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Abstract 

Bequia Island of St. Vincent and the Grenadines, the 

subject of this report, lies on the latitude 13 degrees north 

and the longitude 61 degrees 15 minutes west. It has a total 

area of 18.1 square kilometers and a population of 4,874. 

ln Bequia, whaling was started in 1875 or 1876 and 

reached its peak circa 1910 when about 100 men were 

engaged in catching and processing of humpback whales. 

Since 1925, whaling in the Caribbean has been limited to 

Bequia, and the island economy has been seriously affected 

by the success in catching a few whales a year. Although 

there was a certain danger of extinction of whaling culture, it 

has managed to survive until today. The aim of this repoは is

to describe the current situation of whaling activity in 

Whaling Commission, they can not catch a whale freely. 

Besides, a whale is not always captured annually. However, 

Bequians go out for purchasing whale meat whenever a 

whale was captured. The islanders fully recognize that they 

are inhabitants of an island of whaling by eating whale meat. 

To satisfy them culturally is one thing, and to satisfy them 

nutritionally is another. They are not troubled nutritionally 

even if they don’t eat whale meat. But they need to eat it 

culturally. 

Although environmentalists respect animal rights, they 

neglect human rights. We should protect Bequians’right to 

catch a humpback whale. For the people in Bequia, whaling 

is a way of life that makes it worth living. 

1. はじめに

Bequia. 本稿で取り上げるベクウェイ島は北緯13度、西経61度

Only seven humpback whales have been captured since 15分に位置する面積18.lknl、人口4,874人 (1991年） の

1991 when I started field research (one in 1992, two in 小島で、独立国 「セント・ヴィ ンセントおよびグレナデ

1993, two in 1998 and two in 1999). There was no catch ィーン諸島j （以下、セント・ ヴィンセントと表記） の

during the four years between 1994 and 1997. It was the 一部を構成している。（地図l参照）

transitional time of whaling 附 hnique from an old r寸
generation to a new generation for these four years. It was 

the whaling culture that was endangered at that time. A 

harpooner of an old generation and a harpooner of a new 

generation each succeeded in capturing a whale in the year 

of 1998 and 1999. As a result of success for these two years, 

the whaling technique seems to have been handed down 

介oman old generation to a new generation. 

A whale caught is processed at the shore station in Petit 

Nevis, a small uninhabited island near Bequia, and whale 

meat is sold to Bequians on the spot. The islanders who 

purchased whale meat cook it at th巴 placeand eat it, and 

they also bring it back home to distribute it among their 

family, relatives and friends. Local consumption of whale 

meat is verγ important for them. Because of a quota of two 

humpback whales per year imposed by the International 
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ここでは1875～76年頃にアメリカの捕鯨船より捕鯨技

術を習得した島民によってザトウクジラ捕鯨が開始さ

れ、手漕ぎ・帆推進の捕鯨ボートに手投げ鈷という創業

時とほぼ同じ姿の捕鯨が今日 (1999年）でも行われてい

る。

筆者は1991年以降、計 5回現地調査を実施し、ベクウ

ェイ島の捕鯨文化の理解に努めてきた。以下、最新の情

報に基づいてベクウェイ島の捕鯨、およびそれを取り巻

く状況を報告する。

2. ベクウェイ島の捕鯨の現況

ベクウェイ島のザトウクジラ捕鯨は上述のように1875

～76年頃にアメリカの捕鯨船より捕鯨技術を習得した島

民によって開始され、 1910年頃に最盛期を迎え、約100

人がザトウクジラの捕獲・解体に従事していた（Adams、

1971）。

1925年以降、カリブ海地域の捕鯨（小型鯨類を除く）

はベクウェイ島に限られるようになり（Adams、1971)、

年間数頭の捕獲の成否に一喜一憂しながら、何度かの消

滅の危機を乗り越えて今日まで続いてきている。

ベクウェイ島の捕鯨シーズンはザトウクジラが繁殖海

域に向けて南下していく 2月上旬に始まり、同海域を北

上していく 5月上旬に終わる。

この3か月間の捕鯨シーズン中、日曜日・祝日と悪天

候の日を除く毎朝、捕鯨クルーは6人乗りの捕鯨ボート

で、ベクウェイ島の南西13kmに位置するムスティック島

に向かい、そこに上陸する。捕鯨クルーはムスティック

島の高台に登り、双眼鏡で鯨を探索する。 一方、ベクウ

ェイ島の高台にも見張りが残り、探鯨する。鯨が発見さ

れれば、マリン・トランシーパーによって相互に連絡が

なされ、追跡が始まる。鯨が捕獲されれば、ベクウェイ

島の真南 1kmに位置する無人島フ。ティ ・ネイヴ、ィス島に

運ばれ、そこで解体処理がなされる。

現在は国際捕鯨委員会の捕獲割り当て（年間 2頭）の

ため、 2頭を捕獲した時点でその年の捕鯨シーズンは終

了となる。例えば、 1998年は 2月26日に、 1999年は 3月

6日にそれぞれ2頭ずつ捕獲されたため、両年とも、捕

鯨シーズンは2～3週間で終了した。

1960年代初めに6隻あった捕鯨ボートは1970年代初め

に2隻に減少、以来1980年代半ばまで捕鯨ボート 2隻、

クルー12人の体制が続いてきた。（Price、I985) 

1989年に捕鯨ボート I隻が売却され、1990年から 1995

年までは捕鯨ボー ト1隻、クルー6人となった。 1996年

に新ボートが建造され、再び2隻、12人体制となり、そ

の状態が今日 (I999年）まで続いている。

2隻の捕鯨ボートのうち、 1996年に建造されたボート
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は全長8.25m、幅2.17mで、創業時の捕鯨ボート（7.6 

～7. 9m）よりも幾分大きくなっている。これは海上で

の転覆等の経験を生かして、鈷打ちした鯨に海上を引っ

張られる際の抵抗力をより大きくするためである。

捕鯨ボートには上述のように 6人のクルーが乗り込

む。舶先から艦にかけて順番に、①鈷手、②ボウ・オー

ルズマン、③ミッドシップ・マン、④タブ・オールズマ

ン、⑤リーディング・オールズマン、⑥キャプテンであ

る。各クルーの役割の詳細は浜口（I998）を参照された

い。

鈷手は鯨の捕獲に関して絶対的な権限を有している。

鯨の背後約 3mまで捕鯨ボートで接近し、手投げ鈷を打

ち込こむ。 打ち込まれた鈷とローフ。で、繋がった捕鯨ボー

トが鯨の逃走、潜水を妨げ、鯨を衰弱させる。最後に、

話手が弱体化した鯨に止めのヤスを刺し込む。

銘手の指揮監督のもと、全クルーがそれぞれの役割を

果たすことによって、全長わずか 8m強の捕鯨ボートで、

体長12～13m、体重数十トンはあるザトウクジラの捕獲

が可能となるのである。

筆者が調査を始めた1991年以降のザトウク ジラの捕獲

数は1992年 1頭、 1993年2頭、 1998年2頭、 1999年2頭

の計7頭である。毎年捕獲されるわけでもないのである。

（表 l参照）

表 lザトウクジラ捕獲数一覧 ：1991～1999年

1991 I 1992 I 1993 I 1994 I 1995 I 1996 I 1997 I 1998 I 1999 

ol 1 l2lolololol2l2 
（注）これに加えて1992年、 1996年に銘打ち亡失鯨が1頭ずつある。

捕獲数ゼロの1994年から 1997年までの4年間は、旧世

代（創業4世代目）から新世代（創業5世代目）への移

行期にあたっており、ある意味ではベクウェイ島の捕鯨

文化の存続にとって一番危機の時代であった。この時期、

絶滅の危機に瀕していたのはザトウクジラではなく捕鯨

文化であった。

1998年、 1999年の両年、旧世代と新世代の鈷手がそれ

ぞれ l頭ずつ捕獲に成功し、ベクウェイ島の捕鯨は21世

紀を目前にして、新時代の幕開けとなったのである。

捕獲された鯨は、ベクウェイ島の真南 1kmに位置する

無人島プティ・ネイヴィス島まで運ばれ、そこで解体処

理され、その場で島民に販売される。 1993年、 1998年の

販売価格は鯨肉、脂皮とも 1ポンド（454g）当り 4EC

ドル（約180円）であった。鯨肉を購入した島民はその

場で料理し食するし、家に持ち帰って、家族や親族、友

人に分配したりもする。

ここで重要な点は鯨肉の地元消費である。今日では、
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国際捕鯨委員会による捕獲割り当てのため、最大限捕れ

でも年間2頭まで。しかも、毎年捕獲されるわけでもな

い。しかしながら、ザトウクジラが捕獲された時には、

ベクウェイ島民は競って鯨肉を買い求める。鯨肉を食す

ることによって、島民は「捕鯨の島の一員であるj こと

を再認識するのである。

誰も鯨肉を食べることを強制されているわけではな

い。食べたくなければ、食べなくてもよいのである。そ

れでも、ザトウクジラが捕獲された時には、多くの島民

が解体処理場のある無人島に集まり、鯨肉を購入する。

ここに、捕鯨が地域に根づいている姿がある。

ベクウェイ島民は年に l回、あるいは数年に l回、鯨

肉を食することによって、捕鯨の島の一員としての自ら

のアイデンティティを維持しているのである。文化的（精

神的）充足と栄養学的充足は全く別のものである。ザト

ウクジラ肉を食べなくても、ベクウェイ島民は栄養学的

には困らない。しかしながら、鯨肉を食べられなくなっ

た時に受ける文化的ダメージは計り知れないのである。

3. ベクウェイ島の捕鯨と国際捕鯨委員会

ベクウェイ鳥のザトウクジラ捕鯨は国際捕鯨委員会に

よって1987/1988年シーズン（実質は1988年、以下同様）

より「原住民生存捕鯨」として3年間、年間捕獲割り当

て3頭が容認された。この捕獲割り当ては1993/1994年

シーズン以降2頭に減じられ、今年 (1999年）が3年間

の捕獲割り当て最後の年であった。

セント・ヴィンセントは1999年5月に隣国グレナダで

開催された第51回国際捕鯨委員会（筆者も出席）におい

て1999/2000年シーズンから 3年問、年間捕獲割り 当て

2頭を要求したが、米英豪NZ等に代表される反捕鯨国

が1998年、 1999年の捕獲を問題視し、議論は紛糾した（厳

密に言えば、 1998年の捕獲のみが議論の対象で、 1999年

の捕獲は翌年の委員会扱いであるが、暗黙裡には1999年

の捕獲も対象とされた）。

ここで問題となったのは1998年、 1999年にそれぞれ2

頭の鯨が同時に捕獲されたことであった。この 2頭の鯨

を反捕鯨国は「母子連れJとみなし、「稚鯨を伴う雌鯨

又は乳飲稚鯨を捕獲し又は殺すことは、禁止するJとし

た国際捕鯨取締条約附表E14に違反しているとして非難

したのであった。

セント・ヴ、ィンセント国政府の見解は 「小さな鯨の胃

の中には乳がなかったので、小さな鯨は乳飲稚鯨ではな

い。従って、違反ではないJとのことであった。

この条項の解釈についてはノルウェ一、日本などは「こ

の条項は商業捕鯨を対象としたものであって、原住民生

存捕鯨には適用されなしりという立場をとっており、

方、米英豪NZなどは「原住民生存捕鯨にも適用される」

という立場をとっている。

また、日本国政府は「当該海域のザ トウクジラの資源

量は10,600頭以上と推定される。 2頭の捕獲は資源量に

は何ら影響を与えない。欧米人は仔牛、仔羊を食べるの

に、何故仔鯨だけを問題視するのか」という見解を表明

し、資源論・文化論の立場から米英豪NZに議論を挑ん

だが、鯨類を神聖視する反捕鯨国には通じなかった。

結局、紛糾の末、セント・ヴィンセントの要求は全会

一致で認められたが、仔鯨捕獲禁止規定の明確化、資源

の管理 ・調査の強化などの厳しい条件が課せられた。

2頭というささやかな要求のために 2日も議論するな

どは、反捕鯨国による小捕鯨国に対する弱者いじめ以外

の何物でもなかった。これで、とりあえず3年間は息を

つないだ格好だが、 3年後はより一層風当たりが強まる

であろう。

たった 2頭、されど 2頭なのである。

4. まとめ：ベクウェイ島の捕鯨の将来

ベクウェイ島のザトウクジラ捕鯨が直接対象となった

わけではないが、 1994年に反捕鯨環境保護団体によって、

国際捕鯨委員会において日本の捕鯨政策を支持するカリ

ブ海諸国4か国（ドミニカ、グレナダ、セント・ルシア、

セント・ヴ、ィンセント）に対して「観光ボイコット・キ

ャンペーンj がなされた。（浜口、 1995)

その成否を判断する具体的な材料は持ち合わせていな

いが、 1999年時点では、国際捕鯨委員会において日本の

捕鯨政策を支持するカリブ海諸国は6か国（上記4か国

とアンティグア ・パーブーダ、セント ・キッツ ・ネイ ヴ

ィス）に増加しており、それほど大きな影響を与えなか

ったと考えられる。

上述したように、ベクウェイ島では捕鯨技術が創業4

世代目から 5世代目に継承され、捕鯨文化が消滅する危

機は島内的には乗り越えられた。

しかしながら、インターネットの普及に伴う情報化時

代の到来が、ベクウェイ島のザトウクジラ捕鯨に新たな

る問題を与えている。

1999年3月のベクウェイ島での捕鯨場面がインターネ

ットで流された。現地の社会 ・文化的状況から切り離さ

れた断片的な画像は文化の誤解を引き起こす。もちろん、

流したほうはそれを狙っているわけで、事実ベクウェイ

島で発行されている月刊紙には抗議の手紙も来ている。

(Caribbean Compass、April1999) 

幸いにして、影響は一時的なものであったが、今後な

お一層迅速な対応が必要となってくるであろう。現地の

鯨捕りが知らない問に誤った情報が伝達され、 一方で反
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論する機会は与えられない。多少とも、現地の実情を知

る者の一人として真実の姿を知らせる責務が筆者には課

せられている。

マッコウクジラ、ミンククジラの商業捕鯨禁止は、宮

城県鮎川の住民に「生活様式を根底からつき崩すような

打撃を与えたJと報告されている（フリーマン、 1989）。

同じ悲劇をベクウェイ島民に味合わせてはならない。
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