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北太平洋の公海漁業に関する国際条約

・1952ff'. 5 JJ 9日 東京において署名

・1952年 7)] 30日 合衆国により批准

・1953年 5月 15日 カナダによりt比；佳
・1953年 6月 9日 岡本によ日批准

・1953年 6月 12日 東京において批准子；ー交換

向日発効
・1978年 4月25日 東京において改正議定書に署名

・1978年 6月 8日 カナダにより批准

・1978年 11月 2日 合衆国により批准

・1979年 2月 13日 日本により批准

・1979年 2月 15日 東京において批准者交換

同日改正議定書発効

北太平洋の公海漁業に関する国際条約を改正する議定番

日本問、カナダ及びアメリカ合衆i賓の政府は、

1952年 5月9日に東京で署名された北太平洋の公海漁業に関する間際条約並ひ子に

その付属設及び付属議定書（以下「条約J という。）を考慮し、

条約が北太平洋及びこれに接続する諸海の漁業資源に関する科学的研究を推進し及

び潟撃することに役立ってきたこと並びにこれらの漁業資源の保存を助成してきたこ

とをひとしく言Eめ、

各締約国が条約区域において新たな漁業管結憶を設定したことを考慮し、

条約のある穫の規定が当該漁業管轄後と阿立しないことを認め、

条約を改正することを希望して、

次のとおり協定した。
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条約

第 1 条

条約の規定を次のとおり改正する。

日本問、カナダ、及びアメリカ合衆国の政府l士、次のとおり協定した。

第 1 条

I. この条約が適用される区城（以下「条約区域」という。）（士、北太平洋の会7k成

（領7）＜.を除く。）とする。

この条約の適用上、この水域l土、接続する諸i毎さと含むものとする9

2. この条約のいかなる規定も、

凶の主張又は立場に不利な影響をl:J.える（:=ti)長又は立場を害する）ものとみなしではな

らfJ.し、。

3. この条約の適用上、「漁船J とは、魚類を漁獲すること芳しくは条約区域にお

いて積載した魚類を加工し若しくは斡送することに従事する船舶又はこのような活動

のための装備を有する船舶者しくはこれらの船舶に対して通常の補助を行う船舶をい

?o 

第 2 条

I. 締約問（士、北太平洋漁業間際委只会（以下「委員会」という。）を繰持する。

2. 委只会l土、 3のi弐別3雲H音i：でr1i¥'1戎し、各［ti別委只ff[)｛土、 それぞれの締約｜主jの］攻

府が｛壬命する 4人以下の委L土で

3. 各国別委員昔日l士、 I f匝！の投票権を有する。委員会のすべての提案、勧告その他

の決定l士、 3の悶別委良部の全会一致の投票によってのみ行う。

4. 委員会は、その会議の運営に関する規則を決定し、及び、必婆があるときは、

これを改正することができる。

5. 委員会i士、少なくとも毎年 l回会合し、又、問別委員部の多数が姿請するその

他の時期に会合する。

6. 委員会l士、議長、話1］議長及び事務局長を異なる国別委員部から選定する。議

長、郎議長及び事務局長の任期は、 l年とする。その後の各年においては、 国別委員

一叩 2a一一



条約

昔日からの議長、国lj議長及び事務局長の選定l士、各締約閉がそれらの地位に！領番に代表

されるよう行う。

7. 委員会の本郊の所在地は、委員会が決定する。

8. 各締約1£1l;t、共通の関心事である北太平洋漁業問題に精通した者から成る諮持

委員会を自国の｜ヨ別委員部のために設鐙することができる。各諸問委長会l土、委員会

が秘務とするEぎを決定した会議を除くほか、委員会のすべての会議に出席するように

招請される。

9. 委員会l士、公聴会を開くことができる。又、各国別委員部l士、自国で公聴会9::

潟くことができる。

10. 委員会の公用語l土、日本語及び英語とする。提案及び資科i士、 いずれの国語

によっても委員会に提出することができる。

11. 各締約国l土、自国のほl別委員許IIの経費？を決定し、 かっ、支払う。委員会の共

伺の経授は、委員会が勧告しかっ締約国が承認する形式及び割合において締約慢が負

叙する分担金により、委員会が支払う。

12. 共同の経授の年次予算は、委員会が勧告し、 かっ、締約国に永認のため提府

する。

13. 委員会l士、その共同の経費のための資金の支出のf創設を有する。委民会l土、そ

の任務を遂行するために、必要さな！隊員を応用し、及び必要な便益を取得することがで

きる。

第 3 条

1. 委員会i土、次の任務を遂行する。

(a) 科学的研究を行い、議河性魚種に関する科学的資本！（その大隆起源に関する

資料を含む。）の収集、交換及び分析について調設を行い、並びに当該魚種に関

する締約国Imの協力のためのJ;l.Jを『没けることO

(b) 次条lこいう国際機関の設立までの問、条約広域の非詰河性魚種に係る科学
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条約

的な情報及び見解についての研究、分析及び交換に関する締約悶ff司の協カのた

めの拐を設けること。その情報及び見解iこは、当該魚種に影容を及ぼすすべて

の関連要割、カ1；；放の欠陥を械iうための科学的調査の捻進並びに統計及び記録の

編集及び頒布に関する情報及び見解を含む。

(c) 必婆に応じ、この条約の付属舎の修疋を勧告すること。
さく

(d) 北京金 46度以前の水域に回遊する淑河性；魚穣の大隆起ii)]〔を決定するための

科学的研究を調整し、及び~］該研究を Hド問実秘した後北アメリカ起涼のさげ

の保存に関しい）の規定に従ってi道立初CT＂！与すること。

(e) 各締約国の 200海ffi漁業7Jd戎の外叙ljのJ]<J或において生ずるこの条約の途反

に隠する同等のJfljの￥EHの制定について審議し、及び締約i主！に提案すること。

(f) 締約国が第8条の規定に従って提供する記録を編集し、及び研究することっ

(g) 委員会の：q1：菜、 適当な提案とともに何Jド各旅

約i王｜に提出し、又、適当と認めるときはいつでも、この条約の尖胞に関係のあ

る事項について各締約［'fCIに通報すること。

つ し、〕之、適当な関合に

l士、従案を？？うこと。

2. 委長会l士、その任務の遂行に＇'iたしできる限れ締約/fl の＇f~＼＇公努の技術的及

び科学的役tmびに情報を利用するものとし、又、望ましくかっ可能なときは、公私

の団体殺しくは機関又は個人の役務及び情報を利用することができる。

4 条

締約国は、関河性魚種以外の条約区域のf'i,＼穫を取り扱う国際機関であって広範な加

盟国を有するものの設立に向かって努力する。この目的のための｛宇都議：／ki5i'.I士、

第 l1 条に規定する協議において検討される。まi該国際機関が機能することとなった

4a -



条約

場合；こは、前条 1(b）の規定に基づく委員会の機能l士、終了するものとし、その新た

な機関に移される。

第 5 条

1. この条約の付属舎は市この条約の不可分の一部をなす。すべて「条約」という

ときは、現在の字1'1］による又は第7条の規定に従ヮて修正されたこの付照会を含むも

のと了解する。

2. 締約国l士、条約区域におけるi綴河性魚穏の漁獲にさiたりこの条約の付属舎に定

める保存捨ffi：を尊重すること及びこれらの保存措設に対するいかなる違反もこの条約

の規定に対する違反とみなすことにfnl立する。

3. 締約問の沼氏及び漁船l士、この条約の付属舎に定める

第 6 条

締約凶l土、この条約の締約問でない簡のIJ8民又は漁船が委員会の卒業又はこの条約

の実施を妨げていることをお11ったときは、そのことについて他の締約国の注意を喚起

しなければならない。すべての締約悶は、前記の締約［到の姿読があったときは、この

ような妨害的影響を避けるため、又はいずれかの締約国をこのような妨害的影容から

免れさせるため、とるべき捻泣について協議することに同意する。

第 7 条

し この条約の付属会は、その修正について第3条 1(c）の規定に従って委員会が

行った勧告の受諾に関するすべての絡約国からの通告を委員会が受領した日から修正

されたものと認める。

2. 委員会l土、付属舎の修正の受諾に関する各通告を受領した日をすべての締約国

5a -



条約

に述告する。

第 8 条

締約i出土、 ~J; i会が'b!,Wするすべての記録をできる lllz り｛呆めてし、かっ、 ~H会の姿

誌があったときは、その記録及びその他の約報の編集物を提供することに同意する。

いかなるわ＇(i約出も、この規定に法ついて個々の操業の記録を保存し、及び提供するこ

とを妥~i'I されることはない。

9 条

1. 絡がJitlI士、 ける情泣にl鳴し、次のことに問む、する。

(a) 谷裕ぷJilli土、 自i主！の 200i毎亙i.i，（（＼業水J~~ においては、 i副知去に定めるところ

によりこの条約の規定を実絡する。

(b) いずれの締約国も、各締約制の 200ifM!l漁業スjd或の外側の水域においては、

次の規定に従い、この条約の焼定を＇，I~泌することができるO

の いずれの締約［f:Iの1E＂！に依限を有ずる公務員も、 この条約の｝＇fl定を尖泌

するため、装備、対立i毎日誌、ミヰ類、漁獲物その他の物件を検ぎをし、及び船上

にある人に対して質！？号する！｜的をもって、 f也の鉛i約iι1の初！Ji可性魚穏をj立.1J廷す

るif:玄：

妨ゐげ及ひ、不f1.l：を11上イi、のものにしなlナれlまならないο

前記の公務1.11土、船長の要求があっ1こときは、各自の政府が発行した身分

証明会を提示しなければならない。

(ii) 前記の人又は泳紛が、現にこの条約の規定に違反して操~長に従事してい

るとき、又はJ)fJ記の公務Hがそのi，（（＼船に臨むがiにそのような録業iこIY］らかに

従事したと伝ずるに足りるtH:c''iのr.m1れがあるときは、その公務HI士、その人

を逮Niし、又はその漁船を傘J浴することができるものとし、又、必芸さな場合

；こl士、 :SffIこ状況を；ね査することができる。当絞公務員の所属する締約i況は、

前記の人又l立制｝の所属する締約i主｜にその湖If又 は おIfを速やかに迎合し、

かっ、できるmり速やかに、 jjljj締約i立が祁互に合志ずるお所でその人又は漁

6a -



条約

M1をその所属する締約係！の権限を有する公務員に引き渡さなければならな

い。ただし、前記の通告を受領した締約国がi夜ちに引渡しを受けることがで

きないときは、その通告を行った締約悶は、前記の人又は漁船をf<Fif締約！TIが

相l[に合芯、ずる条件によりこの条約区域の水域τf~ しくは回収iの領j成において

泣？えの下に置くことができる。

(iii) 前記の人又は漁船の所！るする椅約i壬！のさ1h；）のみが、違反を1&'l'!Jし、 か

つ、これに対する刑を科すことができる。違反を ~j[l]f］ずるのに必要な託人及

び託ぬi土、この条約の締約i誌の管轄下にある ill~ り、違反を裁判する裁判管轄

援を有する締約！tiにできるi取り速やかに提供されなければならず、又、当該

l土、これらの註人及び託JIJJ1を湾r＆：し及
び、；＠'Yiな場合にl士、これらを利用しなければならない。

(c) 締約悶は、 自凶の漁船が、いずれかの締約liilのIE当に後阪を有する公務員

によりこの条約に従って行われる

し及び助けること並びにお該公務只による取締行為が行われる滋合にはこれに

w,カすることを11（£保するため、 j選手iなtlHfl'：をとる。

2. 各締約凶l士、この条約の規定を実効1'1'1にするため、違反に対する適当な罰則を

伴う必主主な法令をfljlj定結行し、かっ、このことに悶し自国がとった措授の報告を委民

会に送付することに同立する。

10 条

この条約の焼定を尖j返するため科学的な計闘が必要で、あることに同立す

る。締約聞は、このため、対抗域にお川誠河性魚種及ひ尚河口：魚種の漁獲に際し

混獲される海底的手L動物に関する科学的調査活動の調授のための計四｝を作成すること

に開立する。締約Lii＇土、この点に関し、漁獲物及び操業方法について科学的な鋭祭を

7a -



条約

実絡するため科学業？を交換することに同意する。締約i工.：：士、その観察を容易にするた

めの手続を定める。

11 条

1. 締約IIII士、この条約の実施状況を検討するために、必妥に応じいつでも、又は

いずれかの締約IJ'.Iの妥誌の後 6011 以内に、協議念行うことに同泣する。

2. 節約II:!i土、いずれかの総約国によ iJ次条 1の規定に従って条約を終了させるな

思がi引きされた後 90I I以内に、相互に子'i,U：ずる時期及び場所において

とに同意する。

12 条

っこ

1. この条約i士、 1の節約Lrlが他の部約i設にこの条約を終アさぜる立j巴を述i号する

日から Hドrm効力を存続する。この条約i土、それ；こよってすべての節約悶について終

了する。

2. この条約；士、お 3 として

れたi時；こ、締約11'1によってf!J伐討される。

改正付属

締約；ヱ！からの受諾の通告を委礼会が受領したJl付

ll 本一1986if°. 4)] 25 fl 

合ifと間一1986"f. 4 n 28 n 
カナダー1986年 5Jj23i!

1986年 5Jj 23 fl効力発生

:'I: 

1. 条約区域の7）＜.）或において日本Lillの[1(1民及び漁船が行うさげの漁業については、次

の措認が適用される。

(a) 180皮と1'Y経 175皮とのltllの北緯 56度以北の水成であって 1983年3JJ 10 n 
の大統領立設によって合衆国の排他的経済水域として示された水域（以下「合然

という。）のタトIP!lのオ＜.）戎において、 日:?i>:IEJのllH合主＼：／，（（＼主'ti士、

8a 



条約

各年の 6JJ 26 r::i c日本標準II寺） (6凡25日15時グワニッジ王子時）に開始されるも

のとし、；大に掲げる実総計額iに従ってさげの漁業を行う。

(!) 1986年については、 180皮と西経 175皮との陪の水j戎において 12母船祭IJ

以内のものとする。

(2) 1987年については、 180皮と西経 178度との箔！の水域において 8母船斐訂

以内のものとし、西経 178度以来の水域においてさげの係業は行われないもの

とする。

(3) 1988年以降については、 180度以来の水域においてさけの漁業は行われな

いものとする。

(b) 180度以西北終日度以北の水域であって合衆院！の排他的経済水域の外側の水

主主において、日本国の母船式漁業l士、各年の6月初日（日本標準時） (6月 25日

15持グリニッジ平時）に開始されるものとし、次に掲げる災総計聞に従ってさげ

の漁業を行う。

(!) 1986＆子から 1988年までのllllについては、各年 18母船祭日以内のものとす
マ
官。

(2) 19s9 &r~から 1991 年までの間については、各年 12 母船祭日以内のものとす

る。

(3) 1992年及び 1993年については、各年 B母船受［J以内のものとする。

(4) 1994年以降については、さけの漁業は行われないものとする。

(c) 東経 175皮と東経 170/itとの問の北緯46度以二！との水域であって合衆国の排他

的経済水域の外≪UJで、 かっ、 同水域より南にある水域において、さ

各年の G凡111(日本潔ii主計寺） (5 JJ 31日1511寺グワニッジ平時）の前にl士、開始し

ない。

(d) 東経 175D主以活の合衆国の排他的経流水威内の＊域において、

(1) さけの漁業l土、 1986年から 1993年までの問、各年の 6}j 10日（日本標準

時） (6 JJ 9 f:1 15時グリニッジエドII寺）の前には開始せず、また、 7月 31日仰木

標準時） (7 JJ 31 r1 ls n寺グワニッジ王手II寺）に終了する。日本国の母船式漁業が

行うさけの漁業l士、これらの期日の防において、各年 1401母船斐日以内のもの
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とする。

(2) さげの漁業l士、 1994年以降、各年の 6Jj 10日仰木標準時） (6)] 9日目 II寺

グリニッジ平時）の前には開始せず、また 7Jl 26日（日本襟準時） (7 fl 26 fl 15 

時グリニッジ3JZIJ寺）に終了する。 日本11'1のほ船式漁業が行うさげの漁業l土、 こ

れらの刻よ！のliilにおいて、各年 144母船祭ii以内のものとする。

(3) 当該漁業に従事する漁船は、合衆｜ヨ政府が発給する登録許百；j；止を船内に保

持することが嬰Jj之される。当該漁船l士、科学視察長の采船の受け入れ及びその

采船に係る綬＇l'l: の：負担を合衆院！政府により姿JI•とされることがある。当該漁船

l土、また、合衆［適正文府の要請と

船内iこ保持することが要求される。

(e) (a）及び（b)Iこ規定する水域を除く東経 175N.＇以来北終 46Jit以北のァ1<J戒にお

いて、さげの漁業l士、行われない。ただし、その漁業を行うことについて一持的

にすべての締約｜主！が合立する場合にl士、この限りでない。

Cf) fJ;;j;:l~Iの基地式漁業l土、 1986 年以降、東経 174 l主以来でのさけの潟、業を行わ

ない。 1986年のぬ矧の始期に北京急46度以南の基地式漁業の

水域において当該水域にlillill:するさけ科魚類の大陸起源を正確に決定することを

お(J守として開始される生物学的際本採取及び研究設びに漁獲努力及びYk＼穏、日付

された科学的な研究の結采に従って｛修正

されることがある。当該｛念。五三l士、 1991年のぬ邦jが開始する以j)fjに交渉の対象とな

る。

2. この［；付属舎の適用上、 1fij：青山笠fJl土、 1flのいずれの時点においても 43の数の独

航自立又は先行5rt1航船を干干し、 14,190J;Z (330 反 i15キロメートル）の漁網を使用する

ーの母船として定殺される。母船式認主主主に配された独立主船又は先行独自立船の数を治

加させる滋会にi士、認められた母船斐おの数｛士、比例的に減少することとなる。現
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及ぼすことがあるi魚、兵又は漁獲手段の変更若しくは 1985年

に使用された水域と異なる水域への変更は、すべての締約国間の協議の後にのみ行

われる。締約国は、協議に当たり、漁獲効率の階大を考fぎして、認められた母船fJ2

臼の数の変更の必要性の有無を審査する。

3. 京総 170皮以来の日本｜認の母船式漁業の南方の限界及び日本国の墓地式漁業の北

方のr>t~界l土、北緯 46 皮とする。東経 170 皮以西の日本IJ'l の母船式漁業の南方の［＼良

界は北緯46皮以前には、また、日本国の基地式漁業の北方の限界は北緯48皮以北

には及ばないものとする。

第 2 条

この議定書1土、条約の締約［;filにより各自の憲法上の手続に従って批准され又は承認

されなければならない。批准：，1§＿又は承認書：は、できる限り速やかに東京で交換される

ものとする。こ すべての締約閣による批准苦又は承認舎の交換の日に効

カを生ずる。

以上の：iE拠として、下名l士、各自の政府から1Eillに委任を受けてこの議定者に署名

した。

1978年 4JJ 2s rlに東京で、 ひとしく正文である fl本話、茶話及びフランス誌によ

り本書 3i盈を作成した。

日本国政府のために

間同夜

カナダ政府のために

ブルース・ランキン

アメリカ合衆国政府のために

マイケル・J・マンスフィーノレド
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