古
式捕鯨時代から太
地は捕鯨の伝統を
守 り︑その 歴 史は四 百
年 以 上に及 ぶ︒ 周 知の
ように日 本は二〇一八年
十二月に︑国 際 捕 鯨 委
員 会︵I W C︶に 脱 退
を通告し︑
昨年
︵二〇一九︶
七 月から日 本 海 沿 岸 と
排 他 的 経 済 水 域︵E E
Z︶での商 業 捕 鯨 を 再
開した︒半世紀に渡って
捕 鯨 問 題や動 物 保 護 運
動 を 取 材してきた水 産
ジャーナリストの梅 崎 義
人さんと︑太 地 町 漁 協
参事の貝良文さんに︑日
本の捕 鯨 問 題 と 太 地の
これからについて伺った︒

商業捕鯨再開まで
﹁太地は商業捕鯨の聖地
です︒捕鯨は次代に繫げ
てほしい﹂と︑開口一番︑
梅崎さんは話す︒
商業捕鯨を再開したこ
とについて︑日本のマス

てきた︒ＩＷＣは国際い
じめ集団という言葉がぴ
ったりの組織ですから﹂
それはどんないじめだ
ったのか︒
﹁まず︑ＩＷＣの存在基
盤に
﹃国際捕鯨取締条約﹄
があるのですが︑これに
違反した決定を採択した
こと︒この条約の目的は
﹃鯨類の保護と適切な利
用﹄
﹃捕鯨産業の健全な
発展﹄なんです︒それな
のに︑一九八二年に科学
的根拠なしに﹃商業捕鯨
モラトリアム﹄を採択︑
商業捕鯨の一時的禁止で
す︒ＩＷＣ・科学委員会
が南極海ミンククジラの
持続的捕獲枠を勧告して
いたのにそれを無視︒反
捕鯨国の多数決による決
定でした﹂
日本政府も当然︑異議
を申し立てた︒だが日米
協議の席上︑米国が自国

コミやメディアが﹁国際
協調の精神に反する﹂﹁外
交上︑マイナス﹂
﹁調査
捕鯨の方が鯨を安定的に
確保できた﹂など批判的
な報道が目立つことにつ
いてもこう断言する︒
﹁表面的で底の浅い見方
ですね︒むしろＩＷＣか
らの脱退は遅すぎたくら
い︒日本は理不尽ないじ

ケトウダラなどアメリカが

里の漁場にはアカウオやス

﹁当時︑アメリカの二百海

を追放すると迫ってきた︒

二百海里内から日本の漁船

がついていたのだが︑そ

設定するという付帯条件

見直し︑新たな捕獲高を

くとも一九九〇年までに

モラトリアム﹂には︑遅

このときの﹁商業捕鯨

サンプル採取だけで一時

六項目に及ぶ

重ほか︑三十

鯨の体長︑体

六名が行う︑

たが︑調査員

めに三十年以上翻弄され

手を出していない魚類が豊

れも無視され続けてきた︒ 間以上︒その間︑解剖員
は立ったまま待ちます︒
調査終了後︑捕獲したク

るを得な

撤回せざ

く異議を

の規模の差に政府
は泣く泣

円ほど︒十倍以上

して捕鯨は百十億

間︑北太平洋での調査捕

〇年の六〜七月の二カ月

てきました︒私も二〇〇

は緻密な調査実績を重ね

会が高評価するほど日本

すが︑ＩＷＣ・科学委員

めに始まった調査捕鯨で

﹁捕鯨の持続的利用のた

ってたりしますが︑四つ

袋には生きたまま魚が残

は胃袋が四つ︒最初の胃

ごいです︒牛と同じで鯨

の調査など臭いがものす

査捕鯨です︒鯨の胃の中

冷凍保存する︒それが調

産物ということで加工し

とは許されないので︑副

ジラの肉や皮は捨てるこ

かったの

鯨船に同乗︑取材しまし

日本の調査捕鯨
の開始

です﹂

あった︒それに対

くらいの水揚げが

て年間千三百億円

富で︑日本円にし

捕鯨問題と
太地
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日本は30年以上、
南極の
厳しい環境で調査捕鯨を続けてきた。
写真は目視採集船「勇新丸」。

目の胃袋の中はドロドロの
液状ですよ︒それを素手で
触って中身を調べるのです
からそれはもう大変な作業
でした﹂
だが︑どんな緻密な調査
を重ねても︑ＩＷＣでは持
続的利用支持国と反捕鯨国
の対立が激化するだけで︑
妥協案はことごとく挫折し︑
ＩＷＣは機能不全のまま時
間だけが過ぎた︒
三十年以上もたった二〇
一八年十二月︑ついに日本
政府はＩＷＣ脱退を通告す
る︒
本の調査研究で︑資源の豊
視されたまま︒つま

勧告を出したのに無

﹁ＩＷＣ・科学委員会が日
富なミンククジラは年間二

産の供給は見通しが立って

これまでの鯨肉市場の主力。
南極海からの撤退で捕獲枠は
３分の１に。

（15～25トン）（母船式のみで 25 頭）
イワシクジラ
昨年は EEZ内で、
捕獲枠いっぱいの
25 頭を捕った。

捕鯨を認めないし︑
クジラを殺すことは
〝倫理に反する〟と
の考えを変えません︒
最初に〝倫理〟を持

葉県の和田浦︑宮城県の鮎

されているのは︑太地︑千

現在︑日本で捕鯨が許可

太地のこれから

今後︑必要な事なのです﹂

鯨を対象にした商業捕鯨は

現状です︒増え続けている

の量を鯨が食べているのが

費する水産資源の三倍四倍

えすぎて︑実際︑人間が消

鯨はともかく︑小型鯨は増

写真上はシロナガスクジラのバイオプシー採集。
左は目視調査の様子。
写真下はクロミンククジラの体重計測。

一方︑宮城県石巻市など

に乗り出したのだ︒

新たにニタリクジラの捕獲

ククジラとイワシクジラ︑

源量が確保されているミン

関港を出港した︒十分な資

丸﹂を中心とする船団が下

鯨を行ってきた母船﹁日新

年七月一日︑南極で調査捕

商業捕鯨が再開された昨

がある︒

沖合捕鯨の寄港地に下関港

の釧路︑網走の六カ所と︑

川︑青森県の八戸︑北海道

2019年７月から再開した商業捕鯨で、
獲得できる鯨の種類と頭数。
（日本鯨類研究所資料より）

いません︒全ての鯨を対象

ミンククジラ（5～8トン）（母船式と沿岸式で計 120 頭）

はどんな条件下でも

りＩＷＣの反捕鯨国

ニタリクジラ（25トン前後）（母船式のみで 150 頭）
水温が温かい海域に生息。
昨年捕獲したニタリクジラ
の味は評判上々だった。

千頭の捕獲が百年間可能と

右は鯨の耳から
「耳
垢 栓」を採 取し顕
微 鏡で観 察。鯨の
年齢査定を行って
いる様子。上は鯨の
胃の内容物だ。
●母船式捕鯨業＝山口県下関市を根拠地とし、沖合で数ヶ月に渡り操業。
許可隻数 :１船団（母船１隻、独航船３隻）
捕鯨対象はミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラ。
●沿岸捕鯨業（許可隻数：５隻）＝北海道網走、青森県八戸、宮城県鮎川、
千葉県和田浦、和歌山県太地を根拠地とし、基地周辺沿岸での日帰り操業。
捕鯨対象はミンククジラ（ツチクジラは従来通り）

にした﹃モラトリアム﹄で︑

クジラのイラストは日本鯨類研究所提供

ち出されたときに即︑脱退
すべきでしたね﹂
梅崎さんは︑今後は世界
の食料問題を解決する〝大
穴〟に鯨を推すという︒
﹁今︑二〇五七年には世界
の人口は百億を超すといわ
れています︒そのとき︑地
球の食料需給はどうなるか︒
穀物類は遺伝子組み換えの
技術の発展で生産は伸びる
と予想されていますが︑畜

太 地 町の梶 取 崎に建つ
﹁くじらの供 養
碑﹂︒毎 年四月二十 九日に捕 鯨ＯＢ会の
主催でクジラの供養祭が開催されている︒
左は昨 年︵二〇一九︶七月一日商業捕鯨再
開で釧路港を出港する船団︒
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鯨の外部プロポーションを計測している様子。

「太地は捕鯨の聖地」
と話す
水産ジャーナリストの梅崎義人
さん。

絶滅が心配されている大型

商業捕鯨で捕獲できる鯨種と頭数（２０２０年度）

を拠点とする小型船五隻も
釧路港に集結し︑日帰りで
ミンククジラの捕獲に出港
した︒現地で見届けた太地
漁協の貝良文参事は感慨深
げに話す︒
﹁商業捕鯨の再開で︑いろ
いろな問題はありますが︑
漁協としては大歓迎です︒
何より︑調査で捕るクジラ
は︑乱数表に基づいたラン
ダムサンプリング︵無作為
抽出︶のため︑大きい鯨を
狙っての捕獲は出来ない︒

ルカ追い込み漁を

隠し撮りし︑批判

的に描いた映画

﹃ザ・ コ ー ヴ﹄ が

反響を呼び︑反捕

鯨団体が町に押し

﹁実態と違うことを︑映画
った︒彼らはお金にならな

中は数人しか姿を見せなか

寄せたのだ︒

にされて町は一時︑パニッ

太地町に取材に行った九

いとわかれば手を引くでし

てきて︑誰よりも鯨に感謝
月︑漁協のスーパーを覗い

クになりました︒私たち町

してきた︒その誇りがある
てみると︑商業捕鯨で捕れ

ょう﹂

から︑挑発に乗らないよう
た北海道のミンククジラの

民は昔から鯨とともに生き

注意深く対応してこれたと
肉のパックが並んでいた︒

その周りに古式捕鯨時代
の勢子舟に乗った鯨方が
展示され︑巨大な鯨に挑
んだかつての勇姿が一目

︵貝さん︶

地に遊びに来てください﹂

きたい︒皆さん︑ぜひ︑太

いことを世界に発信してい

してきた太地にしかできな

に親しみ︑鯨を理解し共存

ていただきたい︒そして鯨

﹁日本伝統の鯨文化に触れ

完成間近だという︒

ク﹃森浦湾くじらの海﹄が

クジラと遊べるテーマパー

な入江を使って︑国内初の

そして今︑森浦湾の小さ

が展示されている︒

つての調査船﹁第一京丸﹂

あるくじら浜公園では︑か

見られるほか︑同じ敷地に

イルカとクジラのショーが

江に設置されたコーナーで

博物館の外に出ると︑入

なのだ︒

ている世界でも稀な博物館

するあらゆる資料がそろっ

瞭然だ︒ここはクジラに関

のぞ

国の消費者に提供できます︒ 思う︒騒動も十年たち︑昨
それを嬉しそうに選んで

た後での解体だから肉の鮮
年は追い込み漁解禁の九月

漁師にとってもやりがいが
いる土地の女性たちに声を

度は落ちてしまう︒これか

しかもさまざまな調査をし

太地町自慢の施設「道の駅たいじ」。古式捕鯨時代の勢子舟の模型展示や、
鯨
グッズ、
鯨料理など楽しめる。

でもシー・シェパードの連

全然︑違います﹂

自然保護団体が太地町のイ

二〇〇九年︑アメリカの

つの闘いを続けてきた︒

地町は︑ここ十年︑もう一

鯨とともに生きてきた太

鯨の町として
世界へ発信

らは︑鮮度のいい鯨肉を全

かけてみた︒
﹁ミンククジラ︑おいしい
ですよ︒私らは大好きです︒
ちょっと高いからどれにす
るか悩んでるところ〜﹂と
笑い声が上がった︒
鯨の町として名を広げる
ため太地町のあちこちには
クジラのマークや絵を見か
ふた

ける︒マンホールの蓋にも
クジラが彫られている︒そ
の最たるものが﹁クジラ博

物館﹂だろう︒
吹き抜けの広い館内に
は実物大のセミクジラの
模型が吊るされている︒

漁協スーパーでは、
鯨肉コーナーがあり、
昨年
（2019）
９月に訪れたときは、
商業捕鯨再開後
の、
北海道で捕獲したミンククジラの肉が並ん
でいた。
「くじらの博物館」の外観。吹き抜けの館内に吊るされた実物大のセミクジラの模型に圧倒される。
古式捕鯨時代の鯨方と勢子舟も見える。
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「商業捕鯨の再開は感無量です」
と
話す太地町漁協の貝良文参事。
（日本小型捕鯨協会会長）
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「くじらの町」ゆえに、
マンホールの蓋にも鯨
が彫られている。

