣言された内容は公式には否定されているもののこの拡大理事会に
おいて農業分野の分担金の削減と漁業規則の「見返り」による妥結が行われた。
これにより、イギリスは従来まで主張していた 60 パーセントの漁獲割り当てについては
要求を 45 パーセントに引き下げ、さらに委員会との交渉により 36 パーセントまで引き下
げた結果で妥結した。また、50 カイリの「圧倒的優先権」を持つ漁業水域についても要求
を取り下げた。その代わりに、北スコットランド沖に他国漁船のアクセスを制限する水域
(Shetland and Orkney Boxes)を設置することで妥協した65。
36 パーセントの国別漁獲割り当ては当初要求していた 60 パーセントの漁獲割り当てか
らすると非常に大きな譲歩をした形になり、その後今日まで続くイギリス漁業者が持つ EC
共同体による漁業政策に対する不満の原因となった。しかし、200 カイリ漁業水域制度を導
入する以前の 1973 年から 1976 年の間にイギリスの 200 カイリ水域内の漁業実績は 27 パ
ーセントにすぎなかった。しかし、欧州委員会はイギリスがタラ戦争の影響によりアイス
ランド沖での漁業機会の損失も EC 共通海域における漁獲割り当て量の増加により埋め合
わせている。また、
「ハーグ優先権」が適用される地理的な範囲を広げ、実質的な漁獲割り
当て量の増加を認めた。また、委員会はイギリスが自国近海での漁業に力を入れ始めた 1976

65

Id.,pp. 192.
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年の漁業実績も国別漁獲割り当てを加味していた。

このように、イギリスは国連海洋法会議の 200 カイリ排他的経済水域導入によって新た
に広がる 200 カイリ漁業水域と共同漁業政策への参加を以下の様な結果で終わった。

・イギリス沿岸 200 カイリ漁業水域はこれを共同体漁業水域(Community pond)とみなし、
この水域に対して 1970 年の漁業規則による平等アクセス権制度を適用する。ただし、
北スコットランド沖の一部水域内では他国漁船のアクセスを制限できる。
・沿岸から 12 カイリはイギリスの排他的漁業権を認める。
・新たな 200 カイリ共同体漁業水域では水産資源の最適な利用のため、共同体による資
源保護、管理システム、とりわけ「総許容漁獲量 TAC」と「国別漁獲割当制 Quota」
を導入する。イギリスに割り当てられた国別漁獲割り当て量はおおよそ 36 パーセント
である
・イギリスに代わり欧州委員会が第三国との、あるいは国際機関における漁業交渉を行
う。
・総漁獲能力の削減のため、EC 水産業の合理化を計る。

これらの結果は当初イギリスが主張していた 50 カイリの圧倒的優先権を持つ漁業水域や
60 パーセントの国別漁獲割り当てから大きく妥結した結果に見える。しかし、結果として
他分野での分担金削減を勝ち取り、また漁業実績から見る実質的な損失は無かったことか
らイギリスの交渉の成果は大きいと見られる。

第十節 交渉の決着
1983 年 1 月 25 日、7 年間に及ぶ交渉の末ついに加盟国全体が妥結した新漁業規則が出
来た。難航した交渉であったが、EC 加盟交渉時の漁業規則による過渡期間の終わり、1982
年末が迫ったことが各国の決着を急がせた要因となった。1982 年末以降、200 カイリに拡
大した共同体漁業水域が平等アクセス権制度による無秩序状態になることを加盟国、特に
アイルランドやイギリスといった漁業国は恐れたのである。
また、他の要因もこの交渉を急がせた。1980 年初頭、EC は新たにスペイン・ポルトガ
ルの加盟交渉を控えていた。両国とも自国に大きな 200 カイリ水域を持っている。そのた
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め、1970 年初頭のイギリスやノルウェイ加盟交渉前に EC 原加盟国が一致して 1973 年漁業
規則を定めたようにこの際も加盟国は交渉の決着を早急に望む機運が高まった。
EC 漁業水域内の漁業規則はおおよそ以下の委員会提案

・1977 年 1 月より EC 加盟国は一致して北海及び北大西洋における排他的漁業水域を 200
カイリに拡大する。
・各国が宣言した 200 カイリ漁業水域はこれを共同体漁業水域(Community pond)とみな
し、この水域に対して 1970 年の漁業規則による平等アクセス権制度を適用する。
・加盟国沿岸から 12 カイリは各沿岸国の排他的漁業権を認める。
・新たな 200 カイリ共同体漁業水域では水産資源の最適な利用のため、共同体による資源
保護、管理システム、とりわけ「総許容漁獲量 TAC」と「国別漁獲割当制 Quota」を導
入する。
・加盟各国に代わり欧州委員会が第三国との、あるいは国際機関における漁業交渉を行
う。
・漁獲割当量の設定に当たっては漁業に大きく依存する地域、特にイギリス北部とアイ
ルランドに配慮する
・総漁獲能力の削減のため、EC 水産業の合理化を計る。

がおおよそ導入された。先ほど述べたようにアイルランドやイギリスからの反発はあった
ものの、独自に交渉で勝ち取った権益や新たな国の加盟交渉が近づいたことによりおおよ
そ委員会の提案が形を保ったまま交渉は決着を迎えた。
この漁業水域の運用は今日まで続くヨーロッパの共通漁業政策の骨組みとなっている。
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第六章 漁業水域の変遷について

これまで、公海自由の原則が適用された第一次国連海洋法会議以前からヨーロッパでの
200 カイリ漁業水域の導入までを論じてきた。この間、漁業技術の発達や新たな独立国家の
誕生、領海範囲や「資源ナショナリズム」等の資源管理の在り方が目まぐるしく変化して
きた。南アメリカの漁業水域導入議論も当然、200 カイリの漁業水域制度へ大きく影響を与
えた。そうした中で漁業水域の在り方も変化し続ける世界情勢の最中、ヨーロッパでは 1950
年代から漁業水域は常に問題となっていた。特にタラ戦争は単なる漁業紛争にとどまらず、
ヨーロッパが新しい漁業水域の導入に本腰を入れる契機となった。現在、世界的には地理
的な要因によって規定される 200 カイリ排他的経済水域制度が導入されている。欧州共同
体は各国が独自に 200 カイリ漁業水域を導入することはなく 200 カイリの共同体漁業水域
といった形をとっている。イギリスはこうした共通漁業政策の流れに翻弄された国であっ
た。自身はアイスランドとタラ戦争を行ったように「広い公海」を主張する立場であった
が、世界的な潮流逆らえず新たな「広い漁業水域」を受け入れざるを得なかった。また、
EC 加盟の際にも自身は漁業大国でありながらも、共同体での漁業分野では損な役に回って
しまった。三度にわたる英国との｢タラ戦争｣は、アイスランドが一方的に漁業水域を拡張
させる度に発生しており、イギリスは最終的に｢敗戦｣した。圧倒的軍事力を持っていた英
国が敗北した背景には、同国が標榜してきた｢狭い領海・広い公海｣という伝統的な海洋秩
序の崩壊をイギリスが阻止できなかったことに加え、他国や国連海洋法会議への働きかけ
を通じて、アイスランドが新時代の海洋法を自国に有利な方向へと導いていったことなど
も挙げられる。
しかし、本論で見てきたように、第三次｢タラ戦争｣が終結する頃には、EC をはじめ英国
自身が 200 カイリ水域を主張するようになっており、情勢は現行の 200 カイリ排他的経済
水域へと向かっていた。見方を変えるならば、ヨーロッパ内の漁業紛争、そしてその紛争
の解決を通じてヨーロッパの、もちろんイギリスによる国家実行は急速な変化を遂げてい
ったのである。そしてこうした傾向は、現行海洋法の生成に、いわば｢先回り｣するもので
もあったとも言える。
しかし、ヨーロッパでの漁業問題は解決したとは言えない。本論では論じていないが、
スペイン等の EC 加盟交渉の際、新規加盟申請国との間に共通漁業政策を基にした新たな問
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題が発生する。ヨーロッパの漁業問題は根深いものであり、近年のイギリスの EU 脱退は共
通漁業政策への不満も原因の一つである。加盟国は同意のもと共通漁業政策に加わったも
のの、実際には不満を抱えている国があり、この政策が完全な解決をもたらしたものでは
ないことを示している。
古来より世界の中心であり、様々な国が密集しているヨーロッパは漁業水域に関して最
も交渉をしながらも最も問題を抱えている地域の一つである。私は新たな漁業水域の考え
方が生まれるとするならば、それはヨーロッパからであると思う。
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年表
1882 年 北海漁業協定締結
1935 年 ノルウェイが自国の沿岸 4 カイリを自国の排他的漁業水域に設定する
1939 年 第二次世界大戦勃発
1944 年 アイスランドがデンマークから独立する
1945 年 9 月 第二次世界大戦終結
1951 年 1935 年のノルウェイの宣言に対してノルウェイの要求をおおよそ認める判決が
下される
1952 年 アイスランドもノルウェイに倣い沿岸 4 カイリを自国の排他的漁業水域と宣言す
る
1957 年 ローマ条約が調印される
1958 年 2 月第一次国連海洋法会議開催
アイスランドが自国沿岸 12 カイリを排他的漁業水域と宣言。第一次タラ戦争勃発
1960 年 第二次国連海洋法会議開催
1961 年 第一次タラ戦争終結
1963 年 12 月 欧州漁業会議開催
1964 年 欧州漁業協定採択
1966 年 6 月「EEC 加盟国の漁業分野の状況と共通政策の基本原則についての報告(Rapport
sur la situation du secteur de la peche dans les Etats Membres de la C.E.E. et les
principes de base pour une politique Commune; Basic Principles for a Common
Policy in the Fisheries Sector, in Official Journal EC 29.03.67)」が欧州委員会理事
会に提出される
1969 年 フランスのドゴール大統領失脚。EC の拡大方針が定まる
1970 年 6 月 30 日 EC 原加盟国が新たな共通漁業規則について合意する。
翌日から新規加盟申請国との加盟交渉が始まる。
10 月 2141 号規則として EC 初の漁業規則が採択される
1971 年 7 月アイスランドが 50 カイリ排他的漁業水域を翌年 9 月から実施すると宣言
12 月 EC 加盟交渉が終わる。イギリス、アイルランド、デンマークは加盟したも
ののノルウェイは加入に至らなかった。
1972 年 9 月 アイスランドが 50 カイリ排他的漁業水域を実施。他国船を同海域から排除
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する
1973 年 5 月 イギリスは艦艇を派遣。第二次タラ戦争勃発
11 月 第二次タラ戦争終結
12 月 10 年に渡る第三次国連海洋法会議が始まる
1974 年 国際司法裁判所が「領海と漁業専管水域に関する解釈」を示す。
1975 年 10 月 アイスランドは 200 カイリ排他的漁業水域を宣言
11 月 第三次タラ戦争勃発
1976 年 2 月 アイスランド、イギリスの国交断裂
欧州委員会は共通漁業政策の素案を提出
6 月 アイスランド、イギリス国交復興
9 月 欧州委員会は共通漁業政策の詳細を理事会に提出
11 月 「ハーグ決議」を採択
1977 年 1 月 EC 加盟国は一律して 200 カイリ漁業水域を設定する
アメリカ、カナダ 200 カイリ排他的経済水域を宣言
1978 年

アイルランドが委員会提案を受け入れる

1979 年 5 月 イギリス総選挙によりサッチャー政権が誕生
1980 年 5 月 EC 拡大理事会が開催される
1983 年 1 月 委員会提案に基づいた新たな漁業規則が定められる
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今日、国連海洋法条約により排他的経済水域は沿岸基線から 200 カイリ以内に設定する
ように決められている。世界各国はこの基準に則り自国の排他的経済水域を設定している。
しかし、国連海洋法条約が締結される以前、漁業水域は各国の歴史的な利用に基づいた慣
習によるものが多く、世界共通の明確な基準は存在しなかった。そうした状態から、現在
の 200 カイリ排他的経済水域の導入したヨーロッパの漁業水域の変遷を、当時勃発した漁
業紛争である 3 回のタラ戦争と共に見ていく。
本研究は、前部で第一次タラ戦争以前の漁業水域の在り方を論じる。紛争以前は、公海
自由の原則に則り「長期にわたる習慣(long usage)」と「途切れることのなくかつ争われ
ない所有権（uninterruputed and undisputed proprietorship）」を根拠とした漁業が行わ
れてきた。しかしその後、船舶の性能向上や漁業技術向上により、従来の漁業水域は手狭
なものになってきていた。各国は更に広い範囲の漁業水域を求めるようになり、従来の物
とは異なる新たな漁業水域の在り方が生まれ始めた。特にヨーロッパでは、多くの国が位
置しているという性質上、漁業水域についての議論は活発に行われ、時には紛争の引き金
にもなった。この紛争が「タラ戦争」である。この紛争は、ヨーロッパの漁業水域の在り
方に一石を投じるものとなった。中盤部では第一次タラ戦争後のイギリスを軸としたヨー
ロッパの漁業の在り方を論じる。イギリスはヨーロッパ内でも有数の漁業大国であるため、
イギリスの動向はヨーロッパの漁業に大きな影響力を持つ。イギリスは、第一次タラ戦争
から第二次タラ戦争間に第二次国連海洋法会議、EC 加盟交渉など、自国のみならず他国に
も大きな影響力を持つ会議や交渉を行っている。また、イギリス等の欧州委員会への加盟
交渉においても漁業水域は交渉の行方を大きく左右した。そうしたヨーロッパの動向を論
じる。後半部では第二次、第三次タラ戦争、第三次国連海洋法会議について論じていく。
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科学技術の発展により、漁業や航行だけでなく海底資源利用も海洋利用の大きな軸となっ
てきていた。そのため、従来とは異なった漁業水域である排他的経済水域が導入される流
れとなり、その範囲も従来の一般的な漁業水域の 10 倍近くの大きなものであった。この制
度を導入する際のヨーロッパ、特にイギリスの動向について論じる。
現在の排他的経済水域は概ね問題なく運用されている。しかし、この基準は歴史的な利
用を重視し、共同体といった独特な仕組みをとってきたヨーロッパ諸国にとって全く異な
る仕組みの制度であった。
様々な国が共同体を形成しており、さらに漁業紛争まで起こったヨーロッパの漁業水域
の変遷を研究することにより、従来の公海自由の原則に則った漁業水域から現在の排他的
経済水域導入までを論じていく。
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