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日本国内では、捕鯨に反対する
生態学者、環境団体はごく少数

反捕鯨団体もミンククジラが
絶滅危惧とは思っていない

グリーンピース主催 クジラ問題を語る会
2002.3.20 グリーンピース・ジャパン 会議室 松田裕之

はたして、ミンク鯨が本当に絶滅のおそれがある種と思って
いる人は、グリーンピースやほかの自然保護団体の中にどれ
だけいるだろうか？意外なことに、あまりいないようである。
(中略）クジラを捕るのに反対すれば、ほかの生物や自然が
果たして守られるだろうか？私はそうは思わない。反捕鯨は
科学の問題ではなく、欧米では人気を得やすいのだと、ＢＢ
Ｃインターネットニュースでも紹介されている。反捕鯨団体
も、このことをよく知っている。(中略）反捕鯨は、むしろ
日本の環境団体が勢力を伸ばす妨げになっていると思う。



WWFジャパンの対話宣言

新たな一歩を踏み出すとき（2002.4会報）

クジラをめぐる問題は、今も混迷を極めています。
対立する利害関係や、心情的なもつれなども加わっ
て、事はいっそう複雑です。しかし、もうそろそろ、
解決に向かう新たな一歩が踏み出されるべきです。

ＷＷＦは、50カ国に及ぶ国際団体であり、クジラに
関しても、国によってさまざまな意見があります。
これまで、商業捕鯨をなくしていこうとする意見が
より強く反映されてきました。それは、乱獲による
クジラ類の激減をくい止める大きな力になりました。
しかし、乱獲の最大の理由であった鯨油の需要がな
くなった今、ＷＷＦもまた、次の一歩を踏み出すと
きに来ているといえます。（後略）

http://www.wwf.or.jp/marine/kujira/index.htm

WWFジャパンの捕鯨問題での意見広告を「裏切り」
と罵倒するGuardianのインターネットニュース

Japanese branch outrages WWF 
with whaling plea 

Paul Brown, environment correspondent Tuesday April 2, 2002

The Japanese branch of WWF has come out in 
favour of limited commercial whaling, a decision 
certain to cause an upheaval in the worldwide 
conservation group, which has been implacably 
opposed to whaling since its foundation （後

略）

http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,677360,00.html

鯨害獣論への内外の
大多数の生態学者の批判

• 生態系間接効果P.Yodzis

生物多様性条約CBDでは、生存捕鯨

だけでなく零細漁業も市民権



環境リスク問題では極端な主張が
国際的にまかり通っていた

Seafood, fish on track to disappear by 2048
Worm et al. (2006)
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Is Marine Trophic Index a good indicator?
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Rebuilding Global Fisheries
(Worm et al. 2009 Science)

現在の資源量と漁獲率を166の系群で評価
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□ 世界の水産資源の約
1/3は過去に乱獲され、

今も乱獲されている。

□ ほかの約1/3は過去に

乱獲されたが、現在の
漁獲率は制限され、回
復しつつある

□ 残りの1/3は、資源が

十分にあり、漁獲率が
低い。（つまり、増産
可能）

現在の相対資源量（MSY＝１）
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水産学者との共著論文
日本の著者とデータはない

米本昌平氏、鬼頭秀一氏の主張

• YK沿岸捕鯨を再開することが最優先

• Y南氷洋捕鯨からは撤退すべき

C.Stone（自然の権利運動)
• 国際法上、商業捕鯨の再開に理解



大手水産会社の動向

• 多国籍企業として捕鯨問題に関与せず

IWC(RMP)は順応的管理の育ての親

• 順応的管理(AM)は、世界中の生態学者、

環境団体が推奨している

• AMの元祖はC.Holling(1960s著名な生
態学者）、育ての親はC.Walters(1979)
どちらもBritish Columbia大学

伝統的な漁業も絶滅危惧
Traditional fisheries are also endangered

• 捕鯨は鯨と捕鯨者を守るように管理できる
か？Can whaling be managed to protect 
whales and whalers? – Plenary talk by Judy 
Zeh at International Mammalogical
Congress at Sapporo, 2005国際哺乳類学会

ゼー女史の基調講演

• 世界遺産で魚を獲る（知床世界遺産2005年
登録)

Commercial Fishery is possible in the 
Shiretoko World Nature Heritage

結論：なぜ捕鯨管理が重要か

1. 資源量推定法の見直し

2. 先進国の免罪符の見直し

3. ゼロリスク症候群の典型

4. RMPは順応的管理の実例

5. 国内環境団体の合意＝日本の他の漁
業管理の先例

6. 上位捕食者は生態系と群集構造のよ
き指標



松田の主張

• 最優先は絶滅危惧である沿岸捕鯨業の再開

• 南氷洋捕鯨は技術があれば将来再開可能

• 調査捕鯨と沿岸捕鯨は資源も担い手も別で
あり、取引の材料にするのは不義

• 沿岸捕鯨管理には日本の生態学者・環境団
体･市民も加え、RMP、沿岸生態系管理・
生物多様性保全、Co-managementの視点を


