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Abstract
 

Basic Act on Ocean Policy,which aims at comprehensively developing and utilizing the jurisdictional sea zones
 

of Japan (the territorial sea,continental shelf,exclusive economic zone etc.)while conserving the environment of
 

these zones,was first enacted in Japan in April,2007.This Act consists of four chapters:the first chapter is‘General
 

Provisions’(Arts.1-15),providing the purpose and principles of this Act;the second is‘Basic Plan on Ocean Policy’

(Art.16),providing that the government draws up the basic plan relevant to the above-mentioned sea zones pursuant
 

to the purpose and principles in the first chapter;the third is‘Basic Measures’(Arts.17-28),providing the essentials
 

to be reflected in Basic Plan on Ocean Policy;the fourth is‘the Headquarters for Ocean Policy’(Arts.29-38),which
 

promotes measures relevant to the above-mentioned sea zones intensively and synthetically.In this article,the author
 

examined, in the light of the Deliberations at the166Session of the Diet where this Act was considered, several
 

problems to be solved when the Japanese government tries to formulate Basic Plan on Ocean Policy.Those problems
 

are as follows:researching and developing the continental shelf and exclusive economic zone (hereafter EEZ)of
 

Japan;securing enough numbers of Japanese ships and well-trained Japanese crew;strengthening international
 

competitiveness of Japanese harbours;strengthening the business management basis of entrepreneurs engaged in
 

marine transport industries;clarification of the duties of Japan Coast Guard and its reorganization;promotion of
 

school education about the ocean;conserving the marine environment in the jurisdictional sea zones of Japan and
 

building up international cooperation in its preservation;delimitations of the continental shelf and EEZ between the
 

neighbouring countries.

Ⅰ．はじめに

日本周辺の広大な管轄水域に関して，その開発と環境保

護を総合的に管理するための基本法が，「海洋基本法」と

して，ようやく2007年４月の国会において成立の運びとな

った．この基本法の制定が，最初に提案されるのは1980年

の海洋開発審議会(当時)の答申においてであったと言われ

る ．蓋し，この提案は，ほぼその内容が固まった国連海

洋法条約の成立（1982年に採択）を念頭においてのもので

あったと推察される．しかし，この海洋法条約の深海底部

分についての米国を初めとする先進海洋国による不満を反

映して，日本も批准を見合わせたことも影響したと思われ

るが，この基本法が現実化することはなかった．上記条約

の深海底制度に関する規定が先進海洋国の立場を盛り込ん

だ深海底制度実施協定として1994年７月に採択されるに至

り，1996年に日本も当該協定を批准することにより，国連

海洋法条約を同年６月に批准し，７月20日（海の日）に当

該条約の当事国となった．同時に，本条約の批准にあわ

せ，国内法整備として，本条約の領海・接続水域，大陸

棚，排他的経済水域に関する規定をほぼそのまま採用した

新規立法を行なうとともに既存の関連法の改正を行った．

当該国内法整備を行うに際し，当時の橋本首相は，特に排

他的経済水域という広大な資源水域を日本が有することに
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より，その開発推進への大いなる期待を表明している ．

しかしながら，当該排他的経済水域を中心とする総合的な

海の利用・保全に関する基本法に当たるものが作成される

ことはなかった．尤もその後，2000年６月20日に経済界

（(社)経済団体連合会）による「21世紀の海洋のグランド

デザイン」の意見書，学界では2000年に日本沿岸域学会に

よる「2000年アピール」，審議会では2002年８月の海洋開

発分科会による「21世紀初頭の日本の海洋政策」の答申が

出されており，また民間の研究団体では2002年９月の日本

財団による「海洋と日本－21世紀わが国海洋政策の提言」，

2003年５月には(社)海洋産業研究会による「わが国200海

里水域の海洋管理ネットワークの構築に関する研究」，更

に2006年１月に海洋政策研究財団の「海洋と日本－21世紀

の海洋政策の提言」という日本の海洋管轄水域の総合的開

発と保全に関する提案が相次いでなされている ．特に

2002年に，今回の「海洋基本法」の草案を作成することと

なった「海洋基本法研究会」の事務局となった海洋政策研

究財団が政府に政策提言を行ったが，政府の反応は冷やや

かで政治日程に上ることはなかったと言われる ．ところ

が2005年４月に東シナ海での日中の排他的経済水域の中間

線付近での中国の油田開発区域の地下構造が日本の油田と

繋がっているとの日本の調査結果が出た こともあって，

俄かに海洋基本法制定への動きが加速することとなっ

た ．2005年５月の日本財団の海洋管理研究会による「21

世紀におけるわが国の海洋政策に関する提案」が発表され

ると，同年11月には，この内容を更に発展させた海洋政策

研究財団による「21世紀の海洋政策への提言」が公表され

た ．これを受けて，自由民主党（以下，自民党と略称），

公明党，民主党という与野党の超党派，有識者及び経済人

から成る「海洋基本法研究会」が2006年４月24日に設立さ

れ，12月７日までの10回の会合を経て，最終日に「海洋政

策大綱」と「海洋基本法案（仮称）の概要」を採択し ，

「海洋基本法案」の名称で超党派による議員立法として第

166回国会に上程された．また，自民党海洋権益特別委員

会（委員長 武見敬三 参議院議員）が，上記の東シナ海

における中国の油田開発を契機とした「東シナ海における

海洋権益を守るための緊急提言」を2005年３月に発表し，

「海洋構築物の安全水域に関する法律案」を準備し ，「海

洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律案」とし

て上記法案とともに同国会に提出された．

かくして，「海洋基本法案」は「海洋構築物等に係る安

全水域の設定等に関する法律案」とともに，第166回国会

の衆議院国土交通委員会において2007年４月３日の午前に

審議が行われ，起立総員の賛成により可決された．なお同

時に，自民党，民主党・無所属クラブ，公明党，国民新

党・無所属の会の四会派による「新たな海洋立国の推進に

関する件」（４項目）についての決議が共同提案され，同

様に可決された ．次いで，同年同月同日の午後に，両法

律案は衆議院本会議に付され，国土交通委員長による趣

旨・内容説明後，一括して採決され，起立多数により可決

された ．その後，両法律案は，同年４月19日に参議院の

国土交通委員会に提出，審議が行われ，両法律案ともに，

賛成多数により原案通り可決された．なお，「海洋基本法

案」に対し，自民党，民主党・新緑風会，公明党，日本共

産党，国民新党による附帯決議案（５項目）－衆議院の国

土交通委員会での決議を更に詳述したもの－が共同提案さ

れ，賛成多数により可決されている ．両法律案は，翌日

の４月20日に参議院本会議に提出され，参議院の国土交通

委員会委員長による同委員会での審査の経過・結果の報告

の後，一括して採決され，賛成多数（180対４）により可

決された ．これにより，両法律は，同年４月20日に成立

し， 海洋基本法」（法律第33号) ，「海洋構築物等に係る

安全水域の設定等に関する法律」（法律第34号）として，

同年４月27日に公布され，我が国が国連海洋法条約の当事

国となった日に合わせて同年７月20日に施行されることと

なった．

本稿では，上記国会での両法律案の審議を検討すること

により，わが国における初めての海洋全体についての管理

法案の意義と問題点を探りながら，今後の日本の海洋政策

に関する展望を考えてみたいと思う．なお，各章に挙げた

関連条文は，筆者が付したもので，国会での審議では殆ど

取り上げられてはいないものである．

Ⅱ．「海洋基本法」の審議

Ａ．「海洋基本法」制定の意義

大口善徳委員（公明党）（以下，大口委員と略称）は，

本法制定の意義について次のように自論を展開している．

即ち，日本は，国連海洋法条約の下で認められた資源の豊

富な世界で６番目に広い面積（447万平方キロ）と世界第

４位の体積を有する領海及び排他的経済水域 ，更には大

陸棚の保全・管理，開発利用に努めるとともに，国際社会

において日本の優れた経済及び科学技術を生かして，よき

海洋秩序形成に先導的な役割を果たし，国際協力を推進し

ていくべきであるとした．尤も，日本の海洋に対する取組

は，これまで縦割りで，未だに新しい時代に対応する総合

的な海洋政策が確立されておらず，またこれを担当する大

臣，部局もなかったため，近隣諸国に比べ立ち遅れている

との指摘を行っている．それ故，日本が，速やかに，海洋

と人類の共生及び国益の確保を目標とする総合的な海洋政

策を推進する枠組み・体制を確立するため，海洋基本法を

制定し，海洋政策の推進体制を整備し，新たな海洋立国を

目指すべきであるとして，安倍首相の施政方針演説（衆議

院本会議 2007年１月26日)－「海洋及び宇宙に関する分

野は，二十一世紀の日本の発展にとって極めて大きな可能

性を秘めており，政府としても，一体となって戦略的に取

り組んでまいります．」－を引用した．こういった点を踏ま

えて，海洋基本法制定の意義についての政府の見解につい
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て質問が行われた．これに対し，下村博文（以下，下村と

略称）内閣官房副長官は，以下のように回答した．

四方が海に囲まれている日本にとって，海洋に関する分

野は二十一世紀の日本の発展に極めて大きな可能性を秘め

ており，海洋資源の確保，海洋環境の保全など，海洋政策

を総合的，体系的に推進する観点から，議員立法により海

洋基本法が制定され，海洋政策の推進体制が整えられると

いう意味において，海洋基本法制定には大きな意義がある

との認識を示した ．

Ｂ．「海洋基本法」制定の経緯及び背景

従来，議員立法という場合，官僚が作成し，省庁間の調

整が困難であるとの理由から議員立法の形をとるのが殆ど

の例であるが，今回の海洋基本法案の場合は，与野党を含

む国会議員，海洋関係各省の局長・課長，有識者が海洋基

本法研究会において深い議論を行うとともに，海運・水

産・石油・土木建設業界の意見も取り入れ，取りまとめた

ところに特徴を持つと言われる ．そこで，この海洋基本

法案が，議員立法として提出されるに至った経緯及び背景

についての質問が，松下新平委員（民主党・新緑風会）

（以下，松下委員と略称）より行われた．

これに対し，石破茂（以下，石破と略称）衆議院議員

（国土交通委員長代理）は，その経緯として，まず，国連

海洋法条約の採択・発効，国連海洋開発会議［原文のま

ま］－リオ地球サミット－でのアジェンダ21の採択により，

各国とも一元的に海洋政策に取り組む体制を整えてきてい

るが，日本においてはこのような体制ができていなかった

との国際的背景を挙げた．更に，この海洋基本法案には，

農林水産省，経済産業省，外務省，防衛省，国土交通省

（以下，国交省と略称)，文部科学省，環境省の７つの官庁

が絡んでおり，それぞれが縦割り行政によりいろいろな考

え方でやっているため，これを一元的にやっていかなけれ

ばならない，つまり政策を一元化するとともに，その遂行

も一元化するような方針を示す必要があり，そうなればこ

れは政治の強いリーダーシップによって実行しなければな

らないとの結論から議員立法となったとの国内的要因を指

摘した ．

また，当該基本法案及び「海洋構築物等に係る安全水域

の設定等に関する法律案」（以下，安全水域法案と略称）

が提出された背景・経緯の一つである東シナ海等における

領土問題の解決のために両法案がどのように反映され，そ

れによりどのような効果が期待できるのかとの質問が，松

下委員より行われた．これに対し，西村康稔（以下，西村

と略称）衆議院議員（国土交通委員長代理）は，以下のよ

うに回答している．

つまり，この二法案は，東シナ海を始めとする特定の海

に限定したものではなく，日本が権益を有するおよそすべ

ての海域において積極的に資源開発を進めていく意図の下

で提案されたものであり，具体的条文として海洋基本法の

第17条を挙げている．また，安全水域法案は，そういった

資源開発をする際のリグ，やぐら等の海洋構築物並びにそ

の周辺を通航する船舶の安全を確保するために設定するも

のであるとの説明を行った．併せて，安全水域法案に基づ

いて試掘を行いたいとの企業もあるとのことで，こういっ

た企業と連携しながら，海洋構築物を建設した場合に安全

水域を設定して海洋資源の開発がスムーズに進むととも

に，周辺の船舶の航行の安全が確保できるように期待して

いるとした ．

一方，今国会への上記二法案が提出されるに先立って，

民主党は2005年10月に独自の海洋開発関連二法案を提出し

ていたと言われ，今回の法案との関連での民主党案の趣旨

説明が松下委員より求められた．これに対し，細野豪志

（以下，細野と略称）衆議院議員（国土交通委員長代理）

は，この民主党二法案を提出するに至った基本的な問題意

識として，海洋に関する政策が各省庁ばらばらで司令塔が

不在であり，これを反映して1996年に日本が批准した国連

海洋法条約に基づく国内法整備が全く進んでいないため，

この点を解決すべく法案を提出したとの説明を行った．そ

の一つは，海底資源開発推進法案と呼ばれ，これは海底資

源の開発に関する基本計画をまず策定し，それを実現する

ために海底資源開発推進本部を設置して総合的な施策を推

進するというものであり，これは今回の海洋基本法案にか

なり反映されているとする．もう一つは，排他的経済水域

等における天然資源の探査及び海洋の科学的調査に関する

主権的権利その他の権利の行使に関する法律案－細野衆議

院議員はEEZ主権法と呼んでいる－とされ，これは，国

連海洋法条約に基づき日本が設定したEEZ内において日

本が具体的にどのような権利を行使できるかに関する国内

法が存在していないとの前提に立ち，例えば外国が日本の

EEZ内において資源探査或いは科学的調査を行った場合

にこれを取り締まることが出来ない点を考慮したものであ

るとし，海洋基本法案の第21条に関連規定があるがこれを

もって海上保安庁（以下，海保と略称）が具体的行動を取

れることになっておらず，依然今後の課題として残ってい

るとの認識を示した．

かくして，細野衆議院議員（国土交通委員長代理）によ

れば，2006年５月に自民党が公明党との協議により安全水

域法案を提出した辺りから，与野党共同で行う機運が生ま

れ，2006年にほぼ１年を掛けて海洋基本法研究会を超党派

で開催し，最終的には各党内手続きを経て，2007年になり

最終的には委員長提案となったが実質的には3党共同の議

員提案として提出するに至ったとの経緯を説明した ．

Ｃ．海洋基本法と国連海洋法条約（第 1条等）

小林美恵子委員（日本共産党）（以下，小林委員と略称）

は，当該基本法案の第１条の目的に，海洋法に関する国際

連合条約その他の国際約束に基づき云々とあるが，要する

に，この基本法案は，あくまでも国連海洋法条約の枠内の
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国内法整備と理解してよいのかとの質問を行っている．

これに対し，西村衆議院議員（国土交通委員長代理）

は，今回，自分たちが，海洋基本法案を提出したのは，日

本が四面環海，世界第６番目と言われる広大な排他的経済

水域を有する海洋国家ということであるので，国連海洋法

条約に規定されている様々な規定，海洋環境の保全，或い

は排他的経済水域における開発の促進，持続可能な開発と

いったそれぞれの規定について，我々日本として新たな海

洋国家実現のために必要な基本理念であるとか国家戦略と

しての基本計画の策定を盛り込んだということであると回

答している．この回答に対し，小林委員は， 国連海洋法

条約の枠内だということでございますね．」と念を押して

いる ．

Ｄ．内閣官房に総合海洋政策本部を置くこと（第29条～

38条）の意義及びその経緯

海洋基本法では，海洋に関する施策の推進体制として，

内閣官房に総合海洋政策本部を置くこととなっているが，

その意義についての政府の見解を大口委員が質問した．

これに対し，下村内閣官房副長官は，海洋に関する分野

は非常に幅広く，現状においては，文部科学省，農林水産

省，経済産業省，国交省等の海洋に関る省庁がそれぞれ施

策を立案し推進する形態をとっているため，今後，内閣

に，海洋に関する施策を集中的且つ総合的に推進するため

の本部が置かれることになれば，当該本部が海洋政策の指

令塔的役割を担うものになるがゆえに，海洋に関する問題

について政府一体となってより戦略的に取り組むことが出

来るようになる点に意義を認めた ．

なお，当初，当該本部を内閣府の中に重要政策会議の一

つ として置く案があったが，最終的には内閣官房に置

くに至った経緯についての質問が，長島昭久委員（民主

党）（以下，長島委員と略称）により行われた．

これに対し，加藤隆司政府参考人（内閣官房内閣参事

官）は，最終的には，内閣官房の総合調整機能が最高の調

整機能であり，特に当初５年間ぐらいはより強力に推進し

てもらいたいとの要望もあって，内閣官房に置くに至った

との説明が行われた．また，内閣官房というのは，中央省

庁等改革基本法により，その時々に生じる政策課題に対し

て機動的，弾力的に対応するための組織であって，恒常的

な施策を担当する ところではないため，５年後の見直

しの時には，こういった性格を勘案しながら，再度将来の

体制を考えるとの理解を示した ．

Ｅ．海洋政策担当大臣の選定（第33条）

海洋基本法第33条に言う海洋に関する施策の集中的且つ

総合的な推進に関し内閣総理大臣を助けることを職務とす

る国務大臣としての海洋政策担当大臣として，どの省の大

臣が相応しいかとの大口委員の質問に対し，冬柴国土交通

大臣（以下，国交大臣）は，海洋政策を直接担当するいく

つかの省の中でも，国交省は非常に広範な海洋政策を担当

しているとして，海洋の安全の確保，治安・秩序の確保，

保全，防災対策，環境の保全・再生，海上輸送の確保，海

事産業の育成・振興，EEZの開発利用，海洋調査，国民

理解の増進，海洋思想の普及，国際協力等を担っている点

を挙げ，国交大臣が海洋政策担当大臣として相応しいので

はないかと述べた ．

この問題については，石破衆議院議員（国土交通委員長

代理）も，最終的には総理大臣が決定することになるが，

今回の法案提出者の間でもいろいろ議論を行ったことに触

れ，この法案には７省庁が関り合うことになるが，海事

局，海保等を含め最も多くの分野が関っている国交省，従

って国交大臣が相応しい候補の一つではないかとの意見を

述べている ．

Ｆ．世界各国の海洋政策への取組（第 1条，2条，7条)

四面を海に囲まれた日本の場合，エネルギーの９割，食

糧の６割を海外に依存し，貿易の99%以上を海上輸送が

担っている点を考慮すると，海洋が日本にもたらす恩恵に

は多大なものがあり，日本が世界の海洋政策をリードして

いく上で，世界各国は今どのような海洋政策への取組をし

ているかとの大塚高司委員（自民党）（以下，大塚委員と

略称）の質問が行われた．

これに対し，宿利正史政府参考人（国交省総合政策局

長）（以下，宿利政府参考人と略称）は，以下のように回

答している．つまり，国連海洋法条約が1994年に発効し，

国連環境開発会議（1992年にリオデジャネイロで開催）で

アジェンダ21－持続可能な開発を実施するための人類の行

動計画－が採択されてから，近隣諸国を含む諸外国は，海

洋に関する様々な施策を実施するための制度的枠組みを整

えることにより，海洋政策に積極的に取り組んでいる．そ

の例として，まず米国は，2004年に海洋をよりきれいで健

全で生産的なものにすることを目指した「米国海洋行動計

画」を，また中国は，1996年に海洋資源を合理的かつ持続

的に利用し，海洋経済の一層の発展を促進することを目指

した「21世紀中国海洋政策大綱」を，韓国は，2000年に海

洋政策への優先的取組や海洋産業の競争力強化を通じた先

進海洋大国を実現することを目指して「21世紀海洋水産ビ

ジョン」を，それぞれ策定していることを挙げている．そ

して，これら諸国の取組は，海洋資源の開発，海洋環境の

保全，海洋産業の発展などを総合的に推進するものである

との認識を示している ．また，諸外国の海洋政策への取

組については，参議院でも，大口衆議院議員（国土交通委

員長代理）が，上記と全く同じ回答を行うと同時に，安全

水域に関しても，主要な外国は，国連海洋法条約に従って

EEZ等において安全水域を設定する制度を整えており，

今回提案した海洋基本法及び安全水域法は，こういった諸

外国の海洋政策を踏まえて提案したものであると述べ

た ．
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Ｇ．日本が海洋政策を一元的に進められなかった要因

日本の海洋政策は，他国と比べてこれまでどういった点

において遅れていたのかとの質問が，小林委員より行われ

た．これに対し，大口衆議院議員は，前節の諸外国の取組

の例を引き，このように諸外国は，海洋資源の開発，海洋

環境の保全，海洋産業の発展等を総合的に推進する海洋政

策の体制を敷くとともに，安全水域に関しても，主要な諸

外国は国連海洋法条約に沿ってEEZ等において当該水域

を設定する制度を整えているとして，こういった点におい

て，日本はこれまで海洋政策への対応が遅れていたとの考

えを示した ．

また，谷合正明委員（公明党）（以下，谷合委員と略称）

は，日本は，四方を海に囲まれ，大小合わせて６千８百も

の島々から成り，海岸線の長さ及び管轄権を有する海の面

積はそれぞれ世界で６番目であり，海洋と陸地を合わせて

も世界で９番目の面積を誇る世界有数の海洋国家でありな

がら，これまで日本は近隣諸国に比べ総合的な海洋政策が

出遅れていたとして，日本の海洋政策が国家戦略として一

元的に進められなかった一番大きな要因は何であるかを問

うた．

これに対し，塩谷立衆議院議員（国土交通委員長）は，

以下のような分析を行った．まず，日本では，これまで海

上の安全確保，海底資源の開発，漁業資源の管理，海洋環

境の保全，或いは外交，研究開発の推進等々，広範な分野

に亘る海洋政策については，重要な課題に対して縦割り行

政といったこともあり，内閣官房においてもその調整を行

ってきたが必ずしも十分ではなかったとの指摘を行った．

次に，谷合委員は，日本の海洋政策が遅れたもう一つの理

由として，公海自由原則をこれまで掲げてきた過去がある

として，その例として水産業を挙げ，日本の水産業，水産

資源に対する認識は，法的にも自然の恵みとして無主物，

所有者がいないとする位置付けがされており，従って早く

取った者勝ちという発想になりがちであったことを挙げ

た．つまり，世界の海洋制度がこういった公海自由の原則

から資源管理制度へと変化し，漁業或いは大陸棚資源，深

海底資源が国家或いは人類共通の財産として管理されるに

至っているにも拘らず，日本では現実的にも法的にも海洋

に関する国内法が追いついていない点を指摘した．

こういった点を踏まえて，谷合委員は，今回の法律案の

意義及びその果たす役割についての質問を行ったのに対

し，大口善徳（以下，大口と略称）衆議院議員（国土交通

委員長代理）は，以下のような回答を行った．すなわち，

公海の自由或いは航行の自由はしっかり確保されなければ

ならないとの確認を行いながら，海洋基本法の第１条にお

いて，まず「海洋が人類をはじめとする生物の生命を維持

する上で不可欠な要素である」との海洋の位置づけを行

い，次に，国連海洋法条約に基づき，「我が国が国際的協

調の下に，海洋の平和的かつ積極的な開発及び利用と海洋

環境の保全との調和を図る新たな海洋立国を実現すること

が重要である」とし，「海洋に関する施策を総合的かつ計

画的に推進し，もって我が国の経済社会の健全な発展及び

国民生活の安定向上を図るとともに，海洋と人類の共生に

貢献することを目的とする．」との目的を明らかにしてい

ると述べた．従って，この法案は，近隣諸国との海洋権，

海洋権益の争いを意図するものでは勿論なく，国連海洋法

条約等の海洋に関する国際的なルールに則り，海洋に関す

る日本の利益を確保するとともに，海洋環境の保全等の国

際的な義務を果たしていこうとするものであり，日本が海

洋政策について国家戦略を持って海洋政策が総合的，体系

的に推進されることの期待を表明した ．

Ｈ．国土交通省による海洋政策への取組（第 2条，3条～

6条，13条，第17条～27条)

１．国土交通大臣による決意表明

谷合委員は，海洋基本法を受けて日本の本格的な海洋新

時代を開くためにどのように海洋政策に取り組んでいくの

かについての国交大臣の決意を質したのに対し，冬柴国交

大臣は，以下のように回答した．すなわち，日本は，四面

環海であり，海洋から多くの恩恵を受けてきており，今後

の日本の発展のためにも海洋に関する施策に強力に取り組

んでいくことが重要であるとして，そのためには，海上の

安全の確保，海上の治安，秩序の確保，国土保全，防災対

策，海洋環境の保全，海上輸送の確保，海事産業の振興，

海洋気象や海底地形等の調査など，海洋政策を総合的，体

系的に推進する観点から当該基本法の制定は誠に意義深い

との考えを示し，海洋政策は広範に亘るものであり，日本

でも多くの省庁が関係しているが，今後は当該基本法に基

づき，政府一体となって戦略的に取り組んでいくことが重

要であり，国交省は，海洋政策の多くの分野を担っている

との観点から，その推進については今後も積極的に役割を

果たしていきたいとの決意を表明している ．

２．大綱の作成

海洋政策は，農林水産省，経済産業省，外務省等多くの

省庁に関係しているが，海洋政策の多くの分野を担当して

いる国交省としては，どのようにこの海洋政策に取り組ん

でいるのかとの質問が，大塚委員より行われた．

これに対し，宿利政府参考人は，以下のように回答し

た．すなわち，国交省としては，2006年６月に，「国土交

通省海洋・沿岸域政策大綱」を作成したこと，これは，国

土交通行政として海洋・沿岸域に関する課題を整理し，取

り組むべき施策を取りまとめたものである．また同年７月

には，事務次官を本部長とする国土交通省海洋・沿岸域政

策推進本部を設置し，国交省としては，当該本部を中心と

して上記大綱に基づき海洋に関する諸施策を総合的且つ強

力に推進していくとの意思を表明している ．また，冬柴

国交大臣は，当該大綱は，海洋に関する課題についての基

本認識と，基本的な施策の方向及び施策を推進するにあた

っての基本的な考え方を取りまとめたものであり，国交省
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としては，この大綱を指針として，海洋の安全の確保，海

洋の治安・秩序の確保，及び国土保全，防災対策，海洋環

境の保全，海洋輸送の確保，海事産業の振興，海洋気象や

海底地形等の調査などの施策を総合的且つ戦略的に推進し

ているところであるとの説明を，松下委員に対し行ってい

る ．

３．「海の日」の浸透

平成８年の海の日の制定は，日本の国民が海の恩恵に感

謝し，海を大切にする心を育むために極めて意義深いこと

であったが，制定後10年以上経過した状況の中で，この海

の日の意義を国民にもっと浸透させる必要があるのではな

いかとの要請が，大塚委員より提案された．

これに対し，富士原康一政府参考人（国交省海事局長）

（以下，富士原政府参考人と略称）は，国交省としては，

「海の日」制定以来，この日を中心として全国各地で海に

関する様々なイベントを積極的に展開して，国民に海に親

しんでもらう機会を作るための努力をしてきたが，まだま

だ国民への浸透乃至盛り上がりが十分とは言えないとし

て，今一度海の日の意義について国民に広く発信し，国民

的な運動として広がっていくように，海事関係者ともども

一丸となって取組を強化していきたいとの意思を表明し

た ．

Ｉ．外務省の役割（第 7条，27条，28条)

海洋基本法が制定されるに当たり，海洋に関する国際的

な秩序はどうあるべきか，またその形成及び発展のために

いかに取り組むべきかに関する外務省の見解が，大口委員

より質された．

これに対し，草賀純男政府参考人（外務省大臣官房審議

官）（以下，草賀政府参考人と略称）は，日本は，四方を

海に囲まれた海洋国であり，また海運に大きく依存してい

る貿易立国でもあり，資源も輸入国，更に漁業国と，いろ

いろな意味で海洋あっての日本であるとの認識を示し，そ

れ故，日本にとって，航海の自由［原文のまま］，航行の

自由を確保し，海洋の平和と安全を維持すること，そして

沿岸及び遠洋の双方において日本の利益或いは権利などを

調和のとれた形で確保するということが，日本の国益の確

保，増進にとって極めて重要であると考える．そこで，外

務省としては，今般，海洋政策を総合的且つ体系的に推進

するという観点から，議員立法により海洋基本法が制定さ

れ，海洋政策の推進体制が整えられるということは大変有

意義であるとの考えに立ち，国連海洋法条約を中心とする

国際法に従い海洋政策が総合的に推進され，且つ海洋に関

する国際的な法秩序が更に発展していくよう，今後とも積

極的に関与していくとの決意を表明するとともに，関係省

庁を含めて政府一体となって取り組み，また日本としても

国際社会における役割を積極的に果たしていくことが望ま

しいとの考えを示した ．

Ｊ．海上保安庁の役割（第 2条～ 4条，6条，18条，19

条，21条，22条，25条～27条)

１．海上保安庁の体制－人員，装備等－の強化

資源の輸入国家である日本の経済的な安全保障の確保の

ためにも，海保の果たす役割の重要性に鑑み，海洋基本法

制定に当たっての海保のあり方に関する基本認識を踏まえ

て，海保の人員，装備などの体制の強化についての国交大

臣に対する質問が，大口委員より行われた．

これに対し，冬柴国交大臣は，海保が，海上の安全及び

治安の確保を任務としており，領海警備，海難救助，海上

交通の安全確保等，海上における法の執行機関としての業

務を実施しているところから，海洋基本法及び安全水域法

への適切な対応が重要であり，今後，海保の役割がますま

す大きなものとなるとの考えを示した．こういった中で，

海保は，装備の面において，巡視船艇或いは航空機が，昭

和50年代に建造或いは求められたものが多く，老朽・旧式

化しており，犯罪の取締り或いは海難救助活動に支障が生

じており，こういった状態を解消すべく，平成18年度から

老朽・旧式化の進んだ巡視船艇約120隻及び航空機約30機

について，高性能な巡視船艇，航空機への代替整備を緊急

且つ計画的に進めることにしているとした．そのため，平

成18年度補正予算では，巡視艇8隻，航空機2機の代替整備

を図るための予算を計上し，同19年度の予算では，巡視船

艇については新規12隻，継続15隻，航空機については，新

規２機，継続10機の代替整備を図るための予算を計上した

と述べた．一方，要員面については，尖閣諸島などの領海

警備の強化のため，巡視船を多数且つ継続的に投入せざる

を得ない現状となっている点を指摘した．また，巡視艇が

あっても要員不足のため，沿岸部で365日24時間に亘って

海上保安の機能を果たせない状況にある点を挙げ，沿岸部

の365日24時間即応体制が手薄とならないように巡視艇の

複数クルー，６人体制の導入など，必要な人員の確保にも

取り組む意図が表明された ．

また，石川裕己政府参考人（海上保安庁長官）（以下，

石川政府参考人と略称）によれば，現在，海保は，航空機

を72機，巡視船艇を356隻有し，これらにより警備救難そ

の他の様々な仕事を行っているが，今回の２法案が成立す

れば，ますますその仕事が重要になってくるが，これらの

船舶，航空機は昭和50年代に整備されたものが多く，犯罪

の取締り及び海難救助に一部支障が生じているとの問題点

を挙げた．その上で，上記２法案の成立に伴う新しい海洋

権益の保全等については，航空機或いは巡視船艇の性能，

例えば高速化或いは夜間対応能力，を上げる必要がある点

を指摘した．一方，海保の人員については，現在，１万２

千３百人余を擁し，この人員で様々な仕事を行っている

が，海保の任務をきちっと果たせるように，この人員の増

強についても引き続き取り組んでいきたいとの考えを示し

た ．
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２．海上保安庁の位置づけ

海洋基本法が制定され，総合海洋政策本部が設置される

ことにより，当該本部により海洋政策の総合調整が行われ

ることとなるが，日本の場合，縦割り行政の弊害によりこ

の総合調整がうまく機能しない可能性があるとの観点か

ら，当該本部と海保との関係がどのようになるのかが，細

野委員から，海上保安庁長官に質問された．

これに対し，石川政府参考人は，海保は，政府の一員で

あるとともに国交大臣の指揮監督下にあるので，海洋基本

法が成立すれば，国交大臣が総合海洋政策本部員として参

画し，そこで海洋基本計画の作成或いは実施の推進及び総

合調整を行うことになり，海上保安庁長官も必要に応じ

て，当該本部において意見の表明或いは説明が出来ると捉

えており，そのような中で，当該本部が策定する基本計画

或いは総合調整に海保としては従い，他の行政機関とも緊

密な連携をとりながら，海洋基本法の施行に努めていきた

いとの意思を表明した．

更にこの問題に関連して，海洋基本法は，当該本部に海

洋基本計画の作成とその基本計画を実施する総合調整機能

を行わせることとしているが，この総合調整を受ける側と

しての国交省の考えが細野委員より質された．

これに対し，冬柴国交大臣は，海保は，海上警察行政－

密航や密輸の取締まり等－，海上交通安全行政－船舶の航

行安全或いは海難救助及び海に関する情報提供等－，及び

海上環境保全行政－海洋汚染防止等－の任務を，人員，巡

視船艇，航空機の運用を含めて一体的に行っているが，他

面，これらの行政は，海事行政或いは港湾行政とも密接な

関係があるため相互の連携が欠かせない点を指摘してい

る．例えば，海事関係者或いは港湾管理者に対しては，国

交省に属する海事部局或いは港湾部局から必要な措置を義

務づける必要もあり，これについては海保の情報分析に基

づく対策や問題発生時の対応についての両行政間の連携或

いは訓練を実施することも必要となっており，そういった

点から，海保は，国交省の他の部局と一体的に仕事を行っ

ている部分が非常に大きいと述べ，このようなところか

ら，海保を国交省の下に置くことが適当であると結論付け

ている．更に海保の任務に当たる他国の省庁の例として，

韓国では，海洋警察庁が海洋水産部に属しており，ロシア

では，運輸省外局に属し，米国では，国土安全保障省に属

し，フィリピンでは，運輸省に，中国では，中国交通部海

事局に属し，カナダでは，海軍と各州警察が行っており，

インドでは，国防省に属しているとして，いずれの国もど

こかの省庁に属しており，日本では国交省に属するのが他

の部局との連携から必要であるとした．この回答に対し，

質問を行った細野委員は，海洋基本法が制定されることに

より，海保には鉱物資源，水産資源を含めた海洋の安全の

問題にかなり深く関ってもらわねばならないとして，その

ような危機管理を任務とする官庁として果たして海保を国

交省という一省の中に留めておく意味があるのかとの疑問

を呈している ．

また，松下委員も，船舶の安全確保や海上警備という危

機管理体制等重要な役割を担う海保は，国交省の部局では

なく，他の危機管理組織との連携が図られるような組織改

編を行うべきではないかとの質問を行った．これに対し，

今回の海洋基本法案の作成に携わった細野衆議院議員（国

土交通委員長代理）は，本法が制定されることにより，海

保はより危機管理について様々な具体的対応を迫られるこ

とになり，警察組織，防衛省との連携は当然のことである

が，その他に資源エネルギー庁，水産庁等との連携も非常

に重要であるとし，こういったことを現在の国交省の下に

ある海保でやり得るのかということについては慎重に見て

いきたいとの考えを示し，「海上保安庁について，危機管

理に関する関係行政機関との連携を含め組織体制の総合的

な検討・充実を図ること．」との衆議院の決議を挙げた．

そして，本法成立により海洋政策本部が設置されれば，こ

の本部の下で様々な危機管理的なことについても所管する

ことになるが，この本部の基本的な意思に基づいて海保が

きちっと機能するのか，それとも国交省の中の組織として

とどまるのかを見極めた上で，組織のあり方について変更

が必要であれば海保を危機管理部門として位置づけること

を再度検討していきたいとの説明を行った ．

３．災害と海保

近年頻発している地震に伴う津波に対する海保の対応に

ついて，糸川正晃委員（国民新党）（以下，糸川委員と略

称）より質問が行われた．これに対し，石川政府参考人

は，津波に関しては，基本的に，津波の情報を船舶に伝え

る必要があるため，海保は，船舶や漁業組合に対し迅速に

津波情報を提供するとともに，被害状況の調査を行うとの

説明を行った ．

Ｋ．海上輸送の問題（第20条，21条 1項)

１．マラッカ・シンガポール海峡の航行安全

マラッカ・シンガポール海峡は，日本の輸入原油の８割

以上が通航しているほか，多くの日本関係船舶が通航する

重要な海上輸送路であるが，日本は本海峡の航行安全にど

う取り組んでいるかとの大塚委員の質問に対し，富士原政

府参考人は，以下のような回答を行なった．

つまり，マラッカ・シンガポール海峡を国交省はマ・シ

海峡と通称しているとして，これまでその沿岸国に対し，

航行援助施設の整備，沈船の除去など，航行安全に関する

協力を長年に亘って実施してきたとする．本海峡は，マレ

ーシア，シンガポール，インドネシアの領海に位置してい

るため，この沿岸三カ国に利用国が協力しながら安全の仕

組みを作るのが重要であるため，IMOと沿岸国が主催す

る国際会議などにおいて安全確保のための沿岸国と利用国

の新たな協力の枠組み作りが今行われているとのことであ

る．またこの海域での海賊対策に関しても，国際会議の開

催，連携訓練や研修の実施，専門家の派遣などを通じ，海
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上取締り能力の向上に資する協力を実施してきたと述べ

た．なお2006年に「アジア海賊対策地域協力協定」が発効

し，これにより情報共有センターが設置されたが，日本と

しては，これまでの対策に加え，同協定の締約国と連携し

て，同センターを通じた海賊対策に積極的に取り組んでい

くことを表明した ．

２．外航及び内航海運に関する問題

日本の貿易量の99.7％を担う日本の外航海運は，日本

の経済，国民の生活を支える大きな役割を担っているが，

現状は長年に亘る厳しい国際競争の結果，日本籍船の総数

は極端に減少し，日本人船員も昭和49年（1974年）の５万

７千人から２千６百人へと激減しており，今後，日本が安

定的な国際海上輸送の確保を図るために，日本籍船及び日

本人船員をどのように確保していくのかとの大塚委員，こ

の関係での日本と諸外国との間の国際競争条件の不均衡の

是正に関する大口委員，日本籍船及び日本人船員の減少に

伴う課題に関する糸川委員の質問に対し，政府は，以下の

ような回答を行っている．

昭和60年のプラザ合意により急激な円高が進行し，日本

の商船隊は非常に厳しい経営状況に陥ったという中で，日

本籍船，日本人船員を便宜置籍船と外国人船員に置き換え

てきた．このことが急速に進んだということで，日本籍船

の総数は，ピークであった昭和47年の1580隻から平成17年

に95隻（日本の船会社が運航している船舶は大体２千隻）

にまで減少し，これに伴い外航日本人船員も，ピークであ

った昭和49年の５万７千人から平成17年には２千６百人に

減るとともに団塊の世代が多い．その結果，日本の商船隊

の大部分は便宜置籍船であり，パナマに籍を置いている船

が相当数であり，フィリピン人を中心とする外国人船員が

日本の商船隊の大宗を担っているのが現状とする．これ

は，非常時における対応を含め，日本の経済，国民生活に

とって不可欠な安定的な海上輸送を確保する観点からは懸

念される状況であるとの認識が示されている．そこで，国

交省の課題としては，激しい国際競争を行っている日本商

船隊が国際競争力をきちんと維持しなければならない一方

で，コストが高いと言われる日本籍船，日本人船員を如何

に確保していくのかということであるとしている．

そこで，国交省としては，国際的な競争条件の均衡化を

図るとともに日本籍船或いは日本人船員を確保するという

観点から，平成十九年度の税制改正において既に国際標準

となっているトン数標準税制を要望したと述べ，最終的に

は，与党の税制改正大綱において，非常時における対応を

含む安定的な国際海上輸送を確保するために外航海運事業

者が果たすべき役割及び当該政策目的を達成するための規

制等を明確にする法律の整備を平成二十年の通常国会で行

うことを前提として，平成二十年度の税制改正において具

体的にこれを検討することになっているとした．このトン

数標準税制とは，船舶を運航している事業者に対して，い

わゆる外形標準課税として，トン当たり幾らという税，み

なし利益をかけるものと説明される．現在，国際輸送に従

事している世界の船舶の6割は，このトン数標準税制の下

で経営されている船会社のもとにあり，残りのうち1割は

基本的に無税の国の会社が持っていると述べ，日本の現在

の税体系の下で船を運航している会社は世界的に見て少数

派になってしまったとしている．また同省では，日本籍船

及び日本人船員の計画的増加策を含めた安定的な国際海上

輸送の確保に必要な施策を検討するために，2007年２月に

交通政策審議会に対して，今後の安定的な海上輸送のあり

方について諮問し，現在その検討が行われており，６月末

［冬柴国交大臣によれば，６月中旬］に中間取りまとめを

行う予定であり，これを踏まえて来年の通常国会に国交省

として日本籍船或いは日本人船員の計画的増加策等を含め

た安定的な国際海上輸送を実現するための法案を提出し，

関連の税財政上の措置を講じる意向であると述べた ．

なお，これらの問題は，海洋基本法案の第20条（海上輸

送の確保）に関るものであるが，本条が盛り込まれた趣旨

を大口衆議院議員（国土交通委員長代理）は，以下のよう

に説明している．それによれば，日本は，エネルギーの

93％，食料はカロリーベースで60％を海外に依存してお

り，重量ベースで貿易量も99.7％，国内輸送も4割を海上

輸送で担っており，海上輸送が，日本の経済，国民の生活

に非常に大きな役割を担っている点を指摘した．にも拘ら

ず，現在，既述のように，外航海運においては，日本籍船

の総数は，ピーク時（昭和47年）1580隻あったものが，平

成17年には95隻となり，日本人船員もピーク時（昭和49

年）５万７千人であったのが，平成17年には２千６百人と

それぞれ激減するに至っており，団塊の世代も多くなって

いる問題点を挙げた．また，内航海運についても，船員の

高齢化，後継者不足が顕在化し，国内物流の基幹としての

安定的な輸送の確保においても憂慮すべき事態であること

を挙げている．このような点を踏まえ，国として効率的且

つ安定的な海上輸送の確保を図るために，日本船舶の確

保，日本人船員の育成及び確保その他の措置を講じるため

に，第20条を策定したと述べている．更に，日本と諸外国

との間の国際競争条件の不均衡を是正しない限り，以上の

傾向は阻止できないとし，上記のトン数標準税制を平成20

年度の税制改正から導入すべく努力したいとの決意を述べ

た ．

他方，松下委員は，自動航行中の針路の見張りを怠り，

漁船等の他の船舶と衝突する海難事故が多数起こっている

との例を挙げながら，日本人船員の育成及び確保の急務に

ついての国交省の取組を質したのに対し，富士原政府参考

人は，以下のように回答している．すなわち，日本人船員

の育成・確保は，日本経済を支える基本的な人的インフラ

であるにも拘らず，かなり脆弱化してきている現状にきわ

めて強い懸念を抱いているとして，これに対する取組とし

て大きく二つの方向を示した．まず，外航海運における船

員の問題については，現在２千６百人にまで減少している

東海大学紀要海洋学部

牛尾裕美



状況を踏まえ，今後いかにして優秀な船員，海技者を確保

するとともに増大させ，海技の持続可能な伝承を図ってい

くかということであるとした．次に，内航海運について

は，安定輸送を支える専門技術者としての優秀な船員，海

技者の後継者をいかにして確保，育成し，世代交代を円滑

に進めていくかが大きな課題であるとの考えを示した．こ

のような認識に立って，国交省は，船員教育のあり方に関

する検討会を設置し，ニーズに沿った質の高い船員の養成

に向けた教育システムの改革を進めるべく検討していると

した．また，2007年２月に，交通政策審議会に対し，今後

の安定的な海上輸送のあり方について諮問し，トン数税制

の問題，船員減少の一因である内外の制度格差の是正を含

めた広い視野から，外航海運のあり方或いは船員教育のあ

り方についての審議を行ってもらっていると述べ，具体的

には，ヒューマンインフラ部会というものが設置され，船

員教育のあり方に関する検討会の結果を踏まえながら，今

後の日本人船員の外航或いは内航を含めた確保，育成等に

ついて審議が行われているとの報告を行っている．そし

て，2007年６月に中間取りまとめが行われ，今後はこれを

踏まえた上で，2008年の所要の法整備も視野に入れつつ，

本件に取り組んでいきたいとの考えを示した ．

最後に，渕上貞雄委員（社会民主党）（以下，渕上委員

と略称）は，海上輸送の安全を確保するためには，とりわ

け内航海運における船員の労働条件や労働環境を大きく改

善させる必要性があるとして，これについての政府の取組

を質した．これに対し，富士原政府参考人は，海上輸送の

安全を確保するためには，優秀な日本人船員の確保，育成

が重要であり，上記のヒューマンインフラ部会においてそ

の確保・育成について鋭意審議しているが，こういった船

員の確保・育成のためには，やはり日本人船員という職業

の魅力をいかに高めていくかが重要であるとして，それに

あたっては労働条件の改善も当然取り組むべき施策の一つ

であると述べた．そして具体的には，他産業と比較して長

時間となっている所定外労働の抑制，或いはグローバルス

タンダードを踏まえた労働条件の向上等が必要であるとし

て，今後，上記の部会において，労働条件の改善を始めと

する諸課題について審議してもらい，その結果を踏まえて

労働条件の改善に努めていきたいとの考えを示した ．

３．国内海上交通の安全

渕上委員は，海上の輸送，安全を確保するために，日本

の周辺の海域も東京湾や瀬戸内海のような安全航行に関す

る規制を広げることが必要ではないか，例えば海上衝突予

防法に加えて海上交通安全法を日本の周辺海域に拡大適用

すべきではないかとの質問を国交大臣に行った．

これに対し，冬柴国交大臣は，海上衝突予防法は，海上

交通の安全を図るために，船舶の遵守すべき航法等一般的

な交通ルールを定めた法律であり，すべての海域において

適用される一般法であるのに対し，海上交通安全法は，輻

輳海域における更なる安全対策として，東京湾，伊勢湾及

び瀬戸内海において適用される特別法であると両法の相違

についての説明を行うとともに，全国の501の港において

は，港則法という法律により航路における航法等の特別の

交通ルールを定め，海上交通の安全の確保を図っていると

した．こういった既存の法を踏まえて，同大臣は，この５

年間における300トン以上の船舶の座礁事故は年間大体70

隻程度で推移しており，このうち海上交通安全法の適用海

域，港則法の適用海域，その他の海域での上記事故の発生

件数は，各海域ともほぼ同様の件数－20件前後－となって

おり，当該事故の原因は，各海域とも居眠り，船舶の位置

の不確認等の人為的なものが要因となっているとの調査結

果を報告した．こういった点を考慮して，同大臣は，座礁

事故防止の強化に関しては，居眠りや船舶の位置の不確認

等による危険な状態の把握，それに対する適切な情報提供

が重要であるとして，海保においては，船舶の名称，位

置，速力等が自動的に入手できる船舶自動識別装置により

東京湾から関門海峡に至る海域において航行船舶の動静の

把握や安全航行のための情報提供等を現在順次開始してお

り，今後は全国展開を図りたいとの考えを述べ，これによ

り座礁等の海難防止に大きく裨益できるとの考えを示し

た．従って，前述の現行の一般法，特別法でも十分防止で

きるのではないかと述べた ．

４．日本の港湾の国際競争力

アジア域内において港湾間競争が激化している中で，日

本の港湾は相対的にその地位を低下させている．日本の場

合，港湾を通じた海上輸送が社会経済活動の生命線となっ

ているのであるから，日本の港湾の国際競争力を高めるた

めの取組を強化すべきであるが，国交省の取組はどうなっ

ているのかとの大塚委員の質問に対し，中尾成邦政府参考

人（国交省港湾局長）（以下，中尾政府参考人と略称）は

以下のように答えている．

近年，経済社会活動のグローバル化が進展する中で，日

本の産業の国際競争力の強化，国民生活の質の向上を図っ

ていくためには，港湾の機能の向上が極めて重要であると

した．そのため，アジア主要港をしのぐコスト・サービス

水準の実現を目標として，スーパー中枢港湾プロジェクト

を推進する等．国際港湾の機能強化に取り組んでいると述

べ，スーパー中枢港湾においては，大型コンテナ船に対応

した高規格コンテナターミナルの整備とか埠頭公社の民営

化，或いは国際・国内輸送の連携の強化などの取組を推進

しているとしている．なお，平成18年４月に，関西の産学

官の関係者から成る国際物流戦略チームにより，大阪湾諸

港の一開港化が関係省庁に要請され，国交省として平成19

年中に一開港化の実現に向けて，関係省庁と連携して，既

存の業務形態にも配慮しながら所要の手続を進めていく予

定であることが表明された ．

また，アジアの主要港では，上海港において千ヘクター

ルを越える物流特区を創設し，釜山港では格安の賃料で国

際物流企業を誘致する等，コンテナターミナルの背後地に
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広大な用地を確保し，大規模な国際物流拠点の形成を国家

戦略的に行っており，日本におけるこういった物流戦略に

国交省はどう取り組むのかとの質問を，大阪港における夢

洲のコンテナターミナルの背後に関西全体の陸海空の物流

網の拠点とする世界規模の物流センターを形成する構想を

例に引きながら，大塚委員が行ったのに対し，中尾政府参

考人は次のように説明した．

コンテナターミナルの背後に物流拠点を形成すること

は，国際水平分業が進展する中において，日本の国際競争

力の強化とか環境負荷の低減などを図っていく観点から極

めて重要であるとの考えを示し，国交省としては，コンテ

ナターミナルの整備推進，民間の物流施設整備に対する支

援のほか，交通政策審議会における議論などを踏まえつ

つ，こういった物流拠点の整備に対し積極的に取り組んで

いくとの意思を表明している．また大阪港では，関西経済

連合会の提案などを踏まえて，港湾管理者の大阪市におい

て，夢洲地区というところで，コンテナターミナルの背後

に大規模で高機能なロジスティクスハブ構想の検討が進め

られていると聞いていると答えている ．

Ｌ．海上輸送産業の振興（第 5条，17条～21条，24条)

海洋基本法の成立を受けて，海上輸送産業の振興のため

に，政府としては今後どのような施策を講じていくのかと

の質問が，大口委員より行われた．

これに対し，富士原政府参考人は，日本が，世界最大規

模の海運と造船業及びその関連産業を有し，いわば世界有

数の海事クラスターを形成しており，これらの産業が，相

互に刺激し合いまた連携し合いながら，今日の海事関連産

業を作ってきたとの評価を述べた．しかし一方で問題点と

して，これら海事産業は，非常に厳しい国際競争にさらさ

れているとともに，他の産業と同様に少子高齢化の問題に

も直面している点を指摘し，国交省としては，国際的な競

争環境の整備，海上輸送産業の事業者の経営基盤の強化或

いは研究開発の支援，更には人材の育成・確保といった点

に力点を置きながら現在施策を推進しているとの説明を行

い，今回の海洋基本法を受けて，国交省としては，平成20

年の法整備－安定した国際海上輸送の確保を目的－(上記

Ｃの２を参照）を含め，海事産業の振興及びその国際競争

力強化のための取組を今後ともいっそう強化していきたい

との決意を表明した．

なお，この回答を受けて，大口委員は，石油等の鉱物資

源に係る海洋産業の振興の重要性，また沿岸管理の面で

は，津波，高潮等から海岸を守るという点だけでなく，海

岸が多様な生物が生育する場であり，独特の景観を有して

いることを踏まえ，総合的に施策を講ずる必要があるとの

指摘を行った ．

Ｍ．海洋資源の開発及び利用（第 2条，4条～6条，17条，

19条，22条～24条)

１．鉱物資源

谷合委員は，海洋基本法案第17条においては，開発・利

用する鉱物資源として石油，可燃性天然ガス，或いはレア

メタル（希少金属）としてマンガン鉱，コバルト鉱が具体

的に明記されているが，特にレアメタルについては，陸上

部での埋蔵量が少ない上，偏在性の高い金属であり，日本

はこのほぼ大半を輸入に頼っている点を挙げた．これを踏

まえて，同委員は，これらレアメタルは，電子部品乃至燃

料電池といった分野で非常に大きな需要が見込まれてお

り，海外の需要に左右されないで必要な数量を安定した価

格で確保したいとの要望に対して，この鉱物資源の開発利

用の推進のために海洋産業の振興をどのように図っていく

のが望ましいかを当該法案提出者に尋ねた．

これに対し，西村衆議院議員（国土交通委員長代理）

は，日本は，所謂資源小国であり，石油だけでなく他の鉱

物資源も大宗を海外に依存しているが，日本のEEZを始

めとする権益の及ぶ水域には様々な鉱物資源賦存の可能性

が指摘されており，当該資源の安定供給の観点から，この

資源の開発は極めて重要な課題であるとの考えに基づき本

条を定めたと述べた．しかしながら，これまでどんな資源

がどこにあるかというデータが十分に取得されてこなかっ

たとして，現在そういった水域について国が積極的に物理

探査などの資源調査を展開しており，その調査結果を民間

企業にいろいろな形で提供していくことが重要であり，海

洋基本法の成立に伴い，是非政府が積極的にこの資源調

査，更には開発に取り組んでいくことへの期待を表明し

た．同時に，日本の周辺には，レアメタルの鉱床が存在す

る可能性が期待され，或いは日本が１年間消費している天

然ガスの100年分位に当たるメタンハイドレートの埋蔵量

があるとの指摘もあり，資源小国である日本が海洋資源を

積極的に探査，調査そして開発することにより資源大国に

なりうる可能性を秘めているとして，いずれもこのような

調査は基礎的な段階ではあるが，引き続き政府として，是

非調査を積極的に行ってもらいたいとの期待を示すととと

もに，政府自身もそういった認識を有しているとの考えを

述べた ．

２．水産資源

海洋基本法において，海洋の重要な産業である水産業に

ついてきちっと位置付けるべきではないかとの渕上委員に

よる質問が法案提出者に対して行われた．

これに対し，細野衆議院議員（国土交通委員長代理）

は，水産業については，当該基本法第5条の海洋産業の健

全な発展において水産業についても位置付けていると述べ

るとともに，また第19条（排他的経済水域等の開発等の推

進），第17条（海洋資源の開発及び利用の推進）の中の開

発について水産資源に関する具体的な記述を置いており，

総合的な施策の中で非常に重要な産業として水産業を位置
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付けているということは，当該基本法の中でかなり明確に

なっているのではないかとの考えを示した．更に，日本が

国連海洋法条約を批准した直後に，漁業資源に関してはか

なり国内法の整備がなされており，漁業法をはじめとし

て，そういった具体的な施策と併せて，水産業の振興が当

該基本法が成立することによってなされるよう求めていき

たいとした ．

３．自然エネルギー

谷合委員は，海洋の自然エネルギーは，合算すれば現在

人類が使用している全エネルギーを上回るとの試算がある

として，波，潮の干満の流れ，或いは海洋中の温度差，洋

上の風力発電といった海洋の自然エネルギーは，コストや

技術の問題もあるが，海洋基本法案を受けてこういったエ

ネルギーの開発，実用化の可能性がどのように広がること

が期待されるかを法案提出者に問うた．

これに対し，西村衆議院議員（国土交通委員長代理）

は，鉱物資源だけでなくそういった海洋を活用したエネル

ギー源である，波力発電或いは潮汐発電といった潮の干満

や流れを活用した発電，海洋の温度差を利用した発電の可

能性も指摘されており，国内でも過去様々な実証実験を行

ってきてはいるが，現在のところ航路標識のブイ向けの波

力発電を除いて実用化には至っていないのが現状であると

の説明を行った．その上で，海外では，波力発電について

はイギリスで，また潮汐発電についてはフランスでいくつ

かの実用例があることを紹介し，日本でもこの基本法の制

定を契機に，海洋を活用したエネルギー源としての海洋の

活用方法を是非政府においても検討を進めてもらいたいと

述べた．また，発電効率の低さ，コスト，経済性の低さと

いった問題点から，直ちに実用化できるということはない

がとしながらも，洋上の風力発電等も北欧を中心に世界で

はかなり実用化されており，日本でもまだ北海道の２基だ

けと聞いているが，兵庫県の淡路島でも洋上発電希望者も

いるとして，当該基本法の制定を契機としてこのような動

きの広がることへの期待を示しつつ，政府においても，是

非積極的に支援をして検討していくとのことであることを

明らかにした ．

Ｎ．海洋環境の保全（第 2条，4条，6条，17条，18条，

22条，25条，26条)

１．海洋環境の保全と開発の関係

海洋環境の保全と開発利用の関係において，アジェンダ

21で示された持続可能な開発とは何か，また国交省が作成

した「国土交通省海洋・沿岸域政策大綱」において環境保

全と開発利用をどのように位置づけているのか，との質問

が穀田恵二（以下，穀田と略称）委員から出された．

前者の質問に対し，冬柴国交大臣は，将来に亘り我々の

子供や孫も海洋の恵沢を享受できるように，海洋の開発や

利用をするに当たり，海洋環境の保全との調和或いは水産

資源の保全に配慮を示すことが持続可能な開発の実現であ

ると答えている．また，後者の質問に対しては，宿利政府

参考人は，当該大綱は，アジェンダ21が採択された理念で

ある持続可能な開発を踏まえて国交省が作成したものであ

り，この大綱の中で，環境の保護及び保全の推進，自然環

境や美しい景観の再生といった施策を柱の中に位置づけて

おり，こういう理念に基づいて関係施策を推進していくと

の認識を示した．その一例として，閉鎖性海域を中心に，

海上保安庁を含めた国交省，及び関係の地方公共団体など

関係行政機関が連携して行動計画を策定し，これに基づ

き，水質の改善，干潟や海浜の再生などに取り組む全国海

の再生プロジェクトを現在進めており，平成15年には東京

湾，平成16年には大阪湾について行動計画を策定してお

り，平成19年３月には伊勢湾と広島湾についても行動計画

を策定したとの報告を行った ．

なお，渕上委員は，海洋基本法では，環境の保全や持

続，そして調和を謳っているものの，海洋資源の積極的な

開発利用や，海洋産業の振興，国際協力の強化に傾斜して

おり，環境や生態系優先の視点が弱いように思われるとの

観点から，法案提出者の意見を質している．

これに対し，細野衆議院議員（国土交通委員長代理）

は，良好な海洋環境というのは人類にとっても，当然日本

にとっても非常に重要であるということを大前提としてお

り，こういった考え方に基づき，当該基本法では，まず総

則の第2条において，海洋の開発及び利用と海洋環境の保

全との調和ということを大前提として謳っていることを強

調した．また，第３章の基本的施策においても，例えば第

17条（海洋資源の開発及び利用の推進）の前段において，

海洋環境の保全について当然これを配慮するとの規定を置

いており，各条文について環境の保全に関して懸念される

ところはかなり丁寧に書き込んだつもりであると述べ，当

然，当該基本法の趣旨に基づいて海洋の開発利用が行われ

る場合には，それぞれの省庁において最大限の配慮を払う

ように今後も求めていきたいとの決意を表明した ．

２．油の流出及び海洋ごみ問題

一方，海洋政策の重要な柱である海洋環境の保全－油の

流出等の海洋汚染の防止や海洋ごみ問題－についての国交

省の取組に関する大塚委員の質問に対し，宿利政府参考人

は次のような回答を行った．

海洋汚染の防止については，国連海洋法条約や海洋汚染

防止に関する国際条約に基づいて，海洋汚染等及び海上災

害の防止に関する法律などにより，必要な規制或いは取締

りなどを行っている．一方，海洋ごみの問題については，

平成十八年四月に漂流・漂着ごみ対策に関する関係省庁会

議が設置され，国交省もこれに参画し対策を検討してきた

が，船舶航行が輻輳する海域において浮遊ごみの回収など

に引き続き取り組んでいる．また今年度，海岸保全施設に

対し機能阻害をもたらす大規模な漂着ごみの処理に対する

新たな支援措置を創設したところである ．

なお，この漂着ごみ問題に関連して，穀田委員は，前記
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の漂流・漂着ごみ対策に関する関係省庁会議において，近

年，外国由来のものも含む漂流・漂着ごみが日本各地で問

題となっており，特に海岸機能の低下や生態系を含めた環

境，景観の悪化，船舶の安全航行の確保や漁具への被害な

どが深刻化しているとの指摘が相次いでいるとの点を取り

上げ，漂流・漂着ごみの現状についての質問を行った．こ

れに対し，谷津龍太郎政府参考人（環境省大臣官房審議

官）（以下，谷津政府参考人と略称）は，以下のように回

答した．

財団法人環日本海環境協力センターが，当該調査を実施

しており，平成12年度から17年度にかけての調査結果によ

れば，年間平均約15万トンの漂着ごみが国内の海辺に漂着

しており，平成17年度には，海外由来と推定される漂着物

は，全国平均にすると，重量比で６％，個数比では２％

となっている．また，平成17年に続いて，18年の８月中旬

頃から，日本海沿岸地域を中心として医療系の廃棄物の漂

着が見られ，平成18年12月末までに，総数で約２万６千点

以上に上っており，このうち約９百点は中国語などの外国

語標記が見られるとのことである．

次に，こういった現状を踏まえて，漂着ごみ問題に対す

る国内的及び国際的な政府による対応について穀田委員が

質問を行い，これに対し，谷津政府参考人，菅沼健一政府

参考人（外務省大臣官房参事官）（以下，菅沼政府参考人

と略称），宿利政府参考人は，以下のような答弁を行って

いる．

まず谷津政府参考人は，国内対策に関しては，平成18年

４月に関係省庁による局長級の対策会議を設置して，検討

を続けており，平成19年３月に，当該対策会議において当

面の施策の取りまとめを行ったとしている．それによれ

ば，各省が実施する平成19年度以降の施策に関しては，１

番目，状況の把握，２番目，国際的な対応も含めた発生源

対策，３番目，被害が著しい地域への対策，といった点に

関して新規予算或いは既存施策の拡充において対策の進展

を図っていく意向を表明している．他方，国際的な働きか

けについては，平成18年12月に北京で開催された日中韓三

国の環境大臣会議において，日本側から漂流・漂着ごみ問

題を議題として取り上げるべきとの主張を行い，議論が行

われ，当該問題についての三国による更なる協力が必要で

あるとの認識の一致を見て，その旨がコミュニケに記載さ

れたとのことである．また，国連環境計画（UNEP）の

主導の下に，海洋環境に関する地域協力を世界で進めるプ

ロジェクトが実施されている．その一環として，日本，中

国，韓国及びロシアが参加する北西太平洋地域海行動計画

というプロジェクトが動いており，その中で，海洋ごみ問

題に関する個別具体のプロジェクトが2006年から動いてお

り，そこにおいてモニタリングに関するガイドラインの作

成，行動計画の策定が進んでいると言われる．この問題に

関する補足として，菅沼政府参考人から，現在の外交ルー

トでの近隣諸国，地域に対する日本政府による問題提起が

紹介された．まず韓国に対しては，数次にわたり調査及び

原因究明を申し入れており，平成18年２月の日韓環境協力

合同委員会においても問題提起を行った．これに対し，韓

国側からは，どのように漂着ごみを減らしたらよいのかに

ついて高い関心を示して，努力をしているとの説明があ

り，恐らく台風などの自然災害が主な原因であって，すぐ

に解決するのは困難かもしれないが，韓国政府としても積

極的に取り組みたいので長期的な視点で見守ってほしいと

の回答があったとのことである．次に中国については，医

療関係の漂着物について重大な関心を示すとのことを中国

の外交部及び関係当局に対して注意喚起を行うとともに，

調査及び原因究明を求めた．これに対し，中国側からは，

沿岸地域における医療系廃棄物に関する管理を厳格に行う

つもりであること，及び調査を継続するとの回答があった

としている．なお台湾については，事実関係の照会を行っ

ているが，現在までの調査結果では投棄は確認されていな

いとの回答があったとの報告が行われている．また，国交

省の立場からは，当該漂着ごみ問題に関しては，二つの観

点から対応しているとする．一つは，船舶の航行が輻輳す

る海域では，船舶航行の安全の確保と海洋環境の保全の観

点から，国交省所有の船舶により浮遊ごみの回収を行って

いる．もう一つは，漂着ごみの処理に要する費用に対する

補助について，従来は大規模な流木などに限るとともに，

漂着量の70％までの処理量を対象としていたが，平成19

年度からは，予算措置を拡充し，流木等に限らず漂着ごみ

の処理を補助対象とするとともに，処理量も漂着量の全量

を補助対象とするとの対応強化に取り組んでいるとの説明

が行われた ．

３．海洋中の二酸化炭素の濃度の上昇及びメタンハイドレ

ートの開発

小林委員は，現在大気中の二酸化炭素の濃度が大変増加

しており，その吸収源としての海洋の果たす役割が大きな

注目を集めているが，その海洋中の二酸化炭素の濃度も急

増しており，地球規模の気候変動を引き起こす要因になる

との研究者の懸念の上昇を紹介し，このような海洋環境の

危機に関しての国交大臣の認識を問うた．

これに対し，冬柴国交大臣は，2007年２月に公表された

国連の機関である気候変動に関する政府間パネルの最新の

報告書を引用し，この10年間で海洋は人為起源により排出

された二酸化炭素の約３分の１を吸収しているとして，

1990年代は化石燃料等による排出量が64億トンプラス・マ

イナス4億トンであったが，そのうち海洋の吸収量は年間

22億トンプラス・マイナス４億トンであり，2000年から

2005年までは各年，今まで64億トンであったものが72億ト

ンに増えたが，海洋の吸収量は22億トンプラス・マイナス

５億トンとなって，あまり変わっていない，つまり飽和状

態に近いのではないかとの懸念を示した．その上で，この

まま二酸化炭素の排出が続けば海洋が吸収できる二酸化炭

素の容量の率はだんだん落ちていき，その結果，地球温暖
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化に伴い海水温が上昇するに伴い，再び海洋の二酸化炭素

の吸収量が減少するという悪循環が始まり，地球温暖化が

今後さらに加速することを懸念しなければならないとの考

えに立ち，今後も引き続き海洋環境の状況を厳しく監視し

ながら，二酸化炭素の排出量に対する抑制策をとっていか

なければならないとの考えを表明した．

一方，小林委員は，もう一つ海洋環境保全に影響を与え

るものとして，経団連が海洋開発の柱に掲げたとされるメ

タンハイドレートの開発問題を取り上げ，この開発は極め

て危険であると指摘されており，このメタンハイドレート

が一たび爆発すれば人類は80年で滅亡するという西澤潤一

首都大学学長の警告を紹介し，このように危険性の高い資

源の開発促進について政府はどう対応するのかを国交大臣

に質した．

これに対し，冬柴国交大臣は，国連海洋法条約では各国

にEEZ等の海洋資源の開発に排他的な権利を認めている

が，その大前提として，海洋環境の保全に関する義務に従

いながらその開発を行わなければならないとされており，

良好な海洋環境が人類の存続の基盤であり，これを将来に

亘って引き継いでいかなければならないことは言うまでも

ないとの認識を示した．その上で，日本は，四面環海，世

界で第６番目と言われる広大なEEZを管轄する国である

から，国際的協調の下に海洋の平和的且つ積極的な開発利

用と同時に海洋環境の保全との調和を常に図っていかなけ

ればならないということが重要であり，これを旨として海

洋政策を実施していくべきとの決意を表明した ．

Ｏ．アジェンダ21の実施（第 1条，2条，6条～8条，17

条，18条，27条)

１．日本の場合

長島委員は，1992年のリオ地球サミットで採択されたア

ジェンダ21では，各国に対し海洋に関する統合された政策

及び意思決定手続の制定を求めているが，日本は，こうい

った海洋に対する統合的な政策或いは意思決定手続という

ものを整備するのが遅れており，その原因が何であるかを

国交大臣に尋ねた．

これに対し，冬柴国交大臣は，この整備が必ずしも遅れ

たとは思わないと前置きし，この問題は，内閣の下に，外

務省は外交，文部科学省は科学技術の教育，農林水産省は

水産政策，経済産業省は産業エネルギー政策，環境省は環

境政策，防衛省は安全保障等々と，それぞれ分担をしては

いるが，内閣の内閣官房において総合調整を行うことによ

って，海洋権益を守ってきたとの認識を示した．また，こ

のような中で，国交省は，海上の安全確保，海上の治安・

秩序の確保，国土の保全，防災対策，海洋環境の保全・再

生，海上輸送の確保，海事産業の育成・振興，ＥＥＺの開

発利用，海洋調査等，いろいろな仕事を法律に基づいて授

権され，実施してきており，各省が縦割りでばらばらだっ

たとは認識していないとの反論を行っている．

しかしながら，長島委員は，これまでやはり省庁縦割り

でやってきたからこそ，今回の海洋基本法案の第６条（海

洋の総合的管理）が盛り込まれたとの点を強調し，国際的

な研究者による海洋政策の整備段階の紹介を行っている．

それによれば，日本は，インド，メキシコ，フィリピン，

ベトナム等と並んでまだ準備段階，ニュージーランド，ノ

ルウェー，ポルトガルは形成段階，オーストラリア，ブラ

ジル，カナダ，中国，ロシア，イギリス，米国は既に実行

段階に入っていると評価されているとした．そして，この

実行段階に入っている米国は，2004年に21世紀の海洋の青

写真という総合政策をまとめ，海洋行動計画というものを

定めて海洋政策を推進しており，中国も，中国海洋21世紀

議程という総合政策に基づいて，海域使用管理法を制定

し，国家が一体となって海洋政策を推進しているとし

た ．

２．東アジアの取組

長島委員は，リオの地球サミットを受けて，東アジア海

域でも持続可能な開発に取り組む試みとして，1994年に東

アジア海域環境管理パートナーシップ（PEMSEA）とい

う12カ国による国際プロジェクトが立ち上げられたが，こ

れに対する日本の反応は鈍く，正式加盟まで８年もかかっ

ているとの批判を行い，この組織に対する日本の対応につ

いて質した．

これに対し，宿利政府参考人は，まずこのPEMSEA

について，これは，東アジアと東南アジアの海域における

各国の沿岸海域の開発と環境保全の調和を目的として設け

られたものであり，1994年に発足し，現在，日本を含む15

カ国，及び地方政府，非政府団体，国際機関等も参加して

いる枠組みであるとの紹介を行った．そして，この組織の

発足当初は，参加国の沿岸域の開発の際の環境影響評価や

希少生物の保護域設定等の個別のプロジェクトの支援が中

心であったため，日本は参加しなかったとの弁明を行った

後，近年は，東アジアや東南アジアの海域における沿岸海

域の開発と環境保全の調和に共通して取り組む政策を協議

するという枠組みに変質，発展してきたために日本も2002

年にこれに参加するに至ったとしている．また，本年

（2007年）からこの事務局の体制が強化されることとなっ

ており，この事務局に対し，日本は，中国，韓国とともに

それぞれ12万５千ドルを平成19年から毎年，予算としては

平成18年度から拠出することにしていると述べた．更に，

この組織では，共通の戦略目標に基づいて国家戦略や行動

計画を策定し，沿岸海域の開発と環境保全の調和に関する

施策を進めることが今回決定された点を捉え，この海洋基

本法が成立した場合，そこでの海洋基本計画を策定する中

で，この共通の戦略目標を日本としてきちっと定めて実施

をしていく取組を行うとの意思表明を行い，この事務局に

日本人を派遣するといった人的貢献も前向きに検討し，ま

た人材の日本での研修，関連する国際会議を日本で開催す

るという取組を通じて，このPEMSEAに積極的に関っ
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ていきたいとの熱意を述べた ．

Ｐ．沿岸域の総合的管理（第 2条，6条，18条，21条，22

条，第25条)

谷合委員は，第25条２項において，沿岸の海域及び陸域

のうち特に海岸が着目されているが，この海岸に着目した

理由，及び海洋と沿岸域の一体的管理をどのように進めて

いくのが望ましいか，について法案提出者に質問した．

これに対し，大口衆議院議員（国土交通委員長代理）

は，この第25条１項は，沿岸の海域と陸域について一体的

な施策を講じること，特にその第２項では沿岸海域及び陸

域のうち海岸というものに着目をしたものであるとの前置

き後，第１点目の質問（第25条２項）に次のように回答し

た．すなわち，海岸というのは，津波，高潮，波浪等の厳

しい条件下にあると同時に，多様な生物が生息，生育する

場であり，また独特の景観を有しているといった特性が集

中しているとした上で，近年，海岸侵食が非常に速いペー

スで進行しており，また地球温暖化に伴う海面上昇という

こともあって，一層海岸侵食が進行している点が懸念され

るとして，1908年から1978年の間に年間72ヘクタールが，

また1978年から1992年の間では年間160ヘクタールが侵食

されているとの現状を紹介した．こういった点を踏まえ

て，第25条２項を置き，しっかりとこの海岸について，こ

の海岸の防護，海洋環境の整備及び保全，海岸の適正な利

用の確保に国が十分留意すべきこととしたものであるとの

説明を行った．次に第２点（第25条１項に関すると思われ

る）の質問については，以下のように述べた．つまり，海

岸と沿岸域の一体的管理についての規定を置いたのは，沿

岸域の海域における問題が，汚水の排水やごみの流出等を

通じた陸域の諸活動に起因しているため，海域に関する施

策を講じるだけでは沿岸の海域の資源及び自然環境がもた

らす恵沢を将来に亘って享受することが困難であるからで

あると述べた．こういった点から，海洋基本法では，一体

的施策を講じるのが相当と認められる沿岸の海域及び陸域

について，そこにおける諸活動に対する規制及びその他の

措置が総合的に講じられることにより当該沿岸海域・陸域

が適切に管理されるよう，関係諸機関の連携により必要な

措置を講ずるべきとしているのであるとの説明を行っ

た ．

Ｑ．海洋科学技術の研究開発（第 4条，22条，23条)

海洋国家である日本にとっては，海を知る，海を守る，

海を利用する，というバランスのとれた政策が必要であ

り，特に，海を知ることは，他のあらゆる海洋政策を展開

する上でも必要不可欠であるとの考えに立ち，この海を知

るということに関して，海洋科学技術に関する研究開発の

推進及びその成果の普及を図るため政府はどのような取組

を行っているのかとの質問が，大口委員より行われた．

これに対し，板谷憲次政府参考人（文部科学省大臣官房

審議官）（以下，板谷政府参考人と略称）は，文部科学省

においては，独立行政法人海洋研究開発機構を中心とし

て，海を知るということのための探査機等の技術の開発を

行うとともに，観測，予測などの研究活動を通じて，海洋

だけではなく地球についての知見を獲得していると述べ，

具体的活動として，研究船やブイ等を用いた地球環境観

測，観測データを用いた地球環境の変動予測研究，地球深

部の構造を探査し，地震や火山活動の原因となる地殻の挙

動に関する研究，６千メートルを超える深海での探査活動

を可能とする探査機等の開発を挙げた．更に，太平洋にお

けるエルニーニョ現象と同様の現象がインド洋においても

発生していることを発見し，この現象が地球の気候変動に

大きな影響を持っていることを解明しているとの成果も付

け加えている．とりわけ，上記の海洋研究開発機構が行っ

ている世界最高水準の研究開発に関する質問（大口委員）

に対しては，同機構は，世界最高水準の観測，探査技術や

予測技術を開発しながら，海洋を中心とした地球規模の環

境変動の解明に資する研究開発を実施していると述べ，そ

の具体例として，水深２千５百メートル，海底下７千メー

トルと世界最高の科学掘削能力を有する地球深部探査船

「ちきゅう」を建造し，日本が主導する国際研究プロジェ

クトにおいて，巨大地震発生メカニズムの解明等を目的と

して，2007年９月より，東南海・南海地震の震源域である

南海トラフを掘削する予定であり，更に，有人で世界最高

の探査能力を持ち，先日一千回の潜航を達成した深海潜水

船「しんかい6500」を用いて，メタンや二酸化炭素等を栄

養源とする極限環境微生物が生息していることを発見する

等，世界最先端の研究を実施しているとの説明を行った．

また，こういった成果に関しては，観測，研究の成果につ

いては，データの公表や学会での発表などを通じて普及を

図るとともに，地球シミュレーターでの地球温暖化予測の

成果が気候変動に関する政府間パネルの第四次の報告書に

おいても活用されており，国際的，社会的にも注目を集め

ていることを強調した．

なお，宇宙に関しては，宇宙航空研究開発機構の予算

が，平成18年度は，1801億円，平成19年度は，1838億円と

なっているが，上記の海洋研究開発機構の研究開発予算の

額についての質問が，大口委員より行われ，板谷政府参考

人は，平成18年度においては，364億円，平成19年度には，

対前年度比4.4％増の380億円であるとの回答を行っ

た ．これに対し大口委員は，世界に冠たる海洋国家であ

り続けるためには，世界ナンバーワンである海洋科学技術

分野への投資を重点的に行っていくことが不可欠であり，

海洋科学技術分野への予算が，同じフロンティアである宇

宙分野に比べて少ない点を指摘し，政府に対し，科学技術

分野全体への予算の拡充とともに，海洋科学技術分野への

重点投資の要請を行って質問を終えた ．
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Ｒ．海洋教育（第28条)

１．第28条提案の趣旨

海洋教育に関する第28条の趣旨について，松下委員より

法案提出者に対し質問が行われ，大口衆議院議員（国土交

通委員長代理）が以下のように回答している．

つまり，海洋国家，海洋立国を目指す日本としては，海

を知る，海を守る，海を利用するというこれらのバランス

の取れた政策を推進していかなければならないとし，特に

海を知るということが極めて重要であり，海を知ることに

よって担い手が育ってくることになり，また日本が有する

世界一の海洋科学技術も発展させなければいけないとし

た．こういった点から，日本が世界を代表する海洋立国と

して海洋に関する内外の政策課題に的確に対応するために

は，海洋に関する知識，能力を有する人材の育成が必要で

あり，大学，大学院等において学際的な教育及び研究が推

進されるような措置を国が講ずるよう努力すべきであるこ

と，また学校教育，社会教育において，子供の頃から海洋

に慣れ親しむことが国民が海洋について理解と関心を深め

ることになるという立場から，本条を策定したものである

との説明を行った ．

２．小学校・中学校・高等学校での教育

松下委員は，次のような観点から，海洋教育に関する文

部科学省の今後の取組に関する質問を行っている．すなわ

ち，海洋国家である日本においては，環境保全面，貿易

面，鉱物資源面，漁業資源面，領土面での海洋の重要性を

子供の頃から認識させることが重要であるとし，海洋基本

法案では，学校教育，社会教育における海洋に関する教育

の推進が謳われており，当該教育推進のためのカリキュラ

ムの充実が大変重要であるとの考えを示した．しかし，学

校教育において海洋に関するものを調査したところ，総合

的な学習の時間での取組はされていたとは推察するが，小

中学校の義務教育の学習指導要領には海という字が出てい

ないと述べた．これに関連して，海洋教育の現状を教科書

の記述から調査した横内憲久教授（日本大学理工学部）の

論文を引用し，義務教育である小中学校の社会，理科，生

活，地理，歴史等の教科書において，海に関する記述は教

科書総頁数の3.1％であるとの結果が報告されていること

を挙げ，海洋基本法案が成立しても，国民が海に関する関

心を持てなくなってしまうとの危惧を表明した．そして，

海洋教育を充実していくことで日本の海洋国家としてのア

イデンティティーを確立することが必要であると述べ，今

回海洋教育が上記法案に盛り込まれたことにより，文部科

学省としてこれをどのように推進していくかを問うた．

これに対し，布村幸彦政府参考人（文部科学大臣官房審

議官）は，小中高校での海洋教育の現状と今後の努力につ

いて次のような回答を行った．すなわち，海に囲まれた日

本にとって，国民一人一人が海洋についての理解と関心を

深めることは重要な課題であるとの認識に立ち，義務教育

を含めた学校教育においても，小中高校での発達段階に応

じて，社会や理科などにおいて海洋に関する学習を行うこ

ととしているとした．具体例として，小学校の社会科で

は，第５学年において，国土の位置の学習の中で，日本の

周りの海について地図帳等を活用して調べる学習を行って

おり，また海洋に関する産業である水産業についても学習

する中で，水産業の果たす役割，主な水産物の漁獲量や主

な漁港等の分布，水産業に従事している人々の工夫や努力

等について直接子供たちが調べる学習も行っているとし

た．また，中学校の社会科では，地理的な分野において，

日本の周辺の海や海岸，海流，海溝，大陸と海洋の分布等

について地球儀や地図を活用しながら学習を行っており，

また公民的な分野では，国家間の相互の主権の尊重と協力

についての学習の中で，領海，領土，領空等について学習

しているとした．そして，こういった小中学校での海洋に

関する学習内容は，教科書においても取り上げられてお

り，地図，或いは公海，経済水域，領海等についても具体

的に取り上げられていると説明した．その上で，現在，教

育課程の基準の見直し作業を文部科学省において進めてお

り，その審議の中でも，国家社会の形成者としての資質の

育成を図るための基礎的，基本的な知識，技能として，日

本の領土等国土の地域構成を確実に定着させることが重要

であるとの方向も出ており，この海洋基本法案の趣旨等を

踏まえて，学校教育において海洋に関する教育が適切に行

われるよう今後とも努めていきたいとの考えを明らかにし

た ．

３．大学・大学院での教育

松下委員は，平成14年８月の科学技術・学術審議会にお

いて，長期的展望に立つ海洋開発の基本的構想及び推進方

策についての答申が出されており，その中に人材育成の項

目があり，海洋教育の充実として，大学・大学院や水産系

の高等学校等の教育において海洋科学技術の分野や海洋に

関する国際・国内ルール等について幅広い知識を有する人

材の育成を推進し，国際的な立場で活躍できるようにする

ことが必要であり，その際，海洋に関する教育が社会に理

解されるよう，学部や大学院の専攻名に海洋を用いる等の

工夫をすることも重要であると書かれている点を紹介し

た．ところが，高等教育の場である大学，国立大学の理工

学部には海洋学科というものがないそうであるとして，東

京海洋大学はあるが，平成18年度の全国大学一覧を見て

も，四年制大学で海洋を学科に掲げているのはゼロだそう

であると述べ，隣国の韓国では海洋学科を持つ大学が12校

もあるそうだとして，今後の高等教育における海洋関連教

育研究についてどのように充実を図り推進していくのかに

ついての文部科学省の考えを質した．

これに対し，辰野裕一政府参考人（文部科学大臣官房審

議官）（以下，辰野政府参考人と略称）は，大学での海洋

に関する人材育成については，現在17大学20学部36学科に

亘り，海洋学部，生物資源学部及び水産学部等の海洋関係

の学部，学科において，海洋環境，海洋生物，海洋資源に
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ついて等さまざまな角度からの教育研究の取組が行われて

いるところであると説明した．そして，最近の特徴的な取

組の一例として，東京海洋大学では，その発足の当初に，

国際的視点での海の利用，資源の利用，海洋利用の政策提

言を行える問題解決型の人材を育成するという観点から，

平成16年に海洋政策文化学科というのを新たに設置してお

り，このような取組は，海洋に関する政策課題に的確に対

応するために必要な知識及び能力を有するという海洋基本

法案と方向を一にする取組であると見なしている．また，

海洋という名称を付した学科名も増えてきているとして，

その例として，東海大学の海洋学部の海洋文明学科を挙

げ，ここでも幅広い立場からの政策提言を行える人材の育

成を行っているとした．こういった状況を踏まえ，辰野参

考人は，今後とも，海洋に関る人材の育成の重要性に鑑

み，海洋基本法案の趣旨も踏まえたこのような積極的な取

組に関して，引き続きしっかりと支援をしていきたいとの

意志を表明している ．

Ｓ．東シナ海における日中海底油田問題（第 3条，7条，

17条，19条，21条，22条，26条，27条)

１．日中局長級協議（2007年３月29日）

東アジアでの中国との海洋権益の争いが非常に熾烈にな

ってきたことが，今国会に二法案－「海洋基本法案」，「海

洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律案」－が

提出されることを後押しする一つの切っ掛けとなったこと

は紛れもない事実であるとの認識を示した後，細野委員

は，一年間の交渉の停滞の後，本年の３月29日に行われた

日中の局長級協議において，経済産業省及び外務省の報告

によれば，今回中国側から一部建設的な意見も出されたと

の記述がある点を指摘し，その内容について質す質問が交

渉当事者である資源エネルギー庁長官に行われた．

これに対し，望月晴文政府参考人（資源エネルギー庁長

官）（以下，望月政府参考人と略称）は，共同開発に向け

た道筋についての意見交換の中で，中国側から一部建設的

な意見も出されたけれども，全体としては，今後更なる協

議が必要であるというのが，当該交渉に参加した者の判断

であるとした．その上で，質問の建設的な意見ということ

については，基本的には中国が共同開発について柔軟な姿

勢を示しているということであって，その具体的な中身に

ついては交渉の途上でもあるので回答を控えさせてもらい

たいとした．

この回答に対し，細野委員は，従来，中国側は，日中の

EEZの中間線から日本側だけを共同開発するという提案

であったと承知しているが，そこから一歩踏み出した提案

があったのかどうか，また中国側が行っている日中の中間

線付近での開発に関して，日本側が従来から主張している

当該付近での開発に関する情報提供を中国側は行ったのか

どうか，の２点についての確認を求めた．

望月政府参考人は，８ヶ月間，本問題に関する日中間の

公式な交渉はなかったが，まず最初の点については，それ

以前より日本が提案していたものは中間線に深く関る部分

についてのものであったことを前置きした後，その後，共

同開発地域についての議論をするに当たっては，日中双方

は，中間線議論，或いは沖縄トラフまでという中国側の

EEZ主張を，言ってみれば横に置いて，双方の歩み寄れ

る余地を考えようとの議論をしていたとの経緯を述べた．

その上で，今回の協議において，共同開発の地域につい

て，双方歩み寄れる範囲はどこだろうかということについ

て，中国側の言いぶり，姿勢というものが少し柔軟であっ

たというふうに感じたということであって，この点につい

て，中国側の真の主張についてはもう少したださなければ

ならないということもあるので，その具体的な中身につい

て今明らかにすると，交渉の進展に悪影響があるであろう

との考えを示し，日本側としても，中国側の主張の核心が

どこにあるかについては必ずしも十分まだ理解していない

というのが正直なところであると述べた．次に，２点目の

情報提供の問題については，その第一歩として，技術専門

家会合を開くということを先般来合意をしていたのである

が，開催されなかったため，出来るだけ早急に，出来れば

今週中にでも開きたいということで中国側と合意したこと

を紹介し，現在曜日を確定している最中であり，近々開か

れ，この技術専門家の間で話し合われることは，日中双方

の情報についての意見交換ということになるのが必然では

ないかとの推断を行っている．

最後に，東シナ海の当該地域において，資源エネルギー

庁は，既に民間の業者に試掘権を与えているのであるか

ら，当庁としても当該試掘業者の後押しをして試掘を行う

べきではないかとの質問が，細野委員より行われた．これ

に対し，望月政府参考人は，試掘を実施するか否かについ

ては，基本は鉱業権者たる民間企業の判断によるとして，

現在のところ，政府の立場としては，試掘権設定の許可を

行った際に，試掘を実施する場合には前もって政府に連絡

してもらうということになっており，現時点においては，

その具体的計画についての連絡はないとの説明を行いつつ

も，政府としては，そのような希望が伝えられた場合に

は，周囲の状況をよく分析し，政府なりにその日本企業に

対して十分に相談に乗っていきたいとの考えを示した ．

2．日中の共同プレス発表（2007年４月11日)

松下委員は，先週の温家宝中国首相の訪日時における国

会演説，首脳会談，共同プレス発表を分析した結果，その

発言の表現は従来より多少和らいではいるが，対日政策の

基本は何ら変化していない点に留意すべきとの警告的発言

を行った後，東シナ海での日中の海底油田問題について以

下のような視点から，外務省の見解を質した．つまり，前

記の共同プレス発表では，日中双方が受入可能な比較的広

い海域で共同開発を行うと記されているが，果たしてこれ

は合意といえるのかとの疑義を呈した．実際，中国外交部

は，前述の首脳会談とプレス発表後の翌日（12日）に北京
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での定例記者会見において，中国の海洋権益が及ぶ範囲は

沖縄トラフまでであり，日本側が提示する中間線の解釈は

採用しないと改めて主張したと述べ，11日には，白樺に加

えて樫において中国海洋石油が，ガス生産を開始したとの

発表を行い，定例記者会見では，個々の企業の具体的な活

動状況は把握していないが，主権に基づく正当な活動であ

るとの趣旨の発言を行ったとされる．こういった点を捉

え，松下議員は，これまで日本側が主張してきた，地下構

造が中間線にまたがっている可能性があるため開発中止を

再三求めてきたことにたいする中国側の無視をどう考える

かを問うた．

これに対し，伊原純一政府参考人（外務大臣官房参事

官）（以下，伊原政府参考人と略称）は，中国の外交部の

報道官が，上記の12日の記者会見において，中国側の開発

活動は，日本側と争いのない海域で行っており，中国が主

権的権利を行使する正常な活動であると述べてはいるが，

外務省としては，このような中国側の立場は，次のような

二つの理由から受け入れることは出来ないとした．まず第

一は，上述の中国の樫ガス田は，日本側の調査によれば，

その構造が日中中間線の日本側まで連続している可能性が

あるということを確認していることを挙げた．第二の理由

は，日本は，国連海洋法条約の関連規定に基づき，領海基

線から200海里までの大陸棚及びEEZに対し権限を有し

ており，これを下に隣国と200海里が重複する場合には，

中間線を基準に境界画定を行う立場を取っているが，中国

側は，この中間線主張を認めておらず，このような状況下

においては，日中間の境界画定が行われるまでは，その係

争となっている海域，つまり日本が権限を有している200

海里の海域に位置しているガス田－この樫ガス田は正にこ

ういった係争海域に位置している－についてはやはり中国

としても慎重に対応すべきであるとの立場から，今回の中

国の外交部報道官の発言については受け入れることは出来

ないとした．

更に，松下委員は，この日中の共同プレス発表では，東

シナ海問題を適切に処理するため，東シナ海を平和，協

力，友好の海とすることを堅持し，最終的な境界画定まで

の間の暫定的な枠組みとして，双方の海洋法に関する諸問

題についての立場を損なわないことを前提として，互恵の

原則に基づき共同開発を行う，双方が受入れ可能な比較的

広い海域で共同開発を行うこととなっているが，この双方

が受入れ可能な海域についての外務省の見通しを質問し

た．

これに対し，伊原政府参考人は，今回の日中首脳会談に

おいて，東シナ海を平和，協力，友好の海とするために共

同開発を行うということでは一致しているが，その共同開

発海域については当該首脳会談に至るまで相当局長級等で

協議を行ったが合意することが出来なかったとの回答を行

った．従って，今後の課題としては，この共同開発を行う

海域について協議をしていくということであるが，その場

合，双方が受入れ可能な比較的広い海域という概念を基に

今後鋭意協議していくとして，本年５月にも次回の局長級

協議を行う予定であることを述べた．また，本年秋にこの

共同開発の具体的方策を首脳に報告することを目指すとい

うことが今回の首脳会談の共通認識として合意されてお

り，その実現のために協議を今後加速して，対話を通じ

て，日本の主権的権利を確保しつつ，迅速な解決を目指し

ていきたいとの決意を述べた．

なお，松下委員は，中国の白樺ガス田では，中国は，日

中の中間線の日本側までも含む開発を行っており，中止を

求める日本に対し，中国は自国の海域での資源開発との主

張をとっており，このままでは，日本は中国側では開発で

きず，中国だけが日本の海域で開発を続けるということに

なり，日本だけが譲歩していることになる点をどう考える

かを資源エネルギー庁に質した．これに対し，岩井良行政

府参考人（資源エネルギー庁・資源燃料部長）は，先述の

外務省と同様，基本的な考え方としては，日本の主権的権

利を確保しつつ，東シナ海を平和，協力，友好の海とする

ということで各般の協議を続けているところであり，局長

級或いは技術専門家会合等が開かれ，４月11日の日中首脳

会談では，次回局長級協議を5月に開催するとの合意を見

ており，こうした協議を通じて，資源エネルギー庁は，東

シナ海を，平和，協力，友好の海とすべく迅速な解決を図

る協議を続けていきたいとの考えを示した ．

Ｔ．東シナ海の日中の EEZにおける科学調査に関する口

上書（上記Ｓの条文)

１．口上書 の法的性格

国連海洋法条約の規定の国内法制化との関連で，2001年

に交わされた東シナ海での科学調査に関する日中間の口上

書の法的位置づけ－その拘束力，違反した場合の措置－に

ついての質問が，細野委員より外務省に対して行われた．

これに対し，岩屋毅副大臣（外務副大臣）（以下，岩屋

副大臣と略称）は，EEZ及び大陸棚における海洋の科学

的調査については，国連海洋法条約では，第246条２項に

おいて，沿岸国の同意を得て実施することになっており，

第248条では，調査の事項について沿岸国に十分な説明を

提供しなければならないと定められており，更に第246条

３項において，海洋の科学的調査の計画に対しては，通常

の状況においては同意を与えるものとすると規定されてい

るとの説明を行った．その上で，日中間に関しては，

EEZ及び大陸棚の境界が画定しておらない状況の中で，

問題が生じることを避けるために暫定的に枠組みを作る必

要性から，お互いに口上書を交換して一定の約束をしてい

ることになっているとした．またこの口上書の法的性格に

関しては，これは，当事国に新たな権利義務を設定する国

際約束には当たらないとしつつも，この口上書を交わし，

枠組みが成立した後は，事前の同意を得ない海洋調査は，

なくなったとは言わないが，減少してきていると述べ，一
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定の成果，効果を上げてきているとの評価を行い，日本と

しては引き続き中国に対し枠組みの遵守をしっかり求めて

いきたいとの考えを示した．

２．口上書と国連海洋法条約

国連海洋法条約第248条（沿岸国に対し情報を提供する

義務）と上記の口上書との関係について，細野委員は，当

該条約では，科学調査を実施する国は６ヶ月前に沿岸国に

通告することになっているが，口上書では２ヶ月前となっ

ており，中国側に調査しやすい内容となっていること，ま

た第249条（一定の条件を遵守する義務）では，調査国は，

希望があれば沿岸国の科学者を調査船に同乗させることと

なっているが，口上書ではこれが確保されておらず，中国

側にとって調査が行いやすい内容と考えられるとして，こ

の２点についての外務省の見解を質した．

まず最初の点について，岩屋副大臣は，国連海洋法条約

上は，６ヶ月前に通報を行うこととなっているが，こうい

った海洋法条約の規定では，沿岸国同士が同意をすれば，

異なる通報時期でも差し支えはないと解釈しており，通報

は２ヶ月前程度でよいであろうと日中で合意，同意してい

るということであるとした．また第２点目については，上

記海洋法条約に言う，沿岸国が，調査計画に参加し又は代

表を派遣できるということについては，日本が中国側の計

画を十分に知らされていて，日本がその計画の中に参加し

て状況を見ることが出来るかという点については，口上書

には書かれていないけれども排除されているものではな

い，つまり中国がこの枠組みに基づいて行う海洋の科学調

査に日本が参加する，或いは代表の派遣を求めることが出

来る可能性は排除されていない，と日本側は考えていると

述べた．

この回答に対し，細野委員は，東シナ海での日中の共同

開発との関連で，国連海洋法条約に基づいて，中国側の科

学調査に日本の専門家を同乗させるよう中国側に求めては

どうかとの質問が行われた．尤も，岩屋副大臣は，この点

については，東シナ海の共同開発に関する日中間の協議，

日中外相会談，その延長線上での日中首脳会談があるとし

て，日中間の協議の中身が詰まってくる，或いは一定の合

意が出来る，共同開発 に向けてお互い前向きなスタン

スを取ることができる，こういったことになってきた場合

に，質問の内容の実現が可能性として排除されていないと

考えているとした．

３．口上書と海保による取締り

日中間の口上書に違反して中国側が科学的調査或いは更

に進んで資源探査を行った場合，当該口上書を根拠に海保

は取締りが行えるのかが，細野委員より質問された．

この質問に対し，石川政府参考人は，事前の許可或いは

そういうものがなくて日本のEEZ内で海洋調査を行う場

合に対しては，海保はそれに対して警告を発し，速やかに

退去するよう指導しており，併せて外交ルートを通じて抗

議を行っているとの回答を行ったが，細野委員は，再度，

国連海洋法条約違反の科学調査を口上書或いは直接国連海

洋法条約を根拠に海保は取り締まれるのか，違反行為を中

国の私船或いは公船が行った場合に当該船舶を実力で排除

できるのか，を問うた．これに対し，石川政府参考人が，

先述した通り，警告をし，退去するように求めると答えた

のに対し，細野委員は，「そうしますと，排除行為はでき

ないということですね．」との確認発言を行ったのを受け

て，石川政府参考人は，「ケース・バイ・ケースだと思い

ますけれども，例えば，そういうことによって我が国の方

の船舶その他に対して何らかの妨害行為が行われるという

ふうな場合は，私ども進路規制その他いたしますけれど

も，それ以外の場合につきましては，今申し上げたとおり

でございます．」との回答を行い，科学的調査の違反行為

が日本の船舶への妨害行為を惹起しない限り海保としては

実力行使による排除は行えないとの立場を取っていると思

われる．実際，この石川政府参考人の回答に対し，更に細

野委員が，外国船舶による違法な科学的調査，探査そのも

のに対して排除が出来るのかを質したのに対し，石川政府

参考人は，「我が国のEEZ内において我が国の許可，同

意がなくて外国の海洋調査船が調査をする場合には，私ど

もは中止の要請をいたしております．」と答えるに止めて

いる．これを踏まえて，細野委員は，日本のEEZ内での

外国船舶による違法な科学的調査を強制的に排除できない

のは，日本の法律の空白であるとの主張を行い，その国内

法整備を政府の立場としての国交大臣に迫った ．これに

対し，冬柴国交大臣は，これは，国家として極度に政治的

な判断を必要とする問題であり，新たな立法措置について

は，日本の国益，国連海洋法条約の趣旨などを十分に考慮

して，その適否を慎重に検討すべきであるとの立場を表明

し，民主党より提出されている排他的経済水域権利行使法

案の趣旨はよくわかるが，それがどういう影響を与えるか

について国家的な見地からいろいろな配慮が必要であると

思うので，慎重に配慮をしながら検討すべき問題であると

の認識を示した．また，この細野委員の言う法の空白の問

題について，外務省にも矛先が同委員より向けられたが，

岩屋副大臣は，この問題については，冬柴国交大臣と同意

見であり，上記の民主党案と問題意識を共有できるものも

多くあるとしながらも，やはり総合的な見地から，国家と

して，政府として慎重に判断をする必要があるとの考えを

示し，今後の検討課題とした ．

蓋し，細野委員と政府側の答弁に齟齬が感じられるの

は，前者が日中の口上書，つまりEEZの境界が未画定な

場合の科学的調査を前提としているのに対し，後者は，画

定済みのEEZ内での科学的調査の場合についての議論の

ように思われる．大陸棚或いはEEZの最終的な境界画定

が行われていない場合，そこでの科学的調査の実施はどの

ように行うべきかという問題である．その場合，暫定的に

中間線を境界線として国連海洋法条約の規定に従い実施す

るのか，或いは係争国による共同調査の方法を採るのかと
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いった方法が考えられよう．国連海洋法条約における海洋

の科学的調査に関する規定は，第13部 海洋の科学的調査

であるが，EEZ及び大陸棚での科学的調査の規定は，第

246条～249条，第252条～254条（第255条）がこれに当た

る．しかし，EEZ或いは大陸棚の境界が未画定の場合の

当該区域での科学的調査に関しては規定されていない．恐

らく明確に境界画定が行われている場合と考えられるが，

EEZ或いは大陸棚での科学的調査に関する紛争は，同条

約第297条第２項に解決手続が規定されている．なお，

EEZ或いは大陸棚の境界画定に関しては，第74条（EEZ），

第83条（大陸棚）に同一内容の規定が存在し，いずれの境

界画定も，「衡平な解決を達成するために，国際司法裁判

所規程第38条に規定する国際法に基づいて合意により行

う．」（第１項）こととなっているが，その第３項におい

て，関係国は，この第１項の合意に達するまでの間，「理

解及び協力の精神により，実際的な性質を有する暫定的な

取極を締結するため及びそのような過渡的期間において最

終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆ

る努力を払う．」との規定が設けられており，東シナ海で

の日中EEZの中間線付近での中国の大陸棚開発行為は，

この規定に抵触する可能性が高いと言えよう．

Ｕ．他国との EEZ及び大陸棚の境界画定問題（第 7条，

19条，27条)

長島委員は，日本のＥＥＺ或いは大陸棚の境界が，周辺

の７カ国－ロシア，中国，北朝鮮，韓国，台湾，米国，フ

ィリピン－と重複しているにも拘らず，どの国とも解決さ

れていない理由を外務省に質した．

これに対し，佐渡島志郎政府参考人（外務省大臣官房審

議官）（以下，佐渡島政府参考人と略称）は，まず米国に

ついては，1994年７月５日に，日本の南硫黄島と米国のマ

リアナ諸島のファラロン・デ・パハロス島との間でEEZ

の境界画定に関して，日米の政府間での口上書を交換して

いると説明した．これは，当時の日本の「漁業水域に関す

る暫定措置法」に基づく漁業水域と米国のEEZの中間線

を境界線とすることで合意したものであり，その後日本は

当該暫定措置法を廃止し「排他的経済水域及び大陸棚に関

する法律」を制定したが，この日米間の中間線に基づく境

界線は引き続き有効であるとの考えを示した．また，フィ

リピンとの関係では，現在日比間でのEEZに関する合意

は存在せず，両国は，それぞれ自国の国内法に基づいて

EEZを設定しており，これまで日比間において境界線を

めぐる特段の問題は生じておらず，今後，境界画定の必要

性を含め，事情を見ながら引き続き検討していきたいと述

べるにとどまった．この回答を受けて，長島委員は，日比

間の境界画定が遅れているのは，物理的な理由，技術的な

理由ではないかとの質問を行ったのに対し，佐渡島政府参

考人は，フィリピン側とは，将来のことを見据えて，折に

触れ非公式に協議を行っているが，フィリピン側の法整備

がなかなか前に進んでいない点を指摘し，お互いにポイン

トを取りながらきちんと話が出来る状況に今のところまだ

立ち至っていないのが現状であるとの認識を示した ．

Ｖ．「特定海域」の問題（第3条，6条～8条，21条，27条)

日本は，領海法によりその海洋権益の及ぶ領海の幅を，

五海峡である「特定海域」において３海里に止めている

が，国内の島の間において国連海洋法条約で認められた12

海里ではなく３海里に止めている国は存在するかとの質問

が，細野委員より行われた．

これに対し，小松一郎政府参考人（外務省国際法局長）

（以下，小松政府参考人と略称）は，同条約第３条を引い

て，領海の幅は，12海里以内であればよいので12海里に定

めなければならないということではないとの説明を行った

後，外国との間の海峡については12海里以下としている国

は幾つかあることは承知しているが，国内の島の間でのそ

ういった例は外務省としては承知していないとの回答を行

った．

この回答を受けて，細野委員は，日本は，国内の津軽海

峡，大隈海峡を初め，五海峡において，領海12海里を設定

できるにも拘らず，３海里に制限している点を挙げ，これ

ら五海峡に12海里を設定した上で，通過通航制度という自

由航行制度が利用できるではないかとの指摘を行った後，

この五海峡を３海里に止める理由として，そこでの国際海

峡としての通航が激しいので止むを得ないとの答弁が外務

省より盛んに行われるのであるが，当該五海峡の通航量は

どれくらいあり，国際海峡としてどれくらい蓋然性が高い

のかとの質問を外務省に行った．これに対し，小松政府参

考人は，突然の質問であるので，その交通量についての資

料が手元にないと述べたのに対し，細野委員は，既に言っ

ており，外務省としてはよくわからないとの事前の回答を

もらっているとした．更に続けて，理由は極めて不明確で

あるとしながら，国際海峡ということで３海里に領海を止

めていると解し，当該「特定海域」に関しては，12海里を

設定し通過通航制度を適用するか，或いは現状のままのい

ずれが日本の国益にかなうかの研究を外務省に検討するよ

う求めている．その理由として，細野委員は，日本の周辺

海峡には大きな変化があり，かつては米国に守ってもらう

ためとの議論があり得たかもしれないが，現在はそれ以外

の国の潜水艦が相当数日本周辺に来ているという状況を考

えれば，当該五海峡の領海を３海里のままにしておくとい

うのは明らかに日本の国益に反するとの見解を述べた．そ

して最後に，今後の課題として，この「特定海域」の問

題，更に領海内における様々な準軍事的な行為，例えば，

武装工作員の搬出，機雷の敷設といった行為－武力攻撃事

態に発展しない行為－が領海内で行われた場合の海保の対

応といったことを法の空白として挙げている ．

なお，細野委員は，今国会の３月16日の外務委員会にお

いても，この「特定海域」に関する質問を行っている．そ
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れによれば，日本の領域である領海を国連海洋法条約でも

承認されている12海里に拡張すべきではないのかというも

のであった．これに対し，小松政府参考人は，以下のよう

な回答を行っている．すなわち，日本は，海洋国家であ

り，しかも先進工業国であるので，このような日本にとっ

て，国際交通の要衝である海峡において日本の商船とか大

型タンカーなどのなるべく自由な航行を確保するというこ

とが，総合的国益の観点からぜひとも必要である．このた

め，日本自身も，諸外国が重要な海峡における自由な航行

を維持又は強化する政策をとることを促す必要があると考

えており，国際交通の要衝として諸外国の船舶の航行の用

に供せられていると考えられる特定海峡〔原文のまま〕に

ついては，外国船舶の自由な航行を保障することが適切だ

と考えている．日本も批准した国連海洋法条約には，国際

海峡における通過通航制度が定められてはいるが，この通

過通航制度については，「どのような場合にいかなる範囲

で適用されるのか，具体的にいかなる形態の通航が許容さ

れるかについて，国連海洋法条約に詳しい規定もございま

せんし，国家実行の集積が十分でないため，不確定な面が

あるということから，我が国の安全保障の観点からも慎重

に対処をする必要があると当時考えた次第でございまし

て，ここのところの判断というのは基本的に現時点におい

ても変わっていないというところでございます．」とした．

また，麻生太郎外務大臣も，当該「特定海域」が３海里に

とどめられた難しい経緯があるため，すぐ結論は出せない

が，検討させてもらうとの答弁を行っている ．要する

に，日本の政府の立場は，1996年に国連海洋法条約を批准

するに当たって，1977年の「領海法」で採用した「特定海

域」をそのまま引き継いだ「領海及び接続水域に関する法

律」の制定に際し国会で行った説明 が11年を経た今日

においてもなお変更されるものではないことが確認され

る．

Ｗ．離島の保全（第26条)

細野衆議院議員（国土交通委員長代理）は，EEZの確

保の重要性との関係で，離島の保全に触れ，その例とし

て，沖ノ鳥島を挙げたが，沖ノ鳥島が日本の領土でなくな

った場合，これだけで日本の領土よりも広い約40万平方キ

ロメートルのEEZが失われると述べた ．

Ｘ．海洋基本法の用語の問題

１．海洋基本法案に言う「海洋」の意味及びその地理的範

囲

小林委員は，当該基本法案での海洋の意味及びその海洋

はどこを指すのかとの質問を行った．

これに対し，細野衆議院議員（国土交通委員長代理）

は，当該基本法では海洋についての定義はなされていない

し，また国連海洋法条約という国際的な枠組みにおいても

海洋とは何かという定義はなされていないと述べ，こうい

ったことから，当該基本法における法令用語としての海洋

については，地理的，空間的に限定されたものではないと

の考えを示した．そして，具体的には，本法において，基

本的施策の中のそれぞれの条文における海洋の言葉にそれ

ら条文の中で限定されるべきものであろうと述べ，例え

ば，第19条の排他的経済水域等の開発の場合，本条での海

洋とは日本のEEZ法に基づく排他的経済水域及び大陸棚

を指し，第21条の海洋の安全の確保の場合，日本の船は世

界中を当然航行しているわけであるから，本条での海洋と

いうのは，日本の船舶が航行するであろう世界中の海を指

し，また第18条の海洋環境の保全等の場合，環境というこ

とになれば一部の海に限定しても全く意味がないので，こ

の場合も世界中の海を指すとの説明を行っている．要する

に，各条文ごとに海洋の意味するところが変わり，その範

囲がそれぞれの条文において特定され得るのであるとし

た ．

２．海洋は人類共有の財産（第７条）

小林委員は，海洋は人類共有の財産であることの意味を

確認する質問を行ったが，これに対し，細野衆議院議員

（国土交通委員長代理）は，海洋基本法案の目的規定［第

７条を指すと思われる］にもあるとおり，基本的に海洋と

いうのは正に世界の財産であり，その大前提に立った上

で，日本としては，例えば資源の開発であるとか様々な保

全に入るということであり，この法案ではそれを大前提と

して踏まえているということであると説明している ．

３．海洋の積極的な開発（第１条，２条）と海洋環境の保

全（第２条）

小林委員は，当該基本法案の第１条には「海洋の平和的

かつ積極的な開発」との文言があり，また第２条にも「海

洋環境の保全を図りつつ海洋の持続的な開発…その積極的

な開発」というのがあるが，ここで言う「積極的な開発」

とはどういう意味（定義）であるのかを問うた．

これに対し，細野衆議院議員（国土交通委員長代理）

は，まずここで言う開発の対象となる海洋資源についての

理解を求めることから説明を行っている．つまり，この海

洋資源には，大きく分けて水産資源と鉱物資源があり，こ

れら資源はすでに存在しているものであるため，当該法律

案では，それらの開発と利用というのは一体として捉え，

第２条にも記載したと述べた．またその開発，利用の具体

的施策については第17条に定めており，まず水産資源に関

しては，その保存および管理，水産動植物の生育環境の保

全及び改善，漁場の生産力の推進であり，また鉱物資源に

関しては，石油，可燃性天然ガス，マンガン鉱，コバルト

鉱等と定めており，こういった資源の開発を積極的に行っ

ていくという趣旨で，第２条において基本的な考え方を示

し，第17条で具体的な施策を定めたものであるとした．

この説明を受けて，小林委員は，海洋の開発そのものは

否定しないが，海洋環境の保全に影響を与えるような開発

については大変厳しく規制すべきであるとの立場から，当

該基本法案では，こういった点についてどのように担保さ
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れ，こういった海洋環境の保全に影響を与える開発に対す

る規制はどのように描かれているのかを質問した．

これについては，大口衆議院議員（国土交通委員長代

理）は，当該基本法案の第１条の目的において，海洋が人

類をはじめとする生物の生命を維持する上でも不可欠な要

素であること，そして海洋の平和的かつ積極的な開発及び

利用と海洋環境の保全との調和を図ることを明確に述べて

おり，また第２条の海洋の開発及び利用と海洋環境の保全

との調和において，海洋環境の保全を図りつつ海洋の持続

的な開発及び利用を可能とすることを旨として，その積極

的な開発及び利用が行われなければならないとの規定を置

いたとした．そして，第18条の海洋環境の保全において，

国は，海洋が地球温暖化の防止等の地球環境の保全に大き

な影響を与えること等にかんがみ，…その他の海洋環境の

保全を図るために必要な措置を講ずるものとすると定め，

この第18条は，当該基本法案の第３章の基本的施策の中に

採り入れられており，これが海洋基本計画の中に盛り込ま

れることにより，政府はこれをしっかり推進していくこと

になるとの説明を行った．この回答に対し，小林委員は，

当該基本法案においても，海洋環境保全に影響を与えるよ

うな開発についてはきちっと規制していくことが含まれて

いるということですねと念を押したのに対し，大口委員

は，その通りであるとの返答を行った ．

４．日本の平和及び安全の確保（第21条）

渕上委員は，当該基本法案の第21条の中の，国が我が国

の平和及び安全の確保のために必要な措置を講ずるものと

するとの規定を取り上げ，これは安全保障のことを意味す

るとの考えに立ち，この規定は，平時を想定しているのか

それとも有事も含むものであるのかとの質問を行った．

これに対しては，石破衆議院議員（国土交通委員長代

理）は，これは何を平時と言い何を有事と言うかの問題に

も関連するがとしながら，一つの例として，海保の行動が

あって，特別な必要がある場合には海上自衛隊が警察権の

行使として海上警備行動を行う，つまり治安出動が海上自

衛隊に対して下令されることがあり，そして防衛出動とい

うふうにエスカレートしていく場合を挙げた．その上で，

第21条１項後段の「海洋について，我が国の平和及び安全

の確保並びに海上の安全及び治安の確保のために必要な措

置を講ずるものとする．」の規定について，ここで我が国

の平和の確保のために必要な措置と記している以上，これ

は有事，防衛出動を指すと考えて差し支えないし，また安

全の確保については，海上の安全及び治安の確保等々，こ

れは平時と考えて結構であるとして，これらに対応する法

制はそれぞれ独立して存在しており，要するに，上記第21

条の規定は，平時並びに有事も含むものであると結論して

いる．

この回答を受けて，渕上委員は，平時及び有事の両者を

想定しているとすれば，当該基本法の海洋に関する施策と

しての平時における自衛隊の活動としてはどのようなこと

を想定しているのかを問うている．この質問に対し，山崎

信之郎政府参考人（防衛省運用企画局長）は，以下のよう

に答えた．すなわち，自衛隊は，防衛警備のための調査と

いうのが任務として与えられており，これに基づき，防衛

省・自衛隊は平素から日本周辺の海空域において警戒監視

活動を実施しているが，こうした平素における活動を含め

て，例えば海保に情報を提供する等の活動を行うというこ

とを考えているとした．そこで，更に渕上委員は，海洋政

策に自衛隊の活動を位置付けることになる当該基本法は，

いたずらにやはり周辺諸国に対して脅威を与えることにな

るのではないかとの懸念について外務省の考えを質した．

これに対し，草賀政府参考人は，当該基本法第21条の趣旨

自体については政府として解釈或いは説明する立場にはな

いとした上で，日本としては，専守防衛に徹し，他国に脅

威を与えるような軍事大国とはならないという基本理念に

従い，適切な防衛力を自主的に整備するという基本方針を

堅持しているので，当該基本法が成立した後にもこの方針

には変更はないと考えていると回答した ．

Ⅲ．「海洋構築物等に係る安全水域の設定等に

関する法律」の審議

小林委員より，「海洋構築物等に係る安全水域の設定等

に関する法律」（以下，安全水域法と略称）に関し，当該

安全水域に許可なく入域が行われた場合の対応手続に関す

る質問が今回の法案提出者に対し行われた．

これに対し，西村衆議院議員（国土交通委員長代理）

は，安全水域が設定された場合，まず船舶交通の安全確保

の必要上通知しなければならないため，まず事業所管大臣

から安全水域の範囲を示すブイの設置等を事業者に対し要

請し，その上で，当該水域に許可なく船舶が侵入してきた

場合には，海保が，安全水域に関する国内法及び国際法に

基づいて，最初は当該船舶に警告を行い，これに従わない

ときは当該船舶を停泊させ，立入検査等を実施するが，更

に当該水域より退去しない場合には必要な取締りを行うと

承知していると述べた ．

他方，安全水域法と海保との関係に関する細野委員から

の質問に対し，政府側である石川政府参考人は次のように

回答している．

石川政府参考人によれば，本法が成立，施行された後に

は，国交大臣の許可を得ない船舶が海洋構築物等に設定さ

れた安全水域に侵入しようとする場合，一般論であると断

りながらも，海保としては，まず当該船舶に対し，安全水

域に入域しないように警告を発し，これに従わない場合

は，海洋構築物等の安全確保等の観点から，状況に応じて

進路規制をすることになり，なおこういった事前の措置に

も拘らず船舶が安全水域に侵入するような事態が発生した

場合には，当該船舶を停船させた上で立入検査などを実施

して，安全水域法違反の観点から所要の検査を行うことに
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なるが，相手船舶が軍艦又は公船の場合にはこのような措

置は適用されないとした ．

Ⅳ．おわりに

日本は，20世紀の終わりごろまでは，いわゆる海洋国と

して可能な限り海洋の自由に重きを置いた海洋政策を採っ

てきたが，国連海洋法条約が採択され，日本も1996年にこ

れを批准し，世界第６位の管轄海域を有する国となるに及

び，この広大な管轄海域をいかに開発・利用し，また保全

していくかという守りを固める政策に方向転換していくこ

とを余儀なくされたと言える．その結果，上記条約の批准

を契機として，本条約に基づき，大陸棚，EEZに関する

３つの新法を制定するとともに5つの法律を改正し，国内

法の整備を図った．しかしながら，今回の国会審議におい

ても指摘されたように，依然として特に漁業に関して公海

の自由へのこだわりが残存したことも否めなかった点また

日本の管轄海域の開発・利用及び保全に関る省庁が多岐に

亘るとともに各省庁のいわゆる縦割り行政の壁に阻まれ，

これらの管理を一元的に実施することができなかったこ

と，こういった主要な要因を背景として，日本は，その広

大な管轄海域を総合的に一元的に開発・利用するとともに

保全する体制を本年（2007年）まで有さなかったと言え

る．このような総合的海洋管理制度の欠如を突き崩す直接

的要因となったのは，やはり東シナ海での日中のEEZ中

間線付近での中国による強硬な海底油田の探査・開発及び

近隣諸国である中国，韓国更には米国による海洋資源の開

発，海洋環境の保全，海洋産業の発展などを総合的に推進

する政策の策定であったと言えよう．

このような経緯の中で，ようやく国連海洋法条約を更に

具体化する，日本の管轄海域の総合的開発と管理・保全を

目指した海洋基本法が制定されることにより，本部長であ

る総理大臣の強力な統率力の下に一元的に当該管轄海域の

管理が実施される体制が法制化されたことの意義は大変大

きいと言える ．とは言え，今回の国会での審議において

も指摘されたように，日本の国益にとって重要な当該基本

法案の国会での審議時間が大変少なかったことからも，少

なからず今後の当該基本法の実施において考慮すべき課題

も残されている．例えば，日本の大陸棚，EEZに眠る有

望な鉱物資源の今後の調査の実施及び開発，更には当該海

域における自然エネルギーの開発，効率的且つ安定的な海

上輸送の確保を図るための日本船舶の確保及び日本人船員

の育成・確保，日本の港湾の国際競争力の強化，海上輸送

産業の事業者の経営基盤の強化或いは研究開発の支援及び

人材の育成・確保，海洋基本法制定に伴う海保の任務の明

確化とともに当該任務の飛躍的増大に対する組織再編の問

題，大学院までも含めた学校教育における海洋教育の推

進，また我が国の海洋管轄水域の上記開発・利用に当たっ

ての海洋環境の保全との調和及び外国との海洋環境維持に

関する協力関係の構築，更に現在緊急課題となっている日

中のEEZ付近での共同開発を始めとする近隣諸国との大

陸棚及びEEZの境界画定問題等，と海洋基本法を具体化

すべき海洋基本計画の策定に当たっての課題は極めて多い

と言える．更に，当該海洋基本計画を策定するに当たっ

て，既に実施に移されている海洋に関係する既存の基本法

及び策定が行われつつある計画 との調整をどのように

するのかが当面の問題となるとともに，最も困難な問題

は，国の財政危機の中にあって当該基本計画の実施に伴う

予算（第14条，第16条７項）をどのように捻出するかであ

ろう．今回の海洋基本法の制定が拙速であった と言わ

れないためにも，当該基本法という器の中にその理念をど

れだけ具現できるかは，従来から批判のある縦割り行政を

克服し，関係省庁が日本の国民及び国のために広い視野に

立って行動するととともに，当該基本法の具体的実施にお

ける首相の強力な指導力にかかっていると言えよう．と同

時に，当該基本法第11条にも盛り込まれているように，

我々国民自身も当該基本法の理念の実現に向け協力する強

い意志を持つことが肝要であるのは言うまでもない．
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いて プレスリリース 平成19年７月20日 外務省．

85．「環境基本法」，「科学技術基本法」に基づく基本計画が，

それぞれ平成18年～22年にかけて実施されており，「水

産基本法」の基本計画も平成19年より実施予定とされて

おり，「エネルギー政策基本法」の基本計画は平成18年

に第1期が終わり，現在次期計画の検討作業中と言われ

る．また「国土形成計画法」に基づき，EEZ及び大陸

棚を含めた海洋・沿岸域をその計画対象とした「広域地

方計画」の策定作業が行われつつあるとのことである．

『海洋産業研究会会報』社団法人 海洋産業研究会 第

335号 Vol.38No.1(2007.1.23)pp.9～10．同会報 第336

号 Vol.38No.2(2007.4.16)p.6．

86．渕上貞雄委員（社会民主党）は，海洋基本法案の審議に

ついて，当該法案に関しては，国土交通委員会だけでな

く，内閣委員会，外務委員会，農水委員会，経済産業委

員会，環境委員会等，関係する委員会が数多くあるわけ

であるから，その審議についてはやはり連合審査等々を

考えていくべきではなかったかとして，当該法案につい

ては多少拙速であったのではないかとの観点から，法案

提出者の意見を質した．これに対し，細野豪志衆議院議

員(国土交通委員長代理)は，当該法案に関する衆議院で

の議論では，国土交通委員会において当該二法案は全会

一致で委員長提案という形になり，こういった委員長提
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案ということであるので，法案そのものについての質疑

という形にはならなかったが，一般質疑という形をと

り，3時間の間，担当に関る国土交通大臣等とのやり取

りも行っており，その意味では，ある程度の審議は衆議

院の方では行ったという自負は持っていると回答してい

る．また，参議院での審議については，法案提出者は今

衆議院側からお願いをしている立場であるので，参議院

の方の審議のあり方については答弁は差し控えたいとし

た．第166回国会 参議院 国土交通委員会会議録第11

号 12～13頁．
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要 旨

日本の管轄海域（領海，大陸棚，排他的経済水域等）を総合的に開発・利用するとともにその環境の保全をも図ること

を目的とした我が国で初めての海洋に関する基本法が本年（2007年）４月に制定された．本法は，その目的と原則を規定

した第一章 総則，当該目的・原則に則った政府による海洋基本計画の策定を定めた第二章 海洋基本計画，当該基本計

画に盛り込むべき綱要を定めた第三章 基本的施策 上記海洋に関する施策を集中的，総合的に推進する組織について定

めた第四章 総合海洋政策本部から成る．本稿では，当該基本法が審議された第166回国会における議論を通じて，今後

政府が海洋基本計画を策定するに当たって問題となる事項を検討した．その結果，主要な問題として，我が国の大陸棚，

EEZの調査・開発，効率的且つ安定的な海上輸送の確保を図るための日本船舶の確保及び日本人船員の育成・確保，日

本の港湾の国際競争力の強化，海上輸送産業の事業者の経営基盤の強化，海上保安庁の任務の明確化及び組織再編の問

題，学校教育における海洋教育の推進，我が国の海洋管轄水域の上記開発・利用に当たっての海洋環境の保全及び外国と

の海洋環境維持に関する協力関係の構築，近隣諸国との大陸棚及びEEZの境界画定問題等，が挙げられる．

東海大学紀要海洋学部

牛尾裕美
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