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Abstract 

Two kinds of whaling are conducted in St. Vincent and 

the Grenadines at present. One is humpback whaling at 

Bequia, the other is pilot whaling at St. Vincent. In this 

paper, some aspects on the pilot whale fishery in 

Barrouallie, a leeward town in the island of St. Vincent, 

are examined. 

The pilot whaling in Barrouallie was started around 1 910. 

The Barrouallie whaleboats were 2 0 to 24 feet long. They 

were powered by sail and oars and carried a crew of five. 

Barrouallie whalemen caught pilot whales and other small 

cetaceans with hand harpoons and hand lances. A light 

harpoon gun mounted on a stand bolted to the foredeck was 

added in 1962, replacing the original hand harpoons. By 

1972 all of the boats had been converted to engine power. 

There were four boats in the early 1 970・sand two to three 

boats in the early 1980’s. The average annual catch of the 

pilot whales was 267 in the 1970’s. It dwindled to 117 in 

the 1980’s. 

Four boats are operating in 2001. Each boat is equipped 

with a harpoon gun and gun harpoons, a number of hand 

harpoons and hand lances. Three men work in a whaleboat. 

From bow to stem, they are a’ha叩ooner', a ’working man’ 

and a’captain’. The most skillful harpooner in Barrouallie 

caught 70 pilot whales, 25 false killer whales, 350 

porpoises, 4 killer whales and a Bryde’s whale in 2 000. 

According to him, a total of 110 pilot whales were 

captured by the four boats in 2 000. Fresh pilot whale, 

porpoise and whale meat is sold at the dockside to local 

middlemen or to inqividuals for home use. The middlemen 

sell the meat in the capital, Kingstown, either fresh or 

corned. 

The average annual catch of the pilot whales has been 

steady (110 to 120) for the past twenty years. As long as 

the annual catch of this scale continues, the pilot whale 

fishery in Barrouallie could be presumed to be a form of 

sustainable use of living resources. 

1. はじめに

カリブ海地域の捕鯨は米国、ニュー・イングランド地

方からの捕鯨船の到来をその晴矢とする。マッコウクジ

ラ、ザトウクジラを追い求めて米国籍捕鯨船が小アンチ

ル諸島各地に寄港し、時には現地の人々を補充乗組員と

して雇用した。乗組員として捕鯨技術を習得した現地の

人々の中には出身地に戻った後、自ら捕鯨業に着手する

者も出現した。

1870年から1925年にかけて約20の捕鯨事業体がバルパ

ドス島、グレナディーン諸島、 トリニダッド島で創業さ

れた（Adams 1971, Price 1985）。グレナディ ーン諸島

最北端のベクウェイ島が捕鯨の中心地で、向島から直接

的、間接的影響を受けて、他のグレナデ、イーン諸島一帯

に捕鯨が広まっていった。カヌアン島、ユニオン島南東

岸沖のフリゲイト岩礁、パーム島、カリアコウ島南岸沖

のサリーヌ島、グレナダP島北岸沖のカイユ島に捕鯨基地

が設けられ、最盛期 (1910年頃）にはグレナディーン諸

島全体で約100人が鯨の捕獲、解体に従事していた

(Adams 1971, Price 1985）。主たる捕獲対象はザトウ

クジラで、ナンタケット型の捕鯨ボートを模したボート

で海岸から漕ぎ出し帆走、鯨を追跡した。ベクウェイ島

の場合、捕鯨ボートは全長26～27フィート（7.9～8. 2m）、

6人のクルーが乗り、手投げ話、ヤスで鯨を捕った。

2001年現在、カリブ海地域ではベクウェイ島のザトウ

クジラ捕鯨は創業時とほぼ閉じ姿で存続、また小型鯨類

（コビレゴンドウなど）を対象とした捕鯨がセント・ヴ

ィンセント島とセント・ルシア島で行われている。

セント・ヴィンセント島はカリブ海、小アンチル諸島

の南半分を構成するウインドワード諸島の一角を占め、

F
h
u
 



北緯13度7分から13度23分、西経61度7分から61度17分に

位置する面積345km2、人口9万9000人 (1991年）の島で

ある。このセント・ヴィンセント島およびそこから南に

連なる30余りのグレナディーン諸島が一つの独立国「セ

ント・ヴィンセントおよびグレナディーン諸島」（St.

Vincent and the Grenadines）を形成している。

セント・ヴィンセント島においては首都キングスタウ

ンの北西約19.3km、風下側海岸のほぼ中央部に位置する

漁村パルリー（Barrouallie）でコビレゴンドウを主対象

とする小型鯨類捕鯨が行われている（図 1）。
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図1 セント・ヴィンセント島パルリ一周辺図

筆者はこれまでベクウェイ島のザトウクジラ捕鯨につ

いては幾つかの報告を発表しており（浜口 1995, 1998, 

2000, Hamaguchi 1997）、本稿においては前稿の補完を

目的としてセント・ヴィンセント島バルリーのコビレゴ

ンドウ捕鯨を取り上げる。この小論がカリブ海地域にお

ける捕鯨文化の多様性の理解への一助となれば幸甚であ

る。

2. バルリーの捕鯨の歴史

本節においては文献資料に基づいて1980年代初めまで

のパルリーの捕鯨の姿を概括してみる。用いた資料はラ
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スジェンとサリヴァンの1967年の調査（Rathjen and 

Sullivan 1970）、アダムスの1966年および1970年代初め

の調査（Adams1971, 1975）、コールドウェル夫妻の1968

年から1974年にかけての調査（Caldwell and Caldwell 

1975）、プライスの1980年代初めの調査（Price1985）で

ある。

パルリーでのコビレゴンドウ捕鯨は1910年頃に始まっ

たとされている（Price1985）。 1910年頃はセント・ヴィ

ンセント島の南14.5kmに位置するベクウェイ島をはじめ

とするグレナディーン諸島でのザトウクジラ捕鯨の絶頂

期にあたり、あるいはその影響を受けたのかもしれない。

パルリーで使用されてきた捕鯨ボートは全長20～24フ

ィート（6.1～7. 3m）、元々は手漕ぎで帆推進、 5人程度

のクルーが乗り、手投げ話、ヤスで小型鯨類を捕獲した

(Price 1985）。

1962年にショ ット ・ガンの銃身の一部を切断、改造し

た鈷撃銃が紬先に据え付けられ、手投げ話に取って替わ

った（Rathj巴nand Sullivan 1970, Price 1985）。1968年に

l隻の捕鯨ボートがエンジン動力船に転換され、 1972年

までに全ての捕鯨ボートがエンジン動力船となった

(Caldwell and Caldwell 1975）。この動力化によりクル

ーl人を減じることが可能となった（Caldwell and 

Caldwell 1975）。

セント・ヴィンセント島の風下側海岸から24km沖合ま

でが漁場で、日曜・祝日、悪天候の日を除いてほとんど

毎日出漁する（Price1985）。コビレゴンドウは年間を通

して捕獲されるが、ラスジェンとサリバンは6月から 9

月にかけて最も多く捕獲されるとしており（Rathjenand 

Sullivan 1970）、一方プライスによる1978年から1983年

までの捕獲統計によれば8月から10月に捕獲が集中して

いる（全体の65%) (Price 1985）。

1962年から1969年までの8年間にコビレゴンドウは

2135頭（年間平均267頭）捕獲されており（Caldwelland 

Caldwell 1975）、 1970年から1979年までの10年間は1171 

頭（年間平均117頭）となり（Caldwelland Caldwell 1975, 

Price 1985）、 1970年代の捕獲数は1960年代の半数以下と

なっている。

捕鯨ボート数も1955年15隻、 1968年12隻、 1973年4隻

と減少し、 1978年から1983年までは2～3隻を推移して

いる（Price1985）。

1970年代以降のコビレゴンドウ捕鯨の衰退原因につい

て、コールドウェル夫妻は漁民の捕鯨への関心の減少、

修繕費および補給品（弾薬、ロープ、帆など）のコスト

の増大、燃料費の高騰、米国での「海洋晴乳類保護法」

(1972年）の制定が複合したものとしている（Caldwelland 

Caldwell 1975）。
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セント・ヴィンセントおよびグレナディーン諸島国パルリーのコビレゴンドウ捕鯨

捕獲されたコビレゴンドウはパルリーの浜で地元民に

自家消費用として、また仲買人に販売される。仲買人は

そのコビレゴンドウ肉を生のまま、あるいは塩漬け後、

日干しにしてキングスタウンの市場に出荷する（Price

1985）。塩漬け後、日干しにされたコビレゴンドウ肉は、

熱帯という悪条件下でも冷蔵せずに1週間以上はもち、

セント・ヴィンセント島における最も安い動物性タンパ

ク源のーっとなっている（Rathjenand Sullivan 1 970, 

Adams 1971）。

かつては脳油が機械類の優れた潤滑油として米国に輸

出されていたが、米国での「海洋晴乳類保護法」制定の

結果、輸出が不可能となり、現金収入の道の一つが断た

れた（Caldwelland Caldwell 1975）。

脂皮から精製される鯨油も同様で、もはや収入源では

なく、食用油として地域的に消費されているにすぎない

(Caldwell and Caldwell 1975, Price 1985）。

コビレゴンドウに加えて、ハシナガイルカやタイセイ

ヨウマダライルカなどのボートの触先につくイルカ類も

手投げ鈷で捕獲、キングスタウンの魚市場に出荷されて

おり（Caldwelland Caldwell 1975）、イルカ類も島民の

食料のーっとなっている。

3. パルリーの捕鯨の現況

2001年3月現在、 4隻の捕鯨ボートが稼動中で (1997

年、 2000年も4隻） (I)、 l隻に2～3人が乗り組む。

1990年以降、鈷撃銃を装備した捕鯨ボートで捕鯨に従

事しているA氏 (1963年生）によると、捕鯨は 1月から

12月のクリスマス前まで行われており、ほぽ通年操業で

ある。月曜日から土曜日までは毎日出漁、日曜日は教会

のミサに出席するために休漁、祭日はその時々の状況に

よる。毎朝 7時に浜に集まり出漁の準備をし、 8時頃に

出港する（写真 1）。捕鯨はセント・ヴィンセント島の

風下側海岸沖で行われる。捕獲がなければ午後2～3時

頃帰港する。鯨類を追跡して遅くなった時には帰港が夜

1 l時頃になる場合もある。

コビレゴンドウが主たる捕獲対象物で、各種イルカ類

も捕獲する。 2000年の捕獲概数は、コビレゴンドウ70頭、

オキゴンドウ25頭、イルカ類（ハシナガイルカ、バンド

ウイルカなど） 350頭、シャチ4頭などである。これに

加えて 5月上旬にニタリクジラ 1頭（27～28フィート／

8. 2～8. 5m）を捕護している。なお、この数はA氏だけ

の捕獲概数であり、他の3隻についてはまだ情報を入手

していない。 A氏によれば他の 3隻を合わせても捕獲数

はA氏の半分程度とのことであった。

上述したようにA氏は1990年以降、鈷撃銃を装備した

自らの捕鯨ボートで話手（銃手）として捕鯨に従事して

いる（それまでは手投げ鈷を使用）。捕鯨ボートは全長21

フィート（6.4m）、幅6フィート（1.8m）、ヤマハのガ

ソリン船外機を装備し、話手（harpooner）、作業人（working

man）、キャプテン（captain）の3人が乗り組む。

話手が紬先で全体の指揮を取り、キャプテンが艦で船

外機の操作を担当、作業人は船上で各種道具の準備、保

守など諸々の雑用に従事する。海上では3人全員で探鯨

する。

捕鯨ボートの倣先には固定式の台座があり、そこに取

り外し可能な鈷撃銃を装備、その鈷撃銃から鉄製の話を

発射する（写真 2）。鉄製話はロープに繋がれており、

ロープの先にはブイが取りつけられている。捕鯨ボート

には鉄製鈷9～10本、手投げ錯3本、ヤス 2本、ブイ 3

個が準備されている。

鈷撃銃の実測値は銃基部48cm、銃身66cm、口径4.2cm、

鉄製鈷（複数）は鈷先（鉄製） 14～15cm、軸部（鉄製）

42～50cm、柄部（木製） 76～80cmであった。

当地の捕鯨は「シェアー・システム」（sharesystem) 

によって利益配分がなされている。具体的な配分は以下

のとおりである。

まず、売上から燃料費（ガソリン代）を差し引く。残

りが収益。次に収益を 2等分し、半分がボート所有者の

取分となる。但し、そのうちの10%はキャプテンの取分。

さらに残りの半分を話手、作業入、キャプテン、船外機

所有者で4等分する。

船外機の導入により l～2名のクルーの削減が可能と

なった。その削減されたクルーの替わりに仕事をするの

が船外機なので、船外機にも l人分の利益配分がある。

A氏は捕鯨ボートおよび船外機の所有者でもあるの

で、彼の取分は捕鯨ボート分（45%）、鈷手分 (12.5%）、

船外機分 (12.5%）を合計したものとなり、利益全体の

70%である。キャプテンの取分は17.5%、作業人の取分

は12.5%である。

捕獲に成功すれば鈷手・ボート所有者・船外機所有者

としてのA氏の取分は多いが、捕鯨ボート、船外機、各

種捕鯨道具の購入費および維持管理費は彼の負担である

ので、それを償却していく必要もある。捕獲がなければ、

当然負担も大きくなる。取分の多さと損失の多さは紙一

重なのである。

捕獲したコビレゴンドウ、イルカ類は丸ごと仲買人に

売却され、仲買人が解体、首都キングスタウンの水産市

場に卸す。また、直接地元住民に販売されることもある。

1998年3月、キングスタウンの魚市場にイルカの頭部が

売れ残っていたので、販売者に尋ねたところ、イルカ肉

はパルリーの仲買人から1ポンド当り 1.50ECドル（67.5 

円）で仕入れ、 2.50EC ドル (112.5円）で販売すると
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（写真1) 出漁中の捕鯨ボート

のことであった。入荷すれば結構早く売れるらしく、首

都住民の貴重な動物性タンパク源の一つになっているこ

とが窺い知れた。

4. おわりに

今日捕鯨が行われているのはいずれも鯨肉・脂皮ほか

の鯨産物を食べる地域である。鯨油生産を主たる目的と

した捕鯨は既にない。パルリーにおいてもかつては輸出

用の脳油・鯨油の生産がなされていたが、今日ではセン

ト・ヴィンセント島民向けの鯨産物獲得が唯一の目的と

なっている。もちろん、捕鯨に従事する人々は鯨産物を

販売することによって現金を得るのであるが、生業とし

て行うのであれば、それは当然のことである。

文献資料によれば脳油・鯨油の輸出が不可能になった

1973年以降1983年までの捕鯨ボート数は2～4隻で推移

し、また1970～1979年のコビレゴンドウの年間平均捕獲

数は117頭であった。

筆者の調査では1997年から2001年までの捕鯨ボート数

は4隻、コビレゴンドウの捕獲数もA氏の推定（他の 3

隻でA氏の半分程度）が正しいとするならば、バルリー

全体では110頭程度となり、捕獲数も20～30年前とほぼ

同数である。

セント・ヴィンセント島民の自家消費用としての鯨産

物獲得を目的とする捕鯨としては、捕鯨ボート 4隻、コ

ピレゴンドウ捕獲数年間110～120頭程度があるいは適切

な数字なのかもしれない。また、この規模を維持してい

く限りにおいて、資源の持続的利用が可能と推定できる

のかもしれない。

いずれにしろ日本から遠く離れたカリブ海の地で日本

で捕獲されているのと同種の小型鯨類（コビレゴンドウ

など）が捕獲され食されているという事実に捕鯨文化の

比較研究に従事するものとして非常に興味を覚える。今

後もパルリーの捕鯨の推移に注目していきたい。
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（写真2) 紬先に取り付けられた鈷撃銃

注

(1)1997年3月に現地の状況確認を行い、 2000年8月お

よび2001年3月に計8日間の調査を実施した。
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