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はじめに

�� !"#"による$%��の�&は'

�������(������������	
��	���

�����������
)が����*に !��モ

ラトリアムを+,した-.'/0された�1

にある2 !��を3っているのは'モラト

リアムに4して56を78し9�:;で<!

しているノルウェーのみであり'
�

=>は��

?@を#"とするとして<!を3なっている

に0まっている2モラトリアムを+,してA

B �
ではCDEFGH(�����������

����������������)とIばれる�&JK

LGMについて����*にNOがPられたが'

QR
SのGM�をTむCLEF
S(���

���������������������)とIばれるメ

カニズムをUり'コンセンサスがPられない

��にある2

さて'����*に+,された !��モラト

リアムをVめてWXにYZし'+,に[いた

のが��であった2���\が !��の]

^/0という_を��`�のaでbcdef

するようになったのはgにこれをhること� 

*'��!�*６iに�jされた�klmno�

6のaをpじてであり' !��の� *m]

^/0をqめるrs_がt�6で+,されて

いる27_はt*の�
ではuvされたも

のの'これをwxとして�
は����W

yをqめるGzに$きく{を|り'ついに

����*のモラトリアム+,に}ったのである2

��は!�*のモラトリアム7_A~は'�か

に��の��によりe�を�いたポジション

を�ってきたが'��そのものを]���"

���

�>�は'�  "*� iに�かれたno��d��
���びに�  #*６iに�かれたnoM����
での��sを�にCDd��したものである2�
�sに4してVめて��なコメントを�さった�
��びに���の������(� $�)'¡¢
£¤��(¥�¦!$�)'§¨©���(ª«�
¬$�)'®¯°±��(¥�²�³$�)の´
��'びフロアのGµに4して'Cめて¶く·
¸¹しºげたい2
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に��すべきとの��を�ったことは��も

なく�	って��
のモラトリアム��は�

の����の��な��を�すものであった�

では�なぜ�はそれまでの������

��を��に��し�����モラトリアム

を��するに ったのであろうか�そもそも�

それまでの������は!"#だったので

あろうか�それとも�$%��キャンペーン

が&まる'に�すでに()の*+のある�,

は����によって()され�-.の/0は

1んでいた2
�

のであろうか�また�の

���に3する������45を61した

78は9であったのであろうか�そしてモラ

トリアム61への����は:を;<=>?

とするものであったのであろうか�モラトリ

アム��は��
の���@ABCDでEFさ

れたことから�このGばかりがともすれば�

りHげられ�モラトリアム��は�Iでの

JKL)MによるNO=PMにQぎないので

はないかとのRSがTくなされている�UM�

$クジラはかわいい2$クジラをVすのはWX

Yだ2といったNO=ZGが�[()��の

\]に:らかの^で_`する�aがあること

をEFはできないであろう�しかしbcはそ

れだけにdまるのであろうか�efMはこれ

らについてghすることをi=とするもので

ある�
�

１ ��������	
�から1950�

にかけての����

��jDでのk�lにおける����への

�りmみは����	
４n���opの7qに

よる����rstDPにuることがWvで

あり�wDPをxけてy��
９n�����

にzするジュネーブ{|}�
�����
��
�

���������
�
��������~が��されて

いる�����
には�����F}�������

��
����������
����������
�
�

�������~が��され�����にわたり

����のための��DPが�qされ�PF

��が��されている�これらにより�セミ

クジラ�びコククジラが����とされたほ

か�����Wv��の�Fや�8の���

�にzする���がFめられることとなって

いる�
�

�しこれらを�じた����は�そのI�

を45するごとに�|�の��を+したこと

から���に�くものであった�そこで�

は����
に�qされた����DPの�H�

� =な��{|の��を�¡し�この�

のイニシアティブによって����
�����

��{|が��された�{|にFめられた¢

8=な���Fは�ほぼ�'の��£{|の

I�を¤¥したI�となっている�
�

¦S�そ

れまでの��{|とは§なり�{|e¨は�

©=な�FをFめるに�め���ªの«Fや

�����,の�F�の����は���のk

�¬によって��される®に¯り°まれ�

®の±²を³ることを7たるi=として

���が«�されるに った����はeDP

と�´µBCDである@ABCD�¶·BC

D�¸�¹ºBCDにより»¼され�®の

½¾は�@ABCDでghされた¿�¶·B

CDでÀPされ�これをもとにeDPで��
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されていた�なお��の��に�して��は

	
を��てることが�であり�	
��

を�った�に�して����は��を�じな

い�

��における��の��は���であり�

���� !は"�#ノルウェー#オランダ#

ソ$#%&'が()を�なっていた����

はこの�*での+,-.について��������

/�0まで1シロナガスクジラ234	
��

��
������	��56という78で9:を

�っている�これは�シロナガスクジラ１;

を�	��とし�ナガスクジラは２;�ザト

ウクジラは���;�イワシクジラは６;を�

それぞれ�	��と<=するというものであ

る�,-.:>は����/に?@された,AB


で������	��とCDされており����も

この,-:>.をそのままEFしている�G

しこのHIは �のJKLMのNOとPQR

STのUVのなか�PQWXの�まかなYZ

によって[Dされたものであり�
�

!に,-.

が\�であったと]^されることになる�

さて�ここで_�`aの����/bから��/

bにかけての�cdりについてefしておき

たい����のC�gh�ijkに�する�

clmは�nopq4����/９rまではst

u���/��rghはvtu5fび�tuの�

)wxy�のpzfびA{QWが|Dし�

���へのb�}は�~�b��stuy�

p��tuy�pがそれぞれ�����でも

４�５���あった�_�では !����/b

!�より���で�めて�9�の��,Aが

()されたのみであり�,A��に�する�

�R��k�はほぼ�く��しておらず�P

Q��Bで��された��に7づいた9:�

�の ¡を¢めるというのが_�の7&R�

�であった�

g£に¤えて_�の��の���を¥じた

,A9:に�するlmを¦§する¨©となっ

たのが�チリ�エクアドル�ペルーの1サン

チアゴªe6によって«¬された���の

®Ro¯°の±²¨¢であった�こうしたo

¯°±²¨¢の³´のµつとなっていたのが�

もし��¶·をnとして¸��)�の¹に�

ねれば�¶·のº»を¼くというn²であっ

た�,A��Bでの9:が ½にもj�U�

であることが^¾すれば�こうしたn²の¿

�ÀをÁ�けることになりかねない�
�

¸��

ÂÃÄをÅÆし�o¯°をÇくÈえたい_�

は,A��Bでの,-9:が�)¶·oÉ#

ÊËのモデルケースとなるよう����を¥

じたA{¶·9:が�ÌRにj�するようÍ

Îしていたのである�

さて�����/bを¥じて ���は������

	��という�Ïの,-.を����でも

������	��へとÐか�����	��のÑÒしか

 ¡できず�シロナガスクジラ'�ÓA{の

ÔÒを�くÕぐことができなかった�¶·Ö

×についてPQRにUØ なÙがÚかったこ

とに¤えて�PQ��BのÛ�メンバーであ

る,A�のPQWXが��にとってÜりにU

�Ýとなる��を�なわなかったこと�fび�

��された����にUÞをÛする,A�の

	
��により9:がÛ�ß àしてしまう

こと�'がそのÉÂであった�

_�,A`|のá<â�½,A��Bでの9:Ö×fび_�sにおけるA{'ÊË`|のã?をäめてâ åæå



こうした��に��の����を	えたの

が
�����の���であった������に�

�の��により�������の３�の��

�によって !される�"#�が$%され


���&'()*+を,り-れた./01が

2みられたのである�3"#�は���	�と�


�に456を78し
��などが345の9

け-れを���に:く;った<=
���に>

?された���で
@ABの�CDを


������とE�の�CFGからおよそH

Iし
JK�CDでもLM�CNOであるの

でP)も�CDのQIをRなって�����には

Sなる./ITがUVまれないレベルをWX

る�CDを$�するとの�Yが!Zしたので

ある������に>?された��では
��

"#�がこれ[Jの./ITをもたらさない

�Cレベルとして	����\	������を]5

し
^_の<=
	������の�CDが$

�されている���は
ようやくその`a

をbcにdeするかにfわれた�

２ �����までの���を�じた��

��

こうして���g)H
��はhiにjk

l%を:mしてゆく�しかしながらjkはn

ずしもboなものではなかった�pjkqr

に ��qsを^tしuけ
また./01

にvする��wxUのJでのyzF{が|}

していたこと
~���での�Cjk:mを

�め�わせるため�の��での�Cが:mさ

れ�Cを�いたこと
��r��によりjk

が��でなしくずしにされていたことが
�

�の��における�=wな����を�ん

でいた��であった�

� � � � ' � ��
� �３����
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�����に�る��と���	
��

���な��を�んでいた��として	


に��されなければならないのが����

���が ����に�づいていたという

�である�そもそもこの��では���と

いう���でシロナガスクジラを１���し

ても�の��たとえばナガスクジラを２

���しても���は じという!�に"っ

ている�このため１つの��が#$すると

より%&の��を��しこれを'(させる

というパターンが)り*されてきた���+

��は,-./0でも)り*し12されてい

たが��3は45を6り,-7の12は

89されたままであった�

���では:&�;の<�と=>#$に?

いザトウクジラが���
@シロナガスクジラ

����@にABCDとなったためこれEFは

ナガスクジラとより%&のイワシクジラが

��のGHとなっている�６�で���と

してI�され�JをよりKくLMできるイワ

シクジラにNたる��GHがシフトしていっ

たため'(したナガスクジラのこれE�の

O�にはPQめがかかったかにRわれていた�

しかし����@STにナガスクジラの@UVW

にXするYたなZ[がもたらされた\�
�

]

^=>_を:`にaきbげたc3dびカナダ

e,-7とそれほどb�fgのh�はない

とするije,-7とのkで=>VWlmが

noするにpった�このように,-�Z[

はKqにrs4な�をtむものであった�

�����による���������び

������による��

�uWvのwxyによってz�が{れなく

なった3|は��@Sに���から}~してゆ

くなか�Jyの��もあったijはこうし

た3から���を�い{って���の�(に

G�する
�����での��も��して

c3����の�I�3���./0での����dびc3�における�;y����の��を�めて� ���

�２��������� !��"#
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��を��しようとした�ソ�も��	
で

の���を１�から４�へ��させ�

���を�げた��	
での��は����

������を���め��の���の� 

に!"し#けた$%&の'から(ても)*か

に+り,ぎ-
��

と.めざるを/ないものであっ

た01２234�これに5して���ソ��

カナダ�67の8で�+9:に;する<=が

>#されるが��+?の@Aや9:BCをDっ

て��とソ�のE(は5Fし������にGく

;H78でのIEがJFするにKった���

LMN�OPという���Qでの9:はさら

にRれて���	�からであった�

���をSじた9:をTけないUVW7で

は����VW7の��X�YがZ[\�と

]^するなどして_�の`aを1っていた�

�b��は���
�にUVW7のチリで��


c�のdefである��gh��は���より

UVW7のペルーでZ[\�と]^して��

_�をiい�このjkペルーでは�+lmn

が�����の��
��mから���には���mへと

�oに�Vしている�
�

pq��_�efにし

てみればこうしたhrstはuvぐ�+?w

xyzに5する)やむなき{s|-
�


であると

も}えようが����の9:に~��さない

ものであったこと�Vえてペルー��では

���で����されていたザトウクジラも

�+されたことなど�����の��から�

みるならば�なからぬ��を�むものであっ

た�

����

とは}え����UVW7も�+��はノ

ルウェーに��する7������にS�し

7 � � " q � ���� �３����

�３: ソ�の��	
�����と�
��1947�72��
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ており�����の��を�	の
で�らか

にすることが�であった�しかしその���

�������で������が�を��に


�る��を�ない���とおよそ�なる�

���を !するなどの�"も#$けられて

いた�%にソ&に'しては���'(�)�

では*+,-がほぼ./の��と0していた

が�ソ&を12しないようにするため���

でこの34が 5されることはなかった67

３�89����ではこうした:;を<=する

ため�>?@ABCをDEするよう��FGか

らHIがJけられてきたが�ソ&はHIをK

LさせないようMNOPを7り��Qされな

いままであった�

さて����による��R�BSがなされ

ていなかったTUVWでX�されるYZ��

は�[たな\]が^_されると`�によりa

bcdをeき�このためfに[たな\]の^

_が�われるというghiをjっていた�マッ

コウクジラについてはklmによって���

がnけられていたものの�YZ��opはq

Bをrれるため���な*+,-を�なって

いた67４�89�マッコウクジラについて

は���もsクジラtびuクジラvwのため

のxyBSをnけていたが�これに'するz

{,-も|}0していたのである�
��

３ ��による������	

����FGより~���G��に�わり�

���	Fから
�Fまで���~�����G�

6����������9を�めたマクヒュー6��

���������������9は
�Fに^�された

�������F���に'する�)�-�で�

���では�だ��つかの�U�な�4への

���な��がなされていない������A

�F���で����#に�して��Wのヒ

ゲクジラにvw�な���にn�することに

� したことがその¡¢�な�£である¤と

¥¦するとともに��>?@ABCが�だ�

§されていない¨に'して����A�の©

~����ªの«¬�>���A�でのqB:;tび~��における�®¯vw�ªの°^を±めて ²³́


４�����による���1965�����1965�75�でのマッコウクジラ����
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�に�なる��を�え�けるものである�と

�い	
を��している
��

さて������において������は

����より�まりを�せることとなるが��

�を�いた��� !��"#は$%&'に

(しても)*を+けるようになる���１,

に !����に-.していた/012のチャー

ルズ�リンドバーグ3���	
��������

��	��4が56789にシロナガスクジラの

��を:える;<
��

を=>したほか������の

���?@ABには����Cびに���Dの

��がオブザーバーとしてE�し�FGも

����の��としてリンドバーグがE�した

ほか����や������にHIしたJKのL

3�	���������� �	��4DもAMにNを�

せるようになる

O�Pでも��� !"#Cび�QR�"

#をS*としてTUに$%&'に(する)*

が�まってゆくが�O�VWはこうしたXれ

をYけ��PでZ[されていた\$を]^_

`するabを1なうにcっているdeO�

Pではごくfghのij\$のk�O�lm

njにopするコククジラに(するqrs\

tを1なっていたところが�����にカリフォ

ルニアのサンタ�バーバラuvでのuXwx

yがHzし�xyHz{に|}のコククジラ

の~�が�ち�げられたことから�]^より

コククジラに(する	
が��されるにcっ

たO����A3!"#���$�%���&�����

������$�����4もVWに\tS`を:え�
��

こうした�きをYけてP��は��qrs\

tのS`をabしているさらに����には

���の��にある�の���3 ������	��

$'�%��������	(�����%��������に�

づきヒッケル3��
��	)�!�%*�
4P��

�がマッコウクジラ�ホッキョククジラ�コ

ククジラ�セミクジラ�シロナガスクジラ�

ナガスクジラ�イワシクジラ�ザトウクジラ

の８$�を������リスト�に��し�

�����までにこれら$��の��を�`す

る��をH�したのである

これに(しては��から�����,����

 で¡¢されている£¤s¥�¦びg§��

を¨©するものであるとするª�;がO�«

に¬されるなど�
+�

\$�からの	
が��

されていたが���については���O�V

W��メンバーからも®(¯が°±されてい

たマクヒューと£¤²として���にE�

していたダグラス�チャップマン3,�"�
��

-����'#��4は�リスト��³´が�µ

¶sに��の��に·している3��	�������

.���.�	
�.����/���%����4�とされてい

る]¸で�ナガスクジラ�イワシクジラ�マッ

コウクジラについてはこれを¯¹する£¤s

º»がないF����は¼いとどまるべきで

あると½¾したのである
+�

�����,に¿��

の ^�)としてÀnÁÂÃ3�������


0%����%����#��'��	�%�#�����	�����1

�04がÄzしたことから��ÅÆÇÈ

ÉはP��から¿��へとÊË�ÃがÌ1し

ていたが�スタンズ¿���もマクヒューら

と�Í�３$���に®(であるとヒッケル

��にÎえ�
++

���でも�´をÏdしていた

スチュアート�ブロウ3$�"�	�2
�.4が

� Å � Ð ¯ Ñ Ò�3Ó Ò３ÔÕÖ×



���と���との���がつかないとして�

また�	
����������のマッカー

ナン������	
���������もこうした

��に�えて�マッコウクジラからとれるマッ

コウ�の����がないことなどを��とし

て��� !"を#$していた%
��

こうした&'い !"にもかかわらず�ヒッ

ケル()は��*��+�リスト,-を./01

する%,-01に�たり()が234567

89�の:;とは�34へと<く=>を?め

@ぐ���������ことにあるAとBべている

ように�CD;EFG�あるいは��HIJ

KにLするMNがOPするQR�?@;��

をKなうというSTである%ヒッケル()は

リスト,-によりUV�にWXを�えてより

'XなYZ[�が\むことを]^するとし�

もし�_`abc;な[�HIが01され�

かつ�d�efgh�iも<jされたならば�

リストからklすることにもmかでないno

pをqしている%
��

リスト,-により�r9な

sjtuHIが１*vのw��*��+よりGx

されるnが01したのである%

ヒッケル()がVy8zに{|;!}を~

ち�したのは��つには���がBべている

ように��*�に�がリンドバーグから��

�を�き�び�Q�L�を�するようになっ

ていたからという�pもあり�ようが�
��

��

で��
����を��していたカーティ

ス�ボーレン����������� �!����がV

yYZ��の�を�き�び�これに�づいて

８V7のリスト,-を��し����での�

�を�りたかったヒッケル()がこれを� 

したからであるとも¡われている%
�"

ヒッケル

はリスト,-の01をしてから¢なく�£(

)を¤¥されているが�Q�もボーレンは�

���に¦§;な¨©を�ることとなる%

４ ��������	の
まりと��

�������
��

さて�ª�ではVyにuまらず�«¬に

®する¯°y�±に!してより8z;なx}

を�るべきであるという²きが�オットセイ

�びアザラシのU³の´µの�を¶�に·

きく¸りRがりを¹せることとなる%ª�で

はアラスカºのプリビロフ»¼でオットセイ

½がQ�よりKなわれており�これにLして

は¾�ソ��との¿で2ÀÁÂ¬のおっとせ

いの8OにLするÃ1ÄÅAがÆばれていた%

ここで�gされたのが�そのUÇÈ�であっ

た%オットセイ½はÉÊËÌによるÍÇとい

うÈ�が いられてきたが�これが|めてÎ

Ï�µ�Ð;であるとしてアリス�ヘリント

ン�#���$�����%����とルイス�リーゲ

ンスタイン�
�&��'�%��������がÑいる

²�8zÒÓ2²�のÔ�(����	��)#��

*����AなどがÕんÖアザラシがÍÇされる

×Øをテレビ��をÉじてÙ×し�これに�

えてUÇtuのÚÛのÜÝをÞめるß�àá

を~つなどして·�âなキャンペーンをTっ

たのである%このÆc·ãäåには��æ�Q

RのÚÛがÜられ��çの�hオフィスには�

���となっていたソンミÏÇにLするも

のをR�る�の��が�くなど�·�の !

ÚÛがÜÝされるに�った%
�+

こうした�"の

ª�UV	}の
���eUVh�での��=>�びª��におけるVy�8z	}の#$を�めて� èéê



�まりを�けた��� ハリス���	


����������	��オクラホマ��とプ

ライアー���	

��������	��アー

カンソー��が���������
�����

��������������������を���３�に�

�する������ の!"の#$を%く&

'()*+�おっとせい,-の./とオット

セイ0を*ずる1たな,-2345の67�

89:;としてプリビロフ<=を>?@Aし

てBC�をレンジャーあるいは>?ガイドと

してDEするようにすることFを�たるGH

としていた�
��

しかしI��にJしては�オットセイ0で

KLをMてているプリビロフ<=BC��@

NのOを�けたアラスカ�P��	�&'*

+:;によってQRを�けるマグロSTU
��

が

VJしたほか�WXYZである[\]�G\

]�^\]いずれも_3`abをcしていた�

[\]はdeからfくgれたI=がBC�の

DEをhたすほどの>?@Aをiるなどjk

l`であること�mnによるopはkqのと

ころrもst`&pu�であること������

に^v,-によって��されるまで��wxに

までyzしたオットセイは�I,-{/とこ

れを|き}いだ~���おっとせい,-によっ

て�`に��を��しており�この,-は�

�W�の��な��#とみなすべきであるこ

とを��にI��に)く��`なM�であっ

た�
��

^\]も�,-の./はかえって�^に

よるオットセイの�'を�きかねず��^が

オットセイ&'*+のための,-に��する

a�みもないとしてVJのM�であった�
��

G

\]にしても���の��な�����ジュ

ゴン�フロリダマナティは������)

�によって� されており�これによって�

�のために��な:;は¡じられているので

はないかとのM�であった�
��

このように�¢£¤]Zや¢£¥¦Uから

ハリス��にJするVJ§が�がっていたが�

^G¨§あるいは�©Gでの�������

にJするª«は¬として�いままであった�

�®¯°"Gでは�このままではたとえ±²

°がVJしたとしても³���Mを´+する

ことはできず�²µにアザラシpしの¶·を

¸せられる¹のではないかとのº»も¼½さ

れていた�
��

そこで�®¯°では¾¿ÀÁÂÀ

Ã	©
��������� ������������!���"

��	� !��ÄÅÆÇÀ
#�����#���������

のリータルボット
$���%&��'���をÈ

Éとして�J�のÊ�に�き�した�タルボッ

トは³� のË¹のリーゲンスタインなどと

もÌÍしつつ�Î()&'*+ではなく��

�がÏÐにあることがÅÆ`に½らかでない

ものはÑÒ��すること�Óおっとせい,-

をÔÕさせること�の２Öの×Øを±なわれ

るならば���にÙ�すべきはないかと�Ú

した�
�(

タルボットは�®¯°のデイビッドウィ

ルソンとÛ�Ü�J�のÊ�にÝり�す�Å

Æ`Þaを�ßするためのàMÅÆÃ	©を

á;して���âを±い�このÃ	©のãä

にåづいて&'のæjをç3するという�で

あった�
�)

タルボット���６���より×Ø�

のÛ�を¢£]Zと67するが�^\]G

^ v Û � § � ���� �３�èéê



���������は�してハリス	
に�っ

�から�するとの��に�いており���

は��した�
��

�えて�����とほぼ�を�

じくして���など��の� !"�#$

%&'(がハリス	
への�)*を�+し

た
��

こと�さらに,-.が８/0に1234と

されたため��
�5を6ぐ78はないと9

:された
��

;<�タルボットを=>とした?@

AとしてのBC
がDEされることはなかっ

た�

しかしFGHIJKLM.NOのPQをR

りSれた	
は�アンダーソンT��	

��


�	���
�UV�カリフォルニアWとペリー

T���������	����XY�ワシントンWZ

[\]Mらにより�̂ _`abc%&	

T����
	����������	����
��W
��

dとし

てDeされるにfった�
��

�	
は_`abc

ghをijklとしつつも�m�noによる

pqがあればghがqrとし�さらにshと

おっとせいtuのvwもxめるmyを�して

いた�また�_`abcLM.をNOし��

Kzに{するJK|}~を<たすものとされ

た�?@Aはアンダーソン	
に�5のG�

を,にし�ハリス	
に�した!"�#$

%&'(も,-.で�5の��を�+するに

fる�
��

_`abc%&	
の�4を�じて�

��い���Oをxめつつも�ijとして_

`abcのghをklするとの�えが?@A

�びに].において��な�wを�るにfっ

たのである�
��

５ ����の����モラトリアム	

�

さて�_`abc%&	
でも%&の��

とされている�cについては��	
の���

�]と�を�にする�で��|����の�

みが �!でも�けられている����� 

リスト¡¢を£4したm��は�HI|¤�

の¥¦を§るための¨©ªによる��.]を

D«し�この;<��¬６/ワシントン®の

シェナンドーア�G,¯で^�c°±.]

T!�
"	�	
�	�
��	#����$��"����	�Wd

が12されている�.]では�²?の#�%

��は³lされ�� ´の��にµ?される

べきこと�¶�な·¸¹ºがxめられたナガ

スクジラについては·¸を»¼させる�Oが

Rられるべきこと�イワシクジラなどについ

ても½¾なgh��がなされるべきこと�マッ

コウクジラについては¿´の��がNけられ

るべきこと�À� ghÁの¹ºからÂÃg

hが3Qされるミンククジラについても��

�OがRられるべきこと�そして�これら�

�のÄ?をÅ%するため���ÆÇM�Èが

ÉちにÊËされるべきことがÌÍされてい

る�
��

��¬の �!¬Î.Ïは�Ð�で12され

たこともありÐ�mメディアの{>をÑEし

たとともに�Ð�@A��'もそのÒyを¶

きくÓえるものとなっている�Ô¬はマクヒュー

ÕÖ������のデイル�ライス����

のスチュアート�ブロウ�ワシントン¶Iの

ダグラス�チャップマン×の５Øであったと

ころ���¬.]にはÙらに�えて�m��か

Ð�g�@�のÚÛÜ��g�LM.での��ÝÞßびÐ�mにおける�c×%&@�のà1をáめてÜ âãä



らは��の������リスト	
��に

�ったカーティス�ボーレンらが�たに�わ

り�チャールズ�リンドバーグ������

�のスコット�マクベイ�����������	

プリンストン���など��からの�� も

!"#に$を%ねた&'� としてもロック

フェラー�のロジャー�ペイン�
�����

�������ジョンホプキンス��のカールト

ン�レイ����������
����ウッズホー

ル()*+,のウィリアム�シェビル�����

���� �����������が�わり�-.も��/0

い�!"#となったのである&123456

7にも89!"#:;で<=を>い����

!"も�わった!"#:でコンセンサスを?っ

た@でABを�するなど�
� 

CDとはEFが

�きくGなるものとなっている&

!��123453のHIにJたり�アレ

クシス�ジョンソン�"�#��$�%&���%���

9K2LはMくのNOなPQがRS�のまま

となっているとしてT9UVWXYZの[や

かな\]�^'�"の_`と��abcdへ

のe>�fgえめなbcdのhをiえる&
�(

1234ではjkl)b�のbcdをD1m

で��nopにqrしたほか�'�"Yの_`

と��abcdへのe>にsするtu4vが

なされたものの�=wxyき@のzQから�

�a{Y\]は|)�1からとなり�9UVW

XYZに�してもtu4vがなされたに`まっ

た&'�}X3で~�を�く'� は�これ

C@��がp�しないレベルのbc�をナガ

スクジラ�*�����+*+��'�"��イワシクジ

ラ *�����,--'�"�とし�89はこれら

��に�づき����に�Oであるとして

より��なbcdopを��した&"�の�

���(のbcdはD1の�*)��'�"から

�*-��'�"へとopされたものの�これは

@���を@�るものである&オブザーバー

として!��に��していた��の�!"は

1234��にUし��#�としてはこれか

らb�モラトリアムを��していく�を��

し�!��1234の��を�ニューヨーク�

タイムズ	�は� で�¡¢たる�£¤

�.�%���/��%���	と¥¦した&
�)

@§ではb

�}X356に4わせてb�+�1モラトリア

ム�=¨が©3ª«で¬�されており�b�

}X356®§でも��の�=¨が@¯さ

れた&

®§はb�モラトリアム�=¨を°=する

にUして±²3を56している&ここで9K

³´びにマクヒュー!��89µ¶!"は�

�134では=wxyき@のzQから·"¸

¹としてはº»されなかったものの�'�"

Yを|1に¼_して��a{Yにe>するこ

とについては�½9で4vされていること�

マッコウクジラとイワシクジラについては�

�をp�させず¾¹なレベルに0い¿ÀでÁ

Âが>なわれているとÃえられること�Ä>

ÅÆのための9UVWXYZについてもつい

に�1tu4vをみたことをÇげ�モラトリ

アムは�ずしも�OではないとのÈÉを�る&

しかし()ÊË�ÆÌÍÎの°=を>なう

ÏÐÑÂ}X3�ÑÂÒÓÓÔÆÌÕ}X3

の}XÖをKめていたディンゲル�&���0�

0������	���ミシガン�®§=Xは�9

9 U < × È Ø Ù+�Ú Ù３ÛÜÝÞ



��と����の����に�する��が	


であり��からの�きな��が��であ

ると�べ������������も� に

!"#$と%&の��に'(しい)*を+

えた,-./0が123であることに+え�

そもそも45678��が19:であること

が;<され����の=>/0をかいくぐっ

た?@がA8されることもB にCい)*の

�Dとなった,ニューヨークEF�5のジョー

ジ�スモールG��	
��������Hは����

I+JのチリでK�L@はMNがOPされて

いるシロナガスクジラを!QしたRSをTげ�

ソUについてもVWXY$がいないのをいい

ことにザトウクジラの�Z[\!Qを:]し

ていると^_に)*した,
��

K�の`a!"に

bしても���cdefのマクベイが�らが

ghijkをlれたWに�m>n[oがpめ

てqrに8sけられたtをuvし�wxにつ

いてyzがあるtをCく{|した,
��

}��より~�に��したカーティス�

ボーレンも���)*に+わる,�はVW!

"#$の=>が��		��������		�����で

あったとし�まだ23な���があるうちに

���を�じるべきであると�べるとともに�

もし����の���で"��!Q=>�

�に��するか��VWXY$>�が���

に:]されないようなR�が�これば��"

�に�する!"モラトリアムを�めるしか�

��はないであろう�とuvしたのである,
��

���のタルボットも}��とB �x%

&�}で���に�してpめて)*6であっ

た,� ¡¢£��\¤~�の¥で��は

¦xの=>が§"£やその��ではなく!"

¨@の©ª«¬をYしたもの®と)*し�

¯°6なものではないとのF¥を�±してい

た,
��

６ �������の�	と
�の��

�

²³での´@!"���モラトリアムµ�¤

は�９¶��Kに·¸#$で��¹でºµ

され�»¼のみならず�からの��はさら

に½まってゆく,その�¾９¶¿にはVWX

Y$>�ÀÁがKソのÂでÃÄÅされ�いよ

いよ:]が�µまりになったかにÆわれた,

ところが�K�は!"#$で��されて

いたÇÈÉでのマッコウクジラについてのÊ

�ËÌに�23な456Íづけがないとして

Î�をÏしFてた,
��

V��はÐÑK��ÒÓ

をÔじ�かようなxÕはpめてÖ×であり�

このままではモラトリアムØ¤にÙp6F¥

をÚっているÑ%&Û�Ü¾ÝのÞßがàá

であるとâえ�ãÜを�めた,
��

äåはさらにæをçげる,VWXY$>�

はÃÄÅがxなわれたものの�ソU��は�

Â�れとして��¶４K�Çp�に�けて��

してしまったのである,これまでもXY$>

�についてあらゆる�:を�けて:]を�ん

できたソUの�またもやの	
�だった,�

�より������に+わっていたモラトリ

アムにはo�のF¥をÚってきたマクヒュー

����は�VWXY$>�の����を

���������での��の�°の�つと

�0づけており�:]��は�らのF¥を�

ÑV!"%�の���VW!"#$での=>äå�びÑV}における"£���%�の��を�めて� èéè



しく�めるものとなった����はソ��き

での�	
��の���を��するが�ソ

�との����を�えたなかで�����を

�ることは��� からの!"が#られない

などとして$%はこれに&'し�
��

()*での

�+�	
�,はついに��-.より/0され

る�1への��に23したのである�

�+�	
��の23は����4での5

67�に)めて89�であった��	や:�

�の;<を=>�に?@けることとなり�こ

のABをCDとして���	Eび:��はF

GHIをJくKめることとなる���	は

�
��-６L����MN��とはOにPらが

;Qする6RSTに'するUVWXを/Qし�

Y�Z[\の']^_に`aをbえることを

cみており����dに'して��-に/Qe

,の��fghiWXでjSTをUVするこ

ともあり#るのではないかとklしていた

が�
��

j��-��L.�$ソのm\が�+�	


なしでnoしたとのpをqけ�ったタルボッ

トはrちにトレインs
tに'し�マクヒュー

���Y�uvZ[をwxさせること�Y�

Fyが���z{のために|}とした']^

_を~ちnすこと�もし１-�:に�>��

�が ���で~ちnせないのなら�Y�は

���を��して�たな56��をG,する

こと�:��が6Rに�する����をJ�

すること�そして��-の���-�W�のr

�に/かれるfghiWXでjSTを��す

ることを��したのである�
�

��L１$には4

�でモラトリアム�Xが�W��で��され

るなか�トレインs
tもタルボットの��

をqけ�れ�6RSTはN��ではなく:�

�の��4に�くべきであり��たなZ[の

x�は:��M���の4で なわれるべき

であると¡¢£y:で��するとともに�
��

マクヒュー¤xを��t¥Eび:�t¥に¦

Kする�
��

これに�してN��の4にある

����のホワイトt¥はトレインに'し�

;�はN��にあるのでN��のfgを

���uvZ[にx�すべきであると&§す

るものの�マクヒュー¤x¦Kには¨©タイ

ミングをª«らって なうとし�¬も�®

�が56s
Wに�してより�>�かつ¯°

���を�るべきであると±えている²とF

Gの³´をµ¶する·¸をklした�
�


��	から¹がった56FGHIの¦Kに�

:��もj�した�º»¼D½リスト¾¿に

より6ÀÁのY�:へのÂ�がÃ�ÄÅとなっ

た��L�モートン:�t¥は56モラトリア

ム��へのÆÇをÈ�したのである�
�

��	

:では��fghiWXにjSTを��すべ

く ÉをÊË�させ���Lにe,されていた

ÌÍÎÏのÐYがe,されていたところ�¡

¢£ÑにÒÓのÔやシエラMクラブなどが�

ÕでÖ×をØ@し�uÙWÚで56ÛÅを�

�するようKめた
�

ことに�しても���	は

¬�てのÜにおいてこれに!"²
�

と·¸をÝ

Þにする�uÙWÚで56STが��される

ことはなかったが�ß��-１LスタンズN�

t¥がロジャーズ��t¥にÖ×をËnし�

fghiWXでN�56モラトリアムを��

ないしÆÇするとの�,をàえたのである�
�

こうしたなか��-１L@のáÖでfghi

� + � â § ã ä��å ä３æçèé



�����によって���	��
モラトリア

ムが��された
��

����もこの��につい

て���よりの��により����が���

��した�
��

と�べているように����の�

�によるものであることはほぼ�いがない

ストロング������も�����という

��を るモラトリアム!"に#い$%を&

え����	��
モラトリアム��は��が

��'(��に)して*めて+*,な$%�

��を-なった./�0123の45であっ

た6の�7も89を:って$%に;くなか<

�されたのである
��

�びに�えて

=>�?@Aは���がなぜ�	モラトリ

アムをBCするにDったのかを�それまでの

���Eでの�	FGHIをもJまえつつ�

その�Kを�らえるものであった���E

での�	FGはLMNなものにOまり�	P

QRSTにUVなWOめとはなっていないと

のXYが%たれるようになってきたZ[,

\]のL^や 	�
GというFG�_�`

*a=bでの�	cdのe(�そしてfgメ

カニズムのLhによりiじるj_k�lがm

/,FGをnんでいた�Kであった��


����oにpqして��も�	モラトリア

ム��をr�stでuvし�awxyPsz

に)しても�{を|}として~Oすべきであ

るとの�えはawxyPST_�として��

�し�こうしたなか��
���
��oの�

0の�/のsつとされた��fg�G5がつ

いに��されなかったことは��モラトリア

ムには�*,だった��の�����の��

を�わせることとなり�./��を��と

してモラトリアム��が������に>�

されることとなったのである
��

さて�モラトリアム��は��
６�に��

された���
��oに0きな� を&えて

いるZ[¡��は�¢rモラトリアムは

	�
Gと£じく�¤7の	¥に¦§なくF

Gを-なうものであるとして¨け�?��で

も©�されているしかしこの�oでは�

	�
GがついにªOされ	¥«FGが��

されるとともに��	¥についての0¬な�

{®¯が°�され�p
より�{されてい

たミンククジラに)する�{も±�され

た
��

��fg�G5が£
より��されるな

ど����は	PSTに²けてc³にdき´

す����
�oではQRをµVPして¶·す

る¸¶·��が��されるにDり�¸¶·�

�のQR¹�_により`*aのナガスクジラ

とイワシクジラはそのqSTがº�なQRと

VPされた./��{~Oとされるなど��

��	FGは¸たな�»を]るにDるのであ

る
��

�

１ アイスランドも¼�½�に¾づく���	を
����
に¿�した
２ @ÀÁÂÃよくわかるクジラAÄÅ�ÆÇÈ
É�����
����Ê

３ Ë�なÌ-ÍÎとしては���_のÏ5から
ÐÑ,にAじたものとして�パトリシアÒバー
ニーによるものがÓげられる��������	������
������������	
���	���������	��������

����������������	������������������

���	�����
���	���������	�����������

Ô��� ����� ������!"#�������$�����Õ%ノ
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� なおここで�vMでは�れなかったZ[にo
して�しておきたい
=vのとりわけ��o�
�のSではストックホルム80でのクジラZ[
のi�がベトナム��を80のアジェンダとし
て�0させないためのカムフラージュであった�
あるいは@����を�えベトナムZ[で�U
に�たされていたニクソン@��が�����
を�するためにVWZ[を�ち�したという�
�が��している
この�を ¡に¢く¢めた
のは�£¤¥R¦の§]である`£¤¥Rrク
ジラと¨©w�-$�y�(�
Iª£¤¥Rr«
�¬®«の¯°w^±{�	���Ih
²し£¤
¦³ら��cMN´KLのµ����oQ�¶
MNのチェックをされているが�この�を65
ける��は·¸されていない`£¤¥RPµ�
¹ºに»¼½¾]srVWwb¿をÀÁÂでÃ
る�_rÄÅÆGÇÈ8bwx�(�H`	��,Ih�

�7
�h
G}ÉÊ\=@ËÌも3nに��をÍ
ÈしたÎÏ�µ�のポジションはPVWZ[で
はÐ�をÑÒし�ÓのZ[ではÐ�にÔ�する
といったÕÖした�×_であるとØÙづける 
Ú�Pベトナム��へのÛÜを(Ýするためにµ
�がVWZ[を�ち�したわけではない_とÎ
�5けている`G}Pµ��VW�Þのpß_
~��３�	�,7	,��h
µ�の��MNのàて
がcdされているわけではなく�á��のâ	
はãめてäåであることから�æ ç��で*
い�ることは�µ���がRSTU80でVW
モラトリアムijを��した ¥���がベト
ナム�しであるという�は�v��でも·¸し

た08や���	;の«きから
みて�りであ
るというßである
Ñ�ベトナム��カムフラー
ジュ�がP��となっている_との�`��

��rなぜクジラは��するのかw��N�Ä

��	��	I�)(7
)�hを��することはàく
�&'である
ともあれ�なぜこのような*�
が=v�;で��するに�ったかというßはã
めて	
�いZ[であり���を��とする�

[であろう


� �ãtについては�ナガスクジラ�()���イ
ワシクジラ)������ミンククジラ)�����のV
��が	�された


( それまでのV����Ú�を@�に���し
たÄ��Ú�のklのÎÏ�この�しばらくµ
�は3Ú�によるV����を��することと
なった
モラトリアムijを�びµ�がi�す
るのは(�(I��であり�Ä��Ú�の��を
��とするものであった
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µ�VW�Þの����	VW
�8での����びµ�;におけるW��¬�Þの�dを�めて� èéê
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