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要旨

国際捕鯨委員会（IWC）は 1982年に 3年後の商業

捕鯨の停止を決定し、日本政府は僅かに遅れてこれ

を受け入れ、 1988年 3月をもって主要な捕鯨活動

を停止した現在の日本ではミンククジラの調査捕

獲と IWC管轄外のイルカ等の小型種の商業捕獲が、

併せて 10種 2万 2千頭ほどを上限として許され、

漁獲物は水族館で・の生体展示、鯨肉、イルカ肉、鯨

肉の代用あるいは詐称食品としてし、くぶん晴好的に

利用されている．その資源状態は、当面は危険のな

し1もの、枯渇資源から依然として漁獲しているもの、

情報不足で判断できないものなど多様である．これ

らの生物を漁業資源として管理するとき研究者や行

政当局に期待される仕事は少なくなく、現状では成

功の見通しは必ずしも明るくはない．優れた環境の

中で心豊かに生きることが評価されつつある現在、

我が国においても環境生物としての鯨類の価値を認

識し、従来の漁業資源としての利用形態を順次改め

ていく時期にあると考える．

1 .鯨類漁業の定義

汽船に搭載した砲から錯を発射して鯨類を捕獲す

る漁業を捕鯨業と称し、イルカ類を手投げ鈷で突い

たり（イルカ突きん棒漁業〉、湾内に追い込んで捕

獲する漁業（イルカ追い込み網〉を、併せてイルカ

漁業と呼ぶ習慣が日本にある．この捕鯨業の定義は、

明治 42年に公布された鯨漁取締規則に始まるらし

い（大村ほか， 1942) .汽船式捕鯨（ノルウェ一式

捕鯨とも言う〉をアメリカ式の帆船捕鯨や日本旧

来の網捕り捕鯨から区別するためにできた定義であ

る．これに対して「イルカ漁業」は対象種による定

義であり、漁法による「捕鯨業」の定義と併存する

ために理解しにくいところがある．本稿の執筆時点

(1997年 6月）では、捕鯨業の管理は水産庁遠洋

課捕鯨班が、イルカ漁業の管理は沿岸課調整班が担

当している． (1997年 10月 1日付をもって両漁

業とも遠洋課捕鯨班の管轄となった。〉

捕鯨業は、対象種、船舶の大きさ、捕鯨砲の口径、

解体処理の方法により、法律的には 3種に分類さ

れてきた．第 1が「小型捕鯨業」である．その規

制は時代と共に変化してきたが、使用する船舶と捕

鯨砲の口径に上限が設けられており、マッコウクジ

ラ以外の歯鯨類とミンククジラの捕獲が許される小

規模な捕鯨である．第 2は、上記以外の大型鯨類

を対象とする「大型捕鯨業」であり、セミクジラ類

とコククジラの捕獲が禁止されたのは戦後のことで

ある．装備の上限はない．国際捕鯨委員会 CIWC)

の商業捕鯨停止の決定を受けて、 1988年 3月でこ

の漁業は停止した．第 3は、漁獲物を母船に曳航

して処理する「母船式捕鯨業」である．捕鯨船や対

象種に関する規制は大型捕鯨業とほぼ同様であるが、

セミクジラ類とコククジラの捕獲は戦前から禁止さ

れている. 1971/72年漁期からはミンククジラ専

門の船団が南氷洋に出漁している．今の日本鯨類研

究所の調査捕鯨もこの母船式捕鯨に分類される．

1947年 12月からは、小型捕鯨業も大臣許可漁業と

なり、 3業種が農林大臣の監督下に置かれること

となった（前回・寺岡， 1958). 

「調査捕鯨」の呼称は、 IWCにおいて捕鯨を捕

獲目的によって仕訳するときに用いる用語で、 「商

業捕鯨」や「原住民・生存捕鯨」と対比される．
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現在の日本では、複数のイルカ漁業が同一資源を

対象とする場合があり、さらにイルカ漁業と小型捕

鯨業の聞にも対象資源の重複がある．そのため、イ

ルカ漁業と捕鯨業とを切り離して議論しても、資源

管理上は意味がない．そこで、捕獲の目的や捕獲の

方法に関わらず、鯨類を意図的に捕獲してそれを利

用する漁業活動を、ここでは一括して鯨類漁業とし

て扱うことにする．

2. 日本における鯨類の商業捕獲継続の背景

IWCは1982年に、南氷洋では 1985/86年漁期か

ら、また北半球では 1986年に始まる漁期から、商

業捕鯨を停止する決定を行った．これを不服とした

日本政府は、国際捕鯨取締条約（条約）の規定に従

って異議申し立てを行い、商業捕鯨を継続する姿勢

を見せたが、入漁制裁や貿易制裁を武器とした米国

等の圧力を受けて、 1988年 3月にそれを撤回し、

一部の操業を残して、大部分の商業捕鯨から撤退し

た．

その後も日本では捕鯨が行われ、産品は商業的に

販売されている．これは次のような仕組みによるも

のである．ひとつは IWCが規制の権限を有すると

される鯨種が条約では不明確なことである．一言で

言えば鯨を捕るのが捕鯨業とはされているが、鯨と

は何を指すのか定義がない．動物学で言う鯨目の全

種なのか、英語で言う whaleに限られるのか、そ

れともどこかの表に記された特定の種に限るのかが

明らかではない. 1946年の条約締結当時は各国の

関心は大型鯨におかれ、小型鯨類には誰も配慮、しな

かったのが原因らしい．

そのような訳で、これまでの経緯で締約国の間で

合意された種だけが IWCによる実効ある規制の対

象となっている．日本政府は、条約締約国会議にお

いて配布された鯨の名称リストに記載されている種

類のみが対象種であり、いわゆるイルカ類やツチク

ジラやアカボウクジラ等は管轄外であると主張して、

自国民が商業目的でこれらの種を捕獲することを認

めている．

もう一つの例外は、研究用の捕獲である．条約第

8条には、 「加盟国が科学研究のために自国民に発
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給する捕獲許可は、本条約の他の規定に拘束されな

い」とあり、 「研究用に捕獲した鯨体も有効に利用

しなければならなしリと定めているのを根拠として、

日本の調査捕鯨が行われている．

これらの漁業等に関わる捕獲許可頭数を表1に示

し、それら漁業の概要を次に述べる．

3 日本における鯨類漁業の内容

3-1.調査捕鯨

政府は財団法人日本鯨類研究所に約 5億円の補

助金を与えて、ミンククジラの研究用の捕獲を行わ

せている．使用される捕鯨母船 1隻と捕鯨船 3隻

は、旧捕鯨各社が株主となっている共同船舶株式会

社の所有であり、日本鯨類研究所はそれらを用船し

て出漁する形になる．現行の調査は時限計画で、南

氷洋は 16年、北太平洋は 5年で終了する予定とさ

れている．最近の年間捕獲頭数は南氷洋で 400± 

40頭、北太平洋で 100頭である．その生産物の一

部が鯨食普及などを目的として廉売されるほかは、

一般消費用として市販されている．生産品の総価格

は、 1頭平均 800万円前後とみると総額 40億円に

近く、日本鯨類研究所の用船経費、各種研究活動、

広報等に充てられている．

3-2.小型捕鯨業

この漁業は、 50 トン未満の捕鯨船に口径 50mm

以下の砲を搭載して、ミンククジラ（現在は禁止）、

ツチクジラ、コビレゴンドウ等のイルカ類を捕獲し

たもので、現在は 5隻の捕鯨船が 4力所の事業所

を用いて操業している．それらの根拠地名とおおよ

その操業期間は、和歌山県太地（5-9月）、千葉

県和田浦 （5-9月〉、宮城県鮎川（ 7-8、

10-11月〉、北海道網走（11月〉である．捕獲対

象はツチクジラ 54頭、コビレゴンドウ 100頭（マ

ゴンドウ型とタッパナガ型各 50頭〉、ハナゴンド

ウ20頭で、合計 174頭である．

3-3.イルカ追い込み網漁業

鯨関係者の間では、単に 「追い込み漁業」とも言

う．イルカの群を湾内に追い込んで捕獲する漁業で

ある．古くは能登半島の富山湾沿岸、伊根、青海島、

壱岐・五島 ・対馬を含む北九州沿岸、沖縄の名護、
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紀州、｜の太地・尾鷲、伊豆半島沿岸各地、平塚、釜石、

唐桑、山田湾の大浦など日本各地で行われた記録が

ある．それぞれの地方で伝統的な漁業として受け継

がれて来たもののようであり、なかでも能登の真脇

周辺は縄文時代から第 2次大戦後まで続いたこと

で名高い．

本漁業は 1982年に知事許可漁業となったが、そ

のときに許可を取得したの太地、 富戸、川奈、安良

里の 4カ所である．ほかの地方では、それまでに

操業をほとんど止めていたために、許可を求めなか

ったものと思われる．なお、いまでも操業している

のは太地と富戸のみである（Kishiro 組 d Kasuya, 

1993) . 

太地の追い込み漁業の歴史は古いが、いまの追い

込み組は 1969年に創立され、現在 14隻の船を用

いて 10月から翌年の 2月まで操業している．ただ

し、コビレゴンドウの捕獲は 4月末日まで許され

ている．操業海域は太地を中心として 30-40km

の範囲である．漁期中は天候が許せば、探索船を母

港から扇状に展開して探索を行う．かつては半数ず

つ一日交代で探索に出ていたが、近年は毎日全船で

出動するのが普通である．また、近隣の漁船に報奨

金を与えてイルカ発見の情報を集めている．このよ

うに、最近では操業努力量の実質的な増加が図られ

ている．イルカの発見率を資源量の指標に使うため

には操業の質的変化を定量化する必要があるが、 実

際には困難が伴う．捕獲枠はスジイルカ 450頭、

ハンドウイルカ 890頭、マダライルカ 400頭、ハ

ナゴンドウ 300頭、コビレゴンドウ （マゴンドウ

型） 300頭、オキゴンドウ 40頭、合計 2,380頭で

ある．水族館用に少数のシャチが捕獲されることが

ある．

伊豆半島沿岸の追い込み漁は江戸時代に遡り、明

治時代には至る所の村落で操業されていた．第 2

次世界大戦から戦後にかけて拡大し、年間 2万頭

以上の捕獲を記録したこともあるが、その後次第に

衰退した. 1968年からは最後に残った富戸と川奈

の両漁協が 4隻の高速探索船を用いて共同操業を

開始し、それでも漁獲量が次第に減少したため、

1983年漁期を最後に川奈は操業を停止した（粕谷，

1994) .現在は富戸漁協が 2隻の高速探索船を用

いて操業している．漁場は相模湾一円から伊豆大島

周辺にかけてで、探索船がイルカの群を追って富戸

漁港に近づくと、他の船が出動して群を湾内に誘導

する．漁期は 9月から翌年の 3月までで、捕獲枠

はスジイルカ 70頭、ハンドウイルカ 75頭、マダ

ライルカ 455頭である．

このほかに、壱岐の勝本では有害動物駆除の名目

で・年間 50頭のイルカ類の捕獲が認められている．

捕獲は主として追い込みで行われ、捕獲されたオキ

ゴンドウやハンドウイルカは、水族館等に販売され

ている．

3-4.石弓漁業

本漁業は行政的には突きん棒漁業に分類されてい

るが、漁法はやや異なり 2.5-8.5 トンの小型動力

船に、ゴム動力を利用した石弓を搭載し、鉄パイプ

製の捕鯨話を発射する．恐らく捕鯨業の定義の陸路

をぬうために開発されたものと思われる．改良すれ

ばザトウクジラのλうな動きの遅い大型鯨の捕獲も

可能となることを警戒すべきである．水産庁は他海

域への本漁法の拡散を許可していない．

この漁業は 1975年に始まったもので、名護の追

い込み網の消滅によるイルカ肉の供給不足を補う効

果があったらしい. 1989年に 6隻が許可を受け、

現在に至っている．

漁期は 2-10月で、ハンドウイルカ 10頭、マゴ

ンドウ 100頭、オキゴンドウ 10頭の捕獲枠で操業

している．操業は通常は北緯 26 27度の海域で行

われ、漁獲物は洋上で解体して船内に保存し、

4-6日の航海の後で名護に入港する．各船には研

究者も監督官も乗船せず、水揚げ港での研究者によ

る調査すら行われておらず、漁獲頭数や鯨種の把握

に不確かさが残る．かつては、肉や脂皮を港付近で

水煮して、島内消費用に販売していたと言われるが

(Kishiro and Kasuya, 1993）、最近では下関や

大阪方面に生肉で出荷されている由である．

3 5.突きん棒漁業

この漁業は小型漁船から手投げ鈷を投げてイルカ

を捕獲するものである．このような漁業が行われて

いない少数の府県を除き、 1989年からは本漁業は
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表 1. 日本の鯨類漁業に与えられている最近の捕獲枠

主て
捕鯨業 イルカ漁業

三l=t泳三ロl十＊
調査 小型 追い込み突きん棒

ミンククジラ
南氷洋料 400 400 (400) 
西部北太平洋 100 100 (100) 

ツチクジラ 54 54 (54) 
コビレゴンドウ
タッパナガ型 50 50 (50) 
マゴンドウ型 50 300 100 450 (500) 

オキゴンドウ 40 10 50 (50) 
ハナゴンドウ 20 300 250 570 Cl. 320) 
ハンドウイルカ 965 110 1. 075 (1, 100) 
スジイjレカ 520 180 700 (725) 
マダライルカ 855 70 925 (950) 
イシイjレカ
イシイルカ型 9, 000 9, 000 (9,000) 
リクゼンイルカ型 8, 420 8, 420 (8, 700) 

合計 500 174 2, 980 18, 140 21. 294 (22, 949) 

キ：各漁業種毎の捕獲枠の合計が、 IWCに提出された日本の Progress Reportの全国
捕獲枠（括弧内）に達しない場合がある．集計ミスとするには差が大きすぎる、行
政による調整用の保留分と推定．＊＊；上下10%の許容範囲付き．

ほとんど全国で海区漁業調整委員会の管轄下に置か

れている．現在、全国で 400隻程度が許可を得て

いるが、操業実績のない船は許可を取り消されるこ

とがあるので、操業隻数は常に変化しており、以下

に述べるのは、あくまでも概数の域をでない．船首

波に寄ってくる個体が捕獲しやすいが、ハナゴンド

ウの様に船首波に付かない種類も努力と工夫次第で

は捕獲される．

これら漁業の多くは漁獲物を洋上で解体するため、

捕獲する鯨種や捕獲頭数は第三者による確認がなさ

れていない．このような場合には、漁獲統計は漁業

協同組合、魚市場、県庁職員等の努力で集計される

場合が多いが、これらの担当者が漁業者の利益を図

るために統計を操作 していた例が指摘されている

(Kasuya, 1992) .統計の信頼性に疑問が残るこ

とが本漁業管理の最大の問題である．

3-5-1.和歌山県下の突きん棒漁業

1989年に本漁業が許可制なったときには、太地

では 15隻が許可を得たにすぎなかった．ところが、

イルカ景気に刺激されて 1991年には近隣の無許可

船を含む百数十隻が操業を開始した．結果的にはこ

の違法操業が追認されて、 147隻が許可を取得し

てしまった．その背景には水産議員の活躍もあった

と聞いている．そのあと休業したために許可を取り

消された船もあり、現在では 110-120隻が操業し

ている．

漁期は 2-8月で、スジイルカ 100頭、ハンドウ

イルカ 100頭、マダライルカ 70頭、ハナゴンドウ

250頭の捕獲枠で操業している．漁獲物の大部分は

洋上で解体され、勝浦港に水揚げされるが、 一部は

丸のまま太地港に水揚げされるものもある．洋上解

体は統計把握の最大の障害である．こ この突きん棒

業者が洋上解体を続けている理由のひとつは、残津

の処理に金がかかるためとされていたが、最近では

太地のイルカ業者は肥料業者に残津を引き渡してい

るので、その主張は通らない筈である．改善が期待

される．

3-5-2.千葉県下の突きん棒漁業

千葉県下では 14隻の漁船が、スジイルカ 80頭

の捕獲枠を得て操業している．おそらく地先の海で

操業しているものと推定されるが、研究者による実

態調査は最近はなされておらず、監視体制も整って

円
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いない．

3-5-3.その他の道県の突きん棒漁業

上に述べた沖縄（石弓）、和歌山、千葉県以外に

突きん棒漁業を行っている道県と隻数の概要は、北

海道（40隻〉、青森県（10隻〉、岩手県 （220

隻）、宮城県 Clo隻）である．操業海域は北海道

・青森県の日本海側、北海道のオホーツク海側、そ

れと太平洋側では北海道から銚子沖に至る海域であ

るが、秋田県沿岸でも操業される場合がある（粕谷

・宮下， 1989).その後の追跡調査が望まれる．

操業海域の関係で捕獲対象鯨種は寒冷種が主体と

なる．与えられている捕獲枠はイシイルカに限られ

ており、体色別にイシイルカ型個体 9,000頭、リク

ゼンイルカ型個体 8,420頭となっている．北海道の

沿岸域（太平洋も含む）と日本海にはイシイルカ型

が卓越しているが、冬の三陸以南ではリクゼンイル

カ型が車越している．このため、漁期と漁場が決ま

れば、捕獲される個体の体色型、ひいてはそれが属

する系統群がほぼ決まってくることに本漁業の特徴

がある．

漁期は三陸以南では 11-4月の冬季で、多くの

地元漁船が日帰りから数日の短期操業を繰り返して

いる．この場合、漁獲物は内蔵を抜いて丸のままで

水揚げされる場合が多い．北海道沿岸では漁期は 5

月 1日－6月 15日、 8月 1日－10月 30日である

が、他県船の漁期はこれよりも 46日ほど短く設定

されている．北海道沿岸の漁場では、他県船も操業

し、洋上で解体して肉、脂皮、鰭などを冷凍保存し、

まとめて水揚げする．その場合、大槌等の三陸の市

場に陸送されて競りにかけられる場合と、北海道等

の水揚げ地で競られる場合、また直接に加工業者に

渡される場合もあるらしいが、その内訳は明らかで

はない．

このようなわけで、漁獲統計は漁業者の登録地毎

に集計せざるを得ない（属人統計）．また、漁獲量

の把握も競売が行われる魚市場に保存された記録の

集計とか漁業者の申告に頼らざるを得ない．また売

り上げ代金を漁業者が出先の魚市場で現金で受け取

り、所属漁協を経由しなかった場合には統計に計上

本漁業の鯨種及び数量の把握には問題がある．

4.日本近海の鯨類漁業が利用する資源

現在日本で行われている鯨類を対象とする漁業活

動については上に述べた．また、これら漁業が対象

としている鯨類の資源量の推定値を表 2に示した

以下では、これら資源の特徴と分かつている動向に

ついて概要を説明する．

なお、これらの漁獲物の利用方法についても、ひ

とこと述べておく．現在、我が国で合法的に水揚げ

されるヒゲクジラ類はミンククジラに限られ、その

肉は生食あるいは調理用となり、脂皮は生食用とな

る．尾鰭と背鰭はスライスしたものをボイルして

「さらし鯨」として消費される．イルカ類の肉やひ

れの利用方法もほとんど同様である．古くからイル

カの食習慣があるところではイルカとして販売され、

それ以外のところでは鯨の南蛮漬けとなったり、観

光客目当ての鯨の干物となったりする．大衆食堂で

鯨として提供されるものにはイルカの肉が多い．イ

ルカの脂皮やツチクジラの頭皮は刻んで鯨ベーコン

の代用品あるいは混入物とされる．いま鯨油はほと

んど商品価値がないので、母船式捕鯨で－はディーゼ

ル油に混ぜて船舶燃料とされる事もある．沿岸漁業

では内臓や骨は洋上で投棄されたり、肥料の原料と

される．

かつては、イルカ漁業の生産物は主として地方的

な消費に充てられていたが、現在では大部分の漁獲

物がほとんど、全国的な流通に載っていると見るべき

である．

4-1.コビレゴンドウ （Globiciψ加lamacrorh戸ichus)

本種は世界中の熱帯から温帯にかけて生息する．

日本周辺では日本海、東シナ海、太平洋から知られ

ている．東経 150度以西の銚子－北海道の近海域

にはタッパナガ、と呼ばれる大型の沿岸性個体群が生

息する．また、銚子以南から琉球列島にかけて、沖

合は経度 180度付近までの広い海域にはマゴンド

ウと呼ばれる体の小さい型が分布する． 日本海には

本種は少なく、どちらの型が分布するか不明である．

今後は体長と背鰭後方の鞍形斑の調査が望まれる

されない例も認められており （Kasuya, 1992）、 (Kasuya et al., 1988 ; Miyashita, 1993）.どちらの
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表2. 日本近海で漁獲されている鯨類個体群の生息頭数

太平洋海域
鯨種

沿岸域＊ 沖合域判 南部海域＊料
その他の海域

コビレゴンドウ
タッパナカn型
マゴンドウ型

オキゴンドウ
ハナゴンドウ
ハンドウイルカ
スジイlレカ
マダライルカ
イシイルカ
イシイルカ型 （日本海・南部オホーツク海系）
リクゼンイルカ型 （太平洋・中部オホーツク海系〉

ツチクジラ 5,029 0 

4,239 
14,012 
2,029 
31,012 
36,791 
19,631 
15,900 

20,884 
8,569 
45,233 
100,281 
497,725 
294,321 

ミンククジラ（西部北太平洋・オホーツク海系〉

。 。
18,717 
6,070 
7,044 
31, 720 
52,682 
127,843 

3,259 （北・西九州）

35,046 （北・西九州）

。
226,000 
217,000 

1,260 （日本海）
660 （南部オホーツク海）

25,049 

＊：北緯30度以北、東経 145度以西の太平洋．叫：その東側経度 180度まで．＊＊＊：北緯
23-30度、東経 127-180度の太平洋・東シナ海の一部．＊＊料： Miyashita (1993）、宮下
(1986）、 Miyashita祖 dKato (1994）、 IWC(1992a; 1992b）の順に順位を下げて引用した．

型も母系的な社会に生活し、繁殖力は極めて低し、グ

ループに属する（Kasuya, 1995）.雌は 9歳前後で

性成熟し、 30歳前後で繁殖を停止した後、平均 10

数年もの長い老年期を生きる．雌の最高寿命は 62

歳である．更年期に入った個体も含めた全成熟雌の

平均出産間隔は 5-8年である（Kasuya and Tai, 

1993) . 

本種によく似た生活史を示す種類にシャチがある．

北米の東岸のシャチでは 1962-1977年に北側のコ

ミュニティからは 14頭が、南のそれからは 34頭

が水族館用に選抜的に捕獲された（Bigg, 1982) . 

1973年から行われた継続観察（Olesiuket al., 1990) 

で、前者では資源が当初の 140頭から 170頭へと

14年間ほとんど一定の割合で増加を続け、平均増

加率は 2.6%／年であった． 一方、後者の南資源で

は 13年間に 71頭から 84頭に増加したが、この間

に資源量は初期値を下回らない範囲で比較的大きな

変動を見せた．この間の平均増加率は 1.3%／年で

あった．このことから、（1）資源量が小さいとその

動向は予測しがたい可能性がある、（2）ある程度大

きい資源であれば、その 1%程度の捕獲には耐える

らしいという推論がなされる．

タッパナガの漁獲割り当ては、資源量推定値

(4,239頭〉の 1%強と比較的低率であるかに見え

る． しかし、その基礎になっている資源量推定は、

15年以上前のものであることと、精度も極めて悪

く（CV=0.43）、その 95%信頼限界は平均値の上下

3,600頭という広いものになり、資源管理の指標と

しては信頼を置けないところに問題がある．

マゴ、ンドウでは、群を一網打尽にするという漁業

の特殊性 （後述〉を仮に無視したとしても、捕獲枠

450頭をある程度安心して漁獲するためには、その

百倍の 45,000頭の資源が必要となる．本個体群は

西部北太平洋全域で約 54,000頑と推定されている

が、沿岸数十キロメートル以内の太地と沖縄の漁場

にやってくる個体の行動圏が、沖合全域に広がって

いると判断するのは楽観にすぎる．なお、太地の漁

場を含む距岸約 200海里以内にほぼ相当する表2

の「沿岸海域」には 14,000頭がいるにすぎない．

今日の太地の追い込み漁業は 1969年に始まったが、

いらい年間捕獲頭数は 300-600頭から最近の

0 300頭へと、 30年間に有意な低下を示しており、

捕獲が制限枠に達した年はほとんどなく、太地の漁

場への本種の来遊量が低下していることは確実であ

る （粕谷・木白， 1995).沖縄の漁業の動向は解

析されていない．
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本種は鮎川、太地、名護で水揚げされ、肉や脂皮

は食品として全国的な流通ルートにのっている．

4 2.オキゴンドウ CPs仰ゐrcacrassidens) 

本種は世界中の熱帯から亜熱帯の海に生活するが、

日本近海における生息数は多くはない．その生活史

にはコビレゴンドウに類するところがあり、多数の

繁殖を停止した老齢雌の存在と長い出産間隔（平均

6.9年〉で知られているので（粕谷， 1986）、コビ

レゴンドウ以上の繁殖率を期待すべきではない．こ

のような情報を考慮すると、本種の捕獲枠を 50頭

と比較的低く押さえているのは妥当であるが、マゴ

ンドウと同様に漁場外の個体との交流の状況が不明

のため、それで資源が維持できるか否かの判断は困

難である．

4-3.ハナゴンドウ （Gram戸ISgriseus) 

本種は世界中の熱帯から温帯にかけて生息してい

る． 日本近海の生息頭数は比較的多い模様である．

しかし、生活史については研究がなく、寿命や繁殖

率については明らかでない．沿岸域と沖合域との交

流についても全く不明．

本種の漁獲が増加したのは、 1980年代後半の事

である．本種の肉は上手に処理するとミンククジラ

の肉といつわって販売できるので、浜値が高いと言

われている． 一頭のハナゴンドウが 40-50万円と

し、うこともあった．

4-4.ハンドウイルカ（Tursiops truncatus) 

本種も世界中の熱帯から温帯にかけて分布する．

日本近海では比較的低緯度の沿岸域に生息する小型

で斑点を有する型 （ ~、わゆる aduncus 型〉と、そ

れよりも高緯度域の沿岸から外洋まで広く生息する

大型の個体（凶n目白s型〉が知られている． 日本

の漁業が捕獲しているのは後者であり、その分布は

日本海、東シナ海から東経 160度以西の太平洋に

まで広がっている． しかし、沿岸の漁場内の個体と

沖合の個体との混合の有様は不明である．安良里、

太地、壱岐で捕獲された個体の解析によれば、本種

の平均出産間隔は 2.4-3.1年であり、年齢に伴う

繁殖率の低下は確認されず、雌の最高寿命は

40-45歳である（粕谷ほか 1997) .本種の繁殖

率はコビレゴンドウよりも高く、スジイルカのそれ

に近いのではなし、かと想像される．

表2に示した本種の推定資源量は、厳密には両方

の型を区別していないが、それらの分布の特徴から

見て truncatus型を指していると見て大きな間違い

はない．太地では本種は肉が不味であるとして、 昔

はあまり捕獲されなかったが、鯨肉供給が低下する

につれて価格が上昇し、 1980年代から捕獲頭数が

増加した．最盛期には年間 1,600頭が捕獲されたが

（粕谷， 1996）、最近は 200-300頭の捕獲が続い

ている．捕獲制限に達することはなく、僅かに低下

傾向が感じられる． しかし、その低下傾向は現段階

では統計的には有意とはならない（粕谷・木白，

1995) . 

用心深い資源管理のためには、減少傾向が統計的

に有意となる前に対策を講ずることが望ましいので

あるが、現在の経済・政治情勢ではそれは困難であ

る．今後の動向が注目される．

4-5.スジイルカ （Stenellacoeruleoαめa)

本種も索L帯性のイルカであり、日本海、東シナ海、

北太平洋などのほぼ北緯 40度以南の海域から知ら

れている．伊豆半島沿岸各地で，江戸時代から行わ

れた追い込み漁業においては、すくなくとも明治期

以後は本種が主要対象種であったらしい （粕谷，

1994) .本種の生活史の特性値は、ハンドウイル

カのそれに近く、性成熟に 7-10年、平均出産間

隔は 2.6 2.8年、雌の最高寿命は約 55年で、加齢

に伴う繁殖率の低下は僅かである．伊豆半島周辺で

は、同一規模で操業が続いた 1968-1983年の 15

年間に、年間漁獲量は 1万頭前後から 1千頭以下に

減少し、それに伴って漁場の遠隔化、性成熟年齢

の低下、出産間隔の僅かな短縮などが起こった．こ

れは資源減少に伴ってしばしば観察される現象であ

る（Kasuya,1985) . 

本種の夏の分布を見ると、東経 145度以西の、

ほほ我が国 200海里水域に相当する太平洋沿岸域

には分布が薄く 2万頭前後の資源しかなく、その

大部分は銚子以南に偏っている． しかし、 三陸沖合

の東経 145度以東には分布が濃厚で、ここには約

50万頭の資源があることが知られている．もしも、

伊豆半島並びに和歌山県沿岸の追い込み漁業が、こ

丹、
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の大きな資源を対象としていたのであれば、これら

漁業の衰退は今のように惨めなものではなかったで

あろうと私は考えている．おそらく、伊豆と和歌山

の追い込み漁業は沿岸性の 1ないし複数の資源を

長い麿史の中で捕獲してきたが、今ではそれらの資

源は枯渇したと考えるのが妥当であろう．いまこれ

ら漁業地で細々と捕獲されているスジイルカが、枯

渇した昔の資源の残党なのか、それとも時折沖合か

らやってくる沖合個体群の一部なのか、あるいはそ

の両方なのかは明らかになっていない．

神奈川県、静岡県、山梨県方面では、古くからイ

ルカを食用にする習慣があり、伊豆半島沿岸の本種

の資源が枯渇した後は、その不足分を主に三陸・北

海道方面からのイシイルカの移入で補っている．

4-6.マダライルカ （Stenellaattenuata) 

僅かに小型であるが、分布や生活史はスジイルカ

によく似る．世界中の熱帯域に分布し、日本近海で

は茨城県並びに新潟県以南から知られている．雌の

性成熟年齢は 9歳前後、平均出産間隔は 3.0 3.6 

年で、最高寿命は約 45歳．加齢に伴う繁殖能力の

低下は僅かで、更年期は確認されていない．本種は

古くから突きん棒漁業で捕獲されてきた可能性があ

るが、追い込み漁業で捕獲されたのは 1959年にお

ける安良里の事例が最初と言われている（Kasuya,

1985) .その後、時折 2-3千頭の好漁年を挟んで、

千頭前後の普通年が続いてきた．

表 2の資源量は、他のいくつかのイルカ資源と

同様に、機械的に海域を分割して算出しているが、

これと実際の系統群の境界とは無関係であり、漁場

に来遊する個体が沖合のどこまで回遊するのかは明

らかではない．仮に、本種では年間 2%の漁獲が許

容されるとすると、現在の捕獲枠に対して必要とさ

れる資源量は 46,000頭となる．それには、表2の

沿岸域（ほぼ 200海里水域に相当する〉の資源だ

けでは十分ではない．

本種は脂皮が堅いので初めは消費者に好まれなか

ったと言われるが、現在ではほとんどスジイルカと

同様に消費されている．

4-7.イシイルカ CPhocoenoidesdalli) 

本種は北部北太平洋の固有種である． 日本近海に

おける分布の南限は、太平洋側では銚子付近、日本

海側では山口県あたりにある．主な体色変異が二つ

あり、ひとつはイシイルカ型で、体側の白色斑が小

さく、虹門から背鰭のあたりまで延びている．もう

一つはリクゼンイルカ型で、白色斑が大きく、紅門

付近から前方にのびて胸鰭の基部まで達している．

親子連れの出現域と体色の違L、から、北太平洋に少

なくとも 8個の系統群が想定されている． 日本近

海には三陸・常磐沖で越冬し、夏にオホーツク海の

中央部で繁殖するリクゼンイルカ型の個体群と、日

本海で越冬し、夏にはオホーツク海南部の北海道沿

岸で繁殖するイシイルカ型の個体群が知られている．

この日本海・オホーツク海系個体群の一部は、夏に

は津軽海峡を抜けて北海道の太平洋沿岸に回避する

ことが、汚染物質の蓄積と分布パターンから推定さ

れている（ 吉岡・粕谷， 1991 ; Miyashita 姐 d

Kasuya, 1988) . 

本種は短命（高死亡率〉と高出産率が特徴で、雌

は恐らく 2-5歳で成熟し、ほとんど毎年出産し、

最高寿命は 15-20年と推定される（Kasuya 姐 d

Shiraga, 1985) .資源の増加率には出産率と死亡

率の両方が関与しているので、出産間隔が短いとい

うだけでは高い漁獲圧に耐えると断定することは理

論的には正しくない． しかし、多くの晴乳類におい

て出産率の高い種では増加率も高いという傾向があ

るので、私は本種の増加率はコビレゴンド、ウやハン

ドウイルカに比べて高いものと予想している．

本種の漁獲可能率を資源量の 3%と仮定すること

には、世界の鯨研究者から楽観的にすぎるとの批判

が出るかも知れない．あえてそれを 3%と仮定して、

いま漁業者が得ている捕獲枠（表 1）を維持するの

に必要な資源量を逆算してみると、日本海・オホー

ツク海系統群（イシイルカ型〉が 30万頭、太平洋

・中部オホーツク海系統群（リクゼンイルカ型）が

28万頭となる．すなわち、現在の捕獲枠を支える

ための資源量は現在資源量の 3割ほど多い必要があ

るということになる．今の捕獲枠は過大である可

能性が強い．

漁獲物は、かつては秋田県や山形県で冬に消費さ

れたと言われれる. 1970年代にはスジイルカの供
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給不足を補うために東海地方に出荷されていたが、

近年では和歌山県太地方面にも出荷されるほか、干

物や、鯨の南蛮漬けの原料とされている（粕谷・宮

下， 1989). 

4-8.ツチクジラ CBerardiusbairdii) 

本種も北太平洋の固有種であり、北部北太平洋を

取り囲む大陸斜面域に出現する． 日本の太平洋側で

は、北海道から伊豆大島にかけての水深

1,000-3,000mの海域に夏の分布が限られている．

この傾向はオホーツク海と日本海でも同様である．

この夏の分布のパターンから、日本近海には日本海

系、オホーツク海系、太平洋系の 3系統群がある

ものと推定されているが、彼らの冬の生息地は解明

されていない（Kasuya, 1986) .本種は東シナ海

には分布しない．

今の日本の捕鯨業は、太平洋側では千葉県和田浦

と宮城県鮎川を根拠地として年間 52頭のツチクジ

ラを捕獲している．その操業海域は前者が伊豆大島

から銚子にかけての海域で、後者が銚子から茨城沖

にかけての海域であり、漁場はほぼ連続している．

このほか網走を根拠地として知床半島周辺で毎年 2

頭が捕獲されている．

現在の捕獲頭数は、推定資源量のほぼ 1%以内で

あるので、資源量推定に誤りがなく、漁獲統計が正

確であるならば、今程度の捕獲のもとで資源はおそ

らく維持出来るものと推定される．

かつては、本種の肉は「たれ」と称する塩乾物と

して千葉県の安房地方で伝統的な食品として好まれ、

消費地が限定されていた． しかし、近年鯨肉の供給

不足に応じて、 一部の漁獲物は下関方面に送られて、

全国規模で流通しているといわれる．厚い脂皮はマ

ッコウクジラの脂皮の代用となっているらしい．

4-9.ミンククジラ CBalaenopteraぽ utorostrata)

西部北太平洋には少なくとも二つの系統群がある

ことが、 DNA、アイソザイム、繁殖期の違いなど

から認識されている．ひとつは東シナ海・黄海・日

本海系の個体群で、初夏には北海道のオホーツク海

沿岸にも一時的に出現する．出産期は 3-7月にあ

る．もう一つは西部北太平洋・オホーツク海系群で、

夏にはオホーツク海とベーリング海方面に回遊する．

この系統群の東側の限界は未解明である．出産期は

9-1月にある．かつての商業捕鯨が与えた影響は

前者の方が甚だしく、後者の方が軽微であったとさ

れている（IWC,1992a) .前者については信頼で

きる資源量推定がない．本種の出産間隔は短く、成

熟雌は 12年に 1回出産する．平均性成熟年齢は

南半球では 7-8歳、北太平洋でもほぼ同様であろ

っ．
日本鯨類研究所の調査捕鯨が5年計画で捕獲し

ている資源は、西部北太平洋・オホーツク海系群で

あり、年間捕獲頭数は推定資源量の約 0.4%にすぎ

ないので、資源に対して大きな影響は与えないもの

と考えられる．

南氷洋のミンククジラの系統群の分布は、まだ十

分に解明されていない． 日本の調査捕鯨船団は第

W 区と第V区（東経 70度より 180度をへて西経

170度まで）で大部分を捕獲し、その東西に接する

海域で残りの一部を捕獲している. IWC(1991）に

よれば、 IV区と V区の資源量は、それぞれ

75,000頭と 295,000頭である．各区から隔年に捕獲

しているから、仮に資源、量の小さい IV区につい

て試算しても、年平均の捕獲は資源量の 0.2-0.39る

である．この程度の捕獲は資源に大きな影響を与え

ないものと考えられる．

5. 鯨類資源管理の問題点と将来のあり方

我が国においてはいくつかの漁業が鯨類を対象と

して古くから操業してきた. IWCによる商業捕鯨

停止の後も、多くの小型鯨類の捕獲は続いており、

その中には舌l獲により枯渇した資源も含まれている．

私は、これまで水産庁の研究所においてイルカやク

ジラの資源研究者として仕事をし、イルカ漁業を規

制下に移し捕獲枠を設けるような方向で行政や漁業

者にお願~＼したり、働きかけたりしてきた．日本の

いまのイルカ漁業はつかの間の安定状態にあるかに

見えるが、それにはこのような規制の強化が貢献し

ていると信じている．これからの鯨類資源の管理に

は何をなすべきか、何を考慮しなければならなし、か

など、以下に私見を述べてみたい．

鯨資源管理のひとつの方向としては、資源、量、死
「
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和歌山県太地におけるイルカ類水揚げ量の変遷 （暦年〉．

1990年まて・は太地の小型捕鯨業、イルカ突きん棒漁業およびイルカ追い込み漁業が県下のイルカ漁業を独占していた．
1991年からは他港の突きん棒船も参入し、勝浦港に水揚げを開始したが、それはここには含まれていない．従来の統計
と細部で異なるのは、統計ソースの違いによるもので大きな意味はない．好んで捕獲されたスジイルカとコピレゴンドウ
の減少に伴い、ハナゴンドウ、ハンドウイルカ、マダライルカの捕獲が増加し、今では後者にも減少の気配が感じられる
種がある. 1982年から漁業者に自主規制として総量規制が始まり、 1993年には強制力のある捕獲枠が設定された（こ
のとき鯨種別規制となる）． しかし、水揚げ量がこれら規制値に達した例は少なく、規制は捕獲の減少を後追いしてきた
との印象が強い．
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亡率、出産率など‘のパラメータから増加率を推定し

て、それをもとに年間漁獲可能量を求め、漁業者に

捕獲枠を与えるということが、理論上は考えられな

いことではない． しかし、そのようなパラメータは、

仮に推定に成功したとしても、比較的大きな誤差や

偏りを含むため、年間数パーセント、時には 1%に

近いという鯨類の増加率の推定には役立たないこと

は、鯨学者のこれまでの多くの経験が教えるところ

である．

これに代わる方法としては、 IWCがヒゲクジラ

類資源を対象として改訂管理方式を開発した例を参

考にして、今度は歯鯨類の生態の特殊性にも配慮、し

た、新しい資源管理方式を作るという発想があって

も不思議ではない．そのような歯鯨類用の管理方式

が開発されたときに、どの程度の捕獲が可能となる

か、ヒゲクジラ用に開発された改訂管理方式から算

出される捕獲枠が、資源量の 1%以下であることか

ら類推すると、それが日本の水産庁がいま漁業者に

与えている捕獲枠に達しないことはまず間違いない．

また、その管理方式に入力するための資源量や漁獲

量の情報を得るための調査研究経費の支出に政府が

耐えられるかとか、いま海の中にいるイルカをもっ

と捕りたいという漁業者の欲望を政府が抑えられる

かなど、あまり楽観できない要素もある．

多くのハクジラ類の増加率がヒゲクジラ類のそれ

に比べて低いという問題を除くと、その次の難関は

彼らの社会構造にあると見る．マッコウクジラ、シ

ャチ、コビレゴンドウなどの社会を考えてみよう．

多少は群聞の個体の流動があるとしても、原則的に

は彼らの社会は母系的な安定した社会である．その

中から特定の個体を捕鯨船で間百 I~ 、た場合に、残さ

れた個体の繁殖がどのように変化するかが分かって

いない．また、追い込み漁業で群をひとつずつ丸ご

と捕獲した場合、残った群の中の個体がそれに反応

して繁殖に励み、その結果として群が大きくなり、

ついには群が分裂して資源の中の群数が元に戻る．

長い時聞をかければこのような反応が自然界で進行

するはずである．では、いくつかの群を追い込んで

皆殺しにしてから、残された群の数が元に戻るまで

にどれくらいの時聞がかかるのであろうか. 10年

あるいは 20年かも知れない．前述のシャチの群で

は、 14年間の観察で群の分裂は観察されていない．

ある資源で追い込み漁獲が開始されてから、群の反

応が十分に現れる前に乱獲に陥ってしまう可能性も

否定できない．このタイムラグが大きいほど資源管

理は難しく、失敗しやすいのである．

その次の問題は系統群の問題である．漁船が沖合

まで出かけて広い範囲で均一に捕獲する場合や、系

統群の中の個体が毎年完全に混ざり合う場合には、

これはあまり問題にならない． しかし、追い込み漁

業のように資源の分布域の端で操業する場合には影

響が大きい．イルカの群にとって、ある年に索餌も

繁殖も満足に行われた場合の最善の戦略は、翌年も

同じような回遊路をとる事であろう．このようにし

て、遠方の個体との交流の機会が次第に少なくなり、

長い年代のうちには系統群が発生する．沿岸と沖合

に互いに混合しない別の系統群がある場合には、資

源管理者はそれを識別しなければならない．また、

それほどはっきりした別系統群が含まれないとして

も、ひとつの大きな系統群の中に相互の交流が制限

された地域個体群がいくつか含まれる場合（メタポ

プュレーション〉や、ひとつの系統群のなかの東端

の個体が西端に行き、西端の個体が東の端に行き着

くのにかなり年月がかかる例も予想できる．このよ

うな場合には、漁場の外には鯨がいるけれども、漁

場の内には滅多に鯨が見えないという事態が発生す

る．これも資源管理の失敗である．

私がイルカの研究を始めた 1960年代には、日本

国内にはイルカの捕獲を規制する仕組みは何もなく、

漁業者は取り放題であった．その後、 1982・年に追

い込み漁業が許可制となり、 1989年には突きん棒

漁業が海区漁業調整委員会の規制下に置かれ、

1993年にはイルカ類全種に鯨種別の捕獲枠が設定

された．大きな改善である． しかし、この捕獲枠の

設定は、水産庁の行政当局者が遠洋水産研究所の担

当研究者の意見を聞いた上で独自に設定したもので

あり、その最終結論にいたるロジックは何ら公表さ

れていない．私も、問われて担当研究者として意見

を提出したことはあるが、どのような理由で私の提

案よりも大きな数値に決着したのか説明を受けた事
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はない．漁業者に伝達されてからその数値を知り、

たぶん漁業者や議員の圧力があったのだろうと想像

するばかりであった． 日本政府は IWCがこれら鯨

種の資源管理に口を出すことを拒否しているため、

同TCの科学委員会の批判を受けることもない．

私は地球上の自然は人類の共有財産であるとする

見方を支持するものである．このような考えは別と

しても、日本近海の水産資源は少なくとも日本国民

の共有財産であるとみる意見には多くの日本人が賛

成するのではないだろうか．これまで－の水産資源の

管理の失敗の遠因には「海の資源は水産会社や漁師

のもの」という認識があったと私は感じている．こ

の考えはもう通用しない点では鯨類資源も例外では

ない．このような国民共有の水産資源を漁業者に利

用させるための条件やルールの根幹をなすものが捕

獲枠である．その策定のための作業が、日本では外

部の批判を避けつつ秘密裏に行われている．これで

は偏った決定が行われる危険をはらんでいるし、国

民の発言権を損なうものでもある．今後、この方面

の改善がなされる必要がある．また、政府はそのよ

うにして決定された資源管理の原則や操業のルール

については広報に努める必要がある．それは違反操

業の監視にも貢献する筈である．

ミンククジラなどの鯨肉や脂皮は食用として非常

に根強L、需要があるが、その影に隠れてイルカの肉

も高騰を続けており、漁業者のイルカ資源への期待

はかつてないほどに高まっている．その背景には、

イルカ肉の伝統的な消費地ではイルカとして流通し

ているが、その他の場所では鯨肉の代用品ないしは

イミテーション商品として流通している事実がある．

イルカ肉を鯨肉と称しても生物学的には誤りとは断

定できないが、暖昧さを利用した不公正な販売には

違いない．鯨類食品から DNAを抽出して種類を判

別することが、今の技術でも、多くの場合に可能で

ある．これから鯨類産品の種名表示を徹底させるな

らば、それは消費者の利益にもなるし、違反操業や

密輸の摘発にも有効である．監督官庁の迅速な対応

が望まれる．

日本で行われている鯨の捕獲と利用に対して、批

判的な見方が外国には少なくない．先年 10年ぶり

で、かつて日本に来たこともある親しい海洋研究者

に再会したが、ふとした会話から日本ではイルカ漁

業がいまも続いていると知り驚いていた．相手は、

私が水産庁のイルカ研究者であることを知っていた

ので表現は控えめであったが、日本のような豊かな

国がなぜそれを必要とするのか、あいた口がふさが

らないと言った感じであった．細かな資源論は別と

して、このような外国の批判に対する日本の水産庁

や漁業関係者の反論には、 「日本には長い鯨食の習

慣がある、鯨食は日本人の問題である、日本人の伝

統と主体性を無視したそのような批判は不当である」

というたぐいのものがある．これは確かに正論では

あるとは思うし、鯨を捕りたい人たちの主張として

は理解できる． しかし、その主張には何かが欠落し

ているように思えてならない．

その見落としているものは何か．それは、どちら

が多くの日本人に幸せをもたらすかという評価であ

る．将来、日本近海のクジラやイルカの持続的な捕

獲が可能となったとして、その時にどれほどの人数

がそれを食べたいと感じ、またそれを食べて幸せを

感じるのか．イルカやクジラの肉は私にとっては懐

かしい食品であるが、それが我が国の禽獣肉生産量

に占める割合は、いわゆる「商業捕鯨停止」以前か

ら 1%以下になっているのを知ればなおさらの感が

つよい．イルカを食べるのはやめて、浜辺に立てば

クジラやイルカが見られるという美しい自然環境の

中で、心豊かな生活を送る方が私にとっては素晴ら

しいことであるし、日本にもこういう人たちが次第

に増えてくるように思われる．これまでに鯨食の習

慣を身につけた人に、これを要求しても無理かも知

れないし、いま捕鯨で生活している人にすぐ止めろ

と言っても可哀想な面もある． しかし、そのような

習慣のない若い人までが、深い考えもなく好奇心か

らクジラやイルカを食べて、無意識のうちにその需

要を増やすというのは愚かなことである．また、価

値観がからむ論争の一方の当事者（捕鯨〉を支持す

るために国費が使われているのも将来は問題となろ

っ．
鯨肉の需要があるからこそ、枯渇したイルカ資源

からも依然として漁獲が続き、鯨の密漁や鯨肉の密
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輸の噂や報道がたえないのである．体長 5mのコビ

レゴンドウを l頭とれば 4-500万円で買い手がつ

き、 3mたらずのスジイルカが十数万円で売買され

ーてし、る．野生生物をこのようにむさぼる社会で、 自

然保護が果たして可能であろうか．我々は自分たち

の生活のあり方をいま謙虚に考え直 してみる必要が

あると訴えたい．
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