
 

第１回 鯨類捕獲調査に関する検討委員会議事概要 

 

 

１．日  時：平成23年4月22日(金)13:30～14:35 

 

２．場  所：農林水産省第一特別会議室 

 

３．出 席 者：（座 長）筒井農林水産副大臣 

（委 員）秋道委員、阿南委員、櫻本委員、高成田委員、 

谷川委員、野村委員、林委員 

（水産庁）宮原水産庁次長（議事進行）、井上資源管理部長、 

香川資源管理部審議官、森下資源管理部参事官、 

花房資源管理部遠洋課長 

 

４．結果概要：委員の紹介、事務局の紹介の後、議事の概要は以下のとおり。 

 

議題（１）検討委員会の開催趣旨について 

（資源管理部遠洋課花房課長から資料４を説明。） 

○秋道委員 委員会の性質上、議決とか審議といったことはあり得るのでしょ

うか、その場合は出席が何名で成立するかというようなことが大事ですよね。 

○資源管理部遠洋課花房課長 この会議では、議決をして一つのことを決める

ということではなく、幅広く意見を伺うという趣旨です。 

 

議題（２）鯨類捕獲調査について 

（資源管理部遠洋課花房課長から資料５に基づき説明。）  

○高成田委員 この資料は公表されるのですね。この歴史の中で日本における

組織的捕鯨について、和歌山県の太地町の博物館などに行くとパンフレット

に「我が国で最初」と書いてあって、私もそうだと思っていたものですから、

それとの関係はどうなっているのでしょうか。 

○資源管理部森下参事官 どの時点をもって沿岸捕鯨が始まったかを定義する

かによると思います。鯨組というものが組織された時点をとるのか、あるい



 

は網捕り式の捕鯨、その前は突き捕り式で網を使わなかったのですが、突き

捕り式が網捕り式になった時点をとるのかということでその時点も変ってく

ると思います。 

  委員ご指摘のように、1600年代の時点で太地のほうでは組織された捕鯨が

たしかに突き捕り式という形で行われております。本日の資料ではたまたま

網捕り式の鮎川浜のほうを記載しているということです。 

○谷川委員 網捕り式も太地で始まったというのが定説なのではないですか。 

○高成田委員 ちょっと時期が違いますね、1800年というのはちょっと遅すぎ

ますね。 

○資源管理部遠洋課花房課長 すみません、本日の資料では簡略化しているの

ですが、元の資料は、「1606年に太地で刺手組が組織されて手投げ銛による

突き捕り式の組織的な捕鯨が始まった。」「1612年、和田浦でツチクジラを

対象とした突き捕り式捕鯨が始まった。」「1675年、太地で網捕り式捕鯨法

が考案される。」となっています。 

○水産庁宮原次長 その部分は正確に入れておくようにします。 

 

○阿南委員 まず、３ページに取締条約があって、２に加工して取得金を指令

書に従って処分するということなんですけれども、この処分は適正に行われ

ているというご説明だったのですけれども、実際はどのように行われている

のでしょうか。 

○資源管理部遠洋課花房課長 調査の実施主体は日本鯨類研究所ですので、日

本鯨類研究所から、調査副産物である鯨肉をこのように処分したいという申

請が上がってきます。それを政府が審査し、承認する旨の指令書を発給して、

それに従って販売しています。 

○阿南委員 どのくらいの収益があったとか、そういう報告はあるのですか。 

○水産庁宮原次長 次回の会合で鯨肉の販売についても出てまいりますので、

今の委員のご指摘の点は次回の資料の中で盛り込みたいと思います。 

○阿南委員 よろしくお願いします。それともう一点よろしいでしょうか。日

本は条約に基づいて調査捕鯨を実施しているということですけれども、その

権利はどこの国にも認められているということですが、なぜ日本がこの調査



 

のために遠洋まで出て行って広範なところで調査捕鯨を実施しているのか、

そのデータはＩＷＣにどのように共有されて国際的なデータとして使われて

いるのかというところについて、もう少し詳しく教えてください。 

○資源管理部森下参事官 歴史的に見てみますと、この条約８条を用いた調査

捕鯨を行った国は日本だけではありません。モラトリアムの以前、70年代に

は、まさに現在は反捕鯨であるオーストラリア、ニュージーランド、アメリ

カ等も調査捕鯨を行いまして実際に捕獲をしております。モラトリアムが導

入された以降では、アイスランド、ノルウエー、日本が調査捕鯨を行ってい

ます。その海域ですが、委員からご質問ありましたように、南氷洋まで行っ

てやるという形で自国から遠くまで出て行って調査捕鯨を行ったのは、私の

記憶では日本だけになります。ほかの国は大体自国の200海里内か、あるい

はアメリカの例では北太平洋という形だったと思います。 

  それから調査の結果でございますが、毎年クルーズレポートという形でそ

の年どういう調査を実施したかをＩＷＣに報告してきております。細かいデ

ータにつきましてもＩＷＣのほうに提出して、事務局がそれを管理するとい

う仕組みになっております。その収集されたデータを日本の科学者が分析し、

毎年数十点の科学論文をＩＷＣの科学委員会のほうに提出しております。ま

た、日本が所有しておりますデータ、あるいはＩＷＣが事務局のほうで管理

しているデータについては、ほかの国の科学者も利用することができる形に

なっておりまして、どういう科学目的でこういうデータを使いたいというこ

とで申請をいただきますと、それに基づいてデータを提供、共有しています。

その結果についてはデータ提供者である日本側も共著という形で加わって論

文ができていくという仕組みになっています。 

  よく反捕鯨団体等の宣伝では、この調査の結果から全然科学的な成果が出

ていないということをいわれますが、実際にＩＷＣにも提出しておりますが、

調査から出てきた論文の数はこれまで数百点にのぼります。そのリストも提

供可能でございます。そのうちかなりの部分が、ＩＷＣ以外でも様々な学術

雑誌で科学的な審査を受けた上で公表されています。従いまして、調査結果

の公表については一定のルールのもとでかなり広範に行われているというの

が現在の状況かと思います。 



 

 

○櫻本委員 一点確認させていただきたいのですが、この南氷洋の捕獲調査の

調査趣旨の第一番目に、「南極海におけるクジラを中心とする生態系の解

明」と書いてございますが、生態系の解明ということはクジラ以外の生物に

ついても調査しないといけないということですが、それについてはこの調査

捕獲の中ではどのような位置づけになっているのですか、その中に含まれて

いると考えていいのでしょうか、あるいはそれとは独立の何か調査があるの

でしょうか。 

○資源管理部森下参事官 生態系の解明の観点では、南極海生態系の中で幾つ

かの異なる部分があります。大きく分けてクジラのコンポーネント、それか

らクジラ以外でクジラと同じくオキアミ等の生物を食べるアザラシですとか

ペンギンなど、それからこれらすべての生き物を基本的に支えてるオキアミ

資源、そしてこれら全体をカバーする海洋環境ですね、海流であるとか地形

であるとかこういう部分がコンポーネントとしてあるかと思いますが、それ

ぞれについて何らかの形でこの調査捕鯨の中で調査をしております。 

  例えば餌生物のオキアミですが、過去に何回か水産庁の調査船を派遣しま

して同時に餌生物の調査を行っております。また、ほかの生物、アザラシと

かペンギンについてですが、これらの知見はほとんどの場合は、南極海の海

洋生物資源保存委員会、ＣＣＡＭＬＲといいますが、そこに科学的知見がご

ざいますので、ＣＣＡＭＬＲと協力しながら、例えば生態系モデルの作成の

ための共同ワークショップを開催するなどして、ほかの生物についてもデー

タを取り入れた広い範囲をカバーした調査という形をつくっております。 

○野村委員 ちょっと細かい話になりますけれども、前はたしかミンククジラ

１種だけだったと思うのですが、北太平洋はミンククジラ、南極海はクロミ

ンククジラと分けるようになった生物学的な意味は何でしょうか。 

  それからもう一つは、同じ資料のところでナガスとザトウが初めの２年間

と正常化プロセスの間は少なくなったりしている、その辺のバックグラウン

ドを簡単に教えてもらえますか。 

○資源管理部森下参事官 野村委員ご指摘のように、以前はミンククジラは一

つの生物種ということで整理されていたわけですが、特にＤＮＡの分析が進



 

むにつれて南氷洋のミンククジラと、北太平洋及び北大西洋のミンククジラ

は遺伝学的に異なるということが明確になってきました。見かけのうえ、あ

るいは体のサイズのうえでもかなり違う部分がございます。細かい話になり

ますが、例えば北太平洋のミンククジラというのはヒレのところに白い線が

入ったりしますが、こういうものは南氷洋のクジラにはなかったりします。

体の大きさも大体20％から30％ほど南のほうが大きくなります。 

  こういうことを受けまして、南極海のものについては今標準でクロミンク

クジラという言い方をしています。北太平洋及び北大西洋のものはコモンミ

ンク、普通のミンクという言い方をしています。蛇足になりますが、さらに、

南極海にはピグミーミンクというのが存在するということが解っておりまし

て、これはむしろコモンミンクに近いというようなことも解ってきておりま

す。主にＤＮＡに関する研究の進展が新しい種の分類につながったというこ

とが言えると思います。この面でも日本の調査の多大な貢献があったと思い

ます。 

  それからナガス、ザトウクジラについては、最初の２年間については予備

調査ということで頭数を低く設定しております。特にザトウクジラは最初は

捕獲しないという形でしたが、低く設定した大きな理由は、長年にわたりま

して南氷洋の鯨類捕獲調査はミンククジラを対象としたことに特化している

部分があります。例えば、具体例を挙げれば、砲手の方々も世代交代が進ん

でナガスクジラとかザトウクジラという大型クジラを扱ったことがない方も

増えてくる、あるいは調査母船に揚げて解剖してさまざまなサンプルを採取

するわけですが、ナガスクジラとなりますとミンククジラと大きさの桁が違

いますので、同じようなやり方では解剖ができない。このため、まず、最初

の２年は数を若干少なくして、大型クジラで物理的にサンプル採取ができる

かどうかということを試すためにフィジビリティ・スタディーの形をとりま

した。これを裏づけしますように２年が終わったところでさまざまなそのフ

ィジビリティとしての検査項目、あるいはその執行の結果をＩＷＣの科学委

員会にまとめてドキュメントとして提出しております。 

○秋道委員 南極海を模した図で点々がありますね、地図の黄色の輪の調査海

域の外枠に点々とあるのは、これは何の意味ですか。 



 

○資源管理部森下参事官 これは南極収束線です。南極周極流というのがあり

まして大体この点線のあたりを回っている海流があり、この中と外では海洋

環境が大きく異なっています。 

○林委員 先ほどの野村委員の質問に関連するのですけれども、ザトウクジラ

はまだ捕っていないということですが、これまでナガスクジラはどれぐらい

捕っているのでしょうか。 

○資源管理部森下参事官 今年の調査で２頭捕獲しましたので、これまでに累

計で17頭捕獲しています。 

○水産庁宮原次長 捕獲頭数については、また次回に資料を提出します。 

 

（筒井副大臣着席） 

○筒井農林水産副大臣 一言ごあいさつ申し上げます。今日は本会議のために

遅れましたことを、まず冒頭、お詫びを申し上げます。 

  今、農水省では調査捕鯨を実施しているところでございますが、これはも

ちろん鯨資源をきちんと食糧として活用するために商業捕鯨を目指していき

たいという考えに基づいているものでございまして、そのための前段階とし

て調査捕鯨を続けているところでございます。しかし、委員の皆さんご存じ

のとおりシーシェパードによる極めて犯罪的な妨害行為によって今期の南極

海の調査は途中で引き返さざるを得なくなった、そういう極めて遺憾な状況

になりました。この調査捕鯨を含めまして今後どういうふうに取り組んでい

ったらいいのか、ぜひ委員の皆さんの貴重なご意見をお聞かせいただきたい

と考えております。 

  こういう趣旨で皆さんにお願いをしたところ、そのお願いに応じていただ

き、ご参加いただきまして本当にありがとうございます。日本の食文化を守

るうえでも、貴重な食糧資源を守るうえでもこれが今国民の大きな関心の的

になっておりますし、ぜひ、皆さんのご意見をお聞かせいただいて政府とし

て適切な方向性を決めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いを

申し上げます。 

（筒井副大臣退席） 

 



 

○野村委員 調査捕鯨について、今、豪州からＩＣＪ（国際司法裁判所）への

提訴がありますね。これは公表できない部分はあるでしょうが、この委員会

にとっても、どういう論点で訴訟が行われているか、原告のオーストラリア

の言い分とそれに対する日本の反論を可能な限り紹介していただくと大変参

考になると思うので、可能な限り開示していただくようお願いします。 

○水産庁宮原次長 国際司法裁判所の提訴につきましては、次回資料でまとめ

させていただいてご報告させていただきたいと思います。 

 

議題（３）今後の進め方について 

（資源管理部遠洋課花房課長から資料６に基づき説明。） 

○水産庁宮原次長 次回の議事を非公開とすること及び参考人として(財)日本

鯨類研究所の藤瀬理事と共同船舶(株)の山村社長をお呼びすることについて

何かご意見はございますか。 

○秋道委員 鯨研の理事長がおいでになるのは歓迎すべきだと思うのですが、

その際に例えば先ほどの質疑応答のように資源部門の専門の人にも陪席して

いただけるのは可能でしょうか。 

○水産庁宮原次長 それは可能です。 

○高成田委員 調査捕鯨というと、南極海だけでなく北太平洋でもあるいは沿

岸でもありますけれども、この委員会では、それらを含めて全体を議論する

ということでよろしいでしょうか。 

○水産庁宮原次長 この検討委員会では、沿岸の部分も含めて全体について議

論をしていただくということでございます。 

○谷川委員 そうすると、私達はこの関係の人からいろいろお話を聞いて、そ

れでどうするのですか。 

○水産庁宮原次長 委員の皆さん方からご見解を伺うということですが、その

議論の材料として幅広く参考人からもお話を聞くということで考えておりま

す。 

○谷川委員 この委員の皆さんと参考人の方と何か意見交換をする時間帯とい

うのは確保されるのですか。 

○水産庁宮原次長 それは確保するようにいたします。 



 

○谷川委員 最初の趣旨のお話のところで質問してもよかったのですが、事前

に送っていただいた開催要領の（案）では、「今後の鯨類捕獲調査のあり方

について」幅広い意見を聴くためにこの委員会を開催するとなっていたので

すけれども、今日の資料では「鯨類捕獲調査を安定的に実施するため」に意

見を聞くためと変っているんですが、これは何か理由があるのでしょうか。 

○水産庁宮原次長 この開催要領については、今日までいろいろな関係者のご

意見もうかがう機会がございまして、やはり原案ですとはっきり申し上げて

捕獲調査をやめることを議論するのではないかというような誤解があるので

はないかとか、あるいはかなり否定的なことをやるためにこの会議をやって

いるのではないかですとか、あとはシーシェパードという不法な団体が不法

な行為によって大変不本意な状況に追い込まれたということについて、その

結果としてやめるというようなニュアンスが出るとすれば対外的にマイナス

になるのではないかというようなご意見もございました。そういうことでこ

こでは「調査の実施」ということを掲げさせていただいたということでござ

います。 

○谷川委員 ということは、農水省も水産庁も調査捕鯨はかねて水産白書にも

毎年書いてあったし、ＩＷＣの場でも日本政府代表団は主張しているように

調査捕鯨は実施するという前提でこの委員会もあるということで理解してい

い訳ですね。水産庁や農水省の基本姿勢は変わらないということでしょうか。 

○水産庁宮原次長 はい。ただ、誤解がないように申し上げておきますけれど

も、ご意見については広くうけたまわるつもりでございます。我々が最初か

ら何かポジションを決めた上で、この検討会をしているというわけではない

という部分もございますので、目的は目的でございますけれども、ご意見に

ついてはあらゆるご意見をうけたまわるつもりでこの検討会を開いておりま

す。 

○阿南委員 今確認していただいたところですけれども、私たちとすれば自由

に意見を言えるということで、否定的な意見であってもいいということです

よね。 

○資源管理部井上部長 補足させていただきますと、当初原案にあった「あり

方」という言葉は次長からも申し上げましたように、何か調査を止めるんじ



 

ゃないかというようなトーンが強く出るのではないかということがございま

して、そういうことではなくて私たちの意図しているところは、色々なご意

見を幅広く均等にお聞きするという立場でやっていますので、仮に何か否定

的なトーンで伝わってしまうとすると、誤ったメッセージを与える可能性が

ありますので、会の名称も変更させていただいたということでございます。 

  ですから、阿南委員がおっしゃったとおり、この場では色々なご意見を頂

戴するのが一番重要なことであると考えております。 

○阿南委員 わかりました。そうしますと参考人のところでも、やっぱりシー

シェパードはとんでもないと思いますけれども、そうではなくちゃんとした

考え方で反対されている方たちの意見も聞けるのでしょうか。 

○水産庁宮原次長 今後の進め方の中にも参考人として環境保護団体と書いて

ございますけれども、様々な立場のご意見を聞いていただいた上で、委員の

ご意見を幅広くうかがいたいということです。 

  繰り返しになりますが、役所で方向を決めて委員会にそれを押しつけるよ

うなことは一切いたしませんので、幅広いご意見を賜りたいと考えておりま

す。 

 

○高成田委員 今後、出していただきたい資料があるのですけれども、現在、

捕鯨というのはどういう組織、仕組みで行われているのか、これは沿岸を含

めて、この調査捕鯨の対象になっている以外のものも含めて日本における捕

鯨の全体像というのを教えていただきたいということと、それから特に日本

鯨類研究所と共同船舶はどういう組織になっているかということ、それから

よくこの捕鯨の論議になってくると在庫の話が話題になるものですから、一

体その流通在庫といわれているものはどうなっているのかということも知り

たいと思います。 

  それから一つの論点になるだろうと思うのですが、この調査捕鯨というの

は一種の国家的な事業と考えたときに、これはその収支の問題としてはどう

なっているのか、つまりどのぐらいの費用がかかって、そして副産物がある

わけですから、どのぐらいの収入があるか含めて、これはあくまで参考で赤

字だからやめろとかいうことではなくて、基本的にどういうお金の収支にな



 

っているのかということを説明していただければと思います。 

○水産庁宮原次長 資料についてはできるだけ整えようと思います。この場で

は委員の皆様につぶさに実態を見ていただくことが重要であると考えおりま

すが、ただ、先ほども申し上げたとおり内容によっては公開に適さないもの

もありますので、その場合は非公開というルールを適宜使わせていただくと

いうことでお願いしたいと思います。資料が外に出ないという配慮が必要に

なってまいりますので、その辺はご理解をいただければというふうに思いま

す。 

○秋道委員 参考人の選び方ですけれども、我々がこの人どうですかというよ

うなことは、今のところはないと思うのですが、一般論として、科学者でも

特に生態学関係で調査捕鯨にかなり批判的なご意見もあります。北太平洋の

ミンクの胃袋を開けて人間と競合するというあのロジックを否定するような

例がございます。それから、何も致死的な調査でなくても生きたままちょっ

と肉片を取るだけでいいじゃないのという意見もあり、私もグリーンピース

と論争したことがあるのですが、ここに書いてある科学者とはどういったこ

とを想定されるのかもよくご検討いただいて、これは失礼な言い方ですが、

御用学者みたいな人ではなくて純粋に生態学をやっている人の話を聞きたい

と思います。 

  というのは、私は一番彼らに対して期待もしているのは、知床でフードチ

ェーンというかそういう調査をやっている方がいますね、横浜国大の先生と

か、あのぐらいでやっと食物連鎖もわかるので、先ほども話が出ましたが、

南極海のような大きなところで生態系の解明ができれば、これは本当にすば

らしいことだと思うので、調査捕鯨はそういう資源管理に関する本当にいい

調査データをとれるということを世界に宣言するぐらいのことがなかったら

だめじゃないかなと思います。 

○水産庁宮原次長 参考人につきましては本当にたくさん候補というのはある

と思うんですが、片や時間も限られている部分がありますので、この場で皆

様のご意見を聞きながら決めていくような形でやっていきたいと思います。

毎回そういう形でやらせていただきますので、どうかよろしくお願いいたし

ます。 



 

  これから先の進め方につきましても今ご説明しましたとおり、次の会はそ

の都度その前の回に参考人を決めたいと考えております。次回は、あと何回

できるのかということについてもお示しした上で、何人ぐらいずつ呼ぶのが

適当なのかということも含めて、お諮りすることとしたいと思います。 

  それでは、次回は事務局案どおりとし、日程については、大体５月中旬頃

を目途に調整させていただいて、またご連絡させていただきます。 

 

議題（４）その他 

○櫻本委員 この検討会に関してパブリックコメントなんかの取扱いはどうい

うふうに考えているのですか。 

○資源管理部遠洋課花房課長 それはこの場でご紹介したいと思います。 

○水産庁宮原次長 それでは、以上をもちまして本日の議事については終了さ

せていただきたいと思います。今後、期間的には短い中で大変内容の濃いご

検討をお願いすることになると思いますが、どうかよろしくお願いいたしま

す。我々も最大限、資料作成などには努力するつもりですので、どうかよろ

しくお願いいたします。 

本日はどうもありがとうございました。 

（以上） 

 


