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Opening Message  
 

Akihiro Kinda 
(President, National Institutes for the Humanities) 

 
 

The National Institutes for the Humanities (NIHU) was founded in 2004 as sole 
humanities-based Inter-University Research Institute Corporation in Japan. It is 
currently made up of six institutes, the National Museum of Japanese History, the 
National Institute for Japanese Literature, the National Institute of Japanese 
Language and Linguistics, the International Research Center for Japanese Studies, the 
Research Institute for Humanity and Nature, and the National Museum of Ethnology. 
While developing research projects in each of these institutes in accordance with their 
founding purposes, NIHU serves as the pivot for promoting domestic and international 
collaborative research and inter-institutional projects in the humanities.  

One of the important roles of the humanities is to promote a better understanding 
of human cultures and to contribute to the intellectual society. Since the intellectual 
craving is essential for human beings, the humanities should provide knowledge on 
cultures and pursue truth of various cultures.  

The theme of this international symposium is “whales”. It is known that people 
used dolphins in the Jomon period in Japan. Also, since the medieval period, whaling 
has been conducted in various parts in Japan. Since the Meiji period, Japanese have 
engaged in whaling not only in the sea near Japan but also the Antarctic Ocean. 
However, due to the IWC’s decision on the moratorium, the Japanese large scale 
commercial whaling activities have been suspended since March, 1988. However, small 
scale local whaling is conducted by Japanese fishermen, in addition to some traditional 
dolphin fisheries. However, recently the whale has come to be used as a symbol of 
environmental protection and as an object of tourism. Thus, the relationships between 
humans and whales have changed to a considerable degree.  

Although this symposium is based on basic studies by researchers of the Research 
Institute for Humanity and Nature, and the National Museum of Ethnology, it is also 
concerned with contemporary whaling problems. I expect that this symposium will 
contribute to the development of studies on whaling cultures as well as lead to the 
creation of new knowledge and proposals for solving contemporary whaling issues. 
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人間文化研究機構主催の国際シンポジウム開催にあたって 
 

人間文化研究機構長  金田章裕 
 
 人間文化研究機構は、2004 年に大学共同利用機関法人として設立された人文系の研究組織

です。国立歴史民俗博物館、国文学研究資料館、国立国語研究所、国際日本文化研究センター、

総合地球環境学研究所および国立民族学博物館の６つの研究機関によって構成されています。

各機関それぞれの研究を進めるとともに連携しながら、さらに、国内外の大学や研究機関の多

数の研究者とともに共同利用・共同研究を進めています。 
 人文系の学問の重要な役割のひとつは、人間文化への理解を深め、その向上に資することに

あります。このためには社会といかに関わるのかも大きな課題です。人間には基本的に知への

欲求があり、それに近づく知識を提供し、多様な人間文化を探求することが必要です。 
 今回のテーマは「クジラ」です。日本ではすでに縄文時代にイルカ類を利用していたことが

知られています。また中世以来、日本各地で捕鯨が行われてきました。明治期以降は、日本近

海のみならず南極海などで捕鯨に従事してきました。しかし、国際捕鯨委員会のモラトリアム

の決定を受けて、1988 年 3 月を最後に、商業捕鯨は一時中止の状態にあります。それでも小

型沿岸捕鯨が行われていますし、伝統的イルカ漁も一部で実施されています。ところが最近で

は、「クジラ」は環境保護のシンボルとして利用され、また鑑賞の対象にもなっています。人

間とクジラの関係は歴史的にみると大きく変化してきたといえるでしょう。 
 今回の国際シンポジウムは、国立民族学博物館や総合地球環境学研究所の研究者等の基礎研

究にもとづきながら、現代の捕鯨問題をも視野に入れています。捕鯨文化の現状や直面する諸

問題を学際的に検討し、可能ならば問題解決のための提案をも試みようとするものです。 
 本シンポジウムが捕鯨文化研究の発展に貢献するとともに、新たな知の創造や問題解決の提

案につながることを期待したいと思います。 
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Opening Message               
 
                        Ken’ichi Sudo 
        (Director General, National Museum of Ethnology) 
 

     The National Museum of Ethnology (MINPAKU) is a unique research institute of 
cultural anthropology and ethnology, which also houses a graduate Ph. D program of 
anthropological studies and a museum with various displays and depictions of ethnic groups 
and their cultures throughout the world. Minpaku, founded in 1974 as an Inter-University 
Research Institute, aims at creating new approaches to the humanities. It has sixty 
professors who organize and carry out several core research and about 45 joint projects, as 
well as several international symposia with approximately 1000 researchers in total, invited 
from within and outside Japan every year. 
   This symposium presents research results of a joint research project “An Action 
Anthropology of Whaling Cultures” (October, 2008 – March, 2011). It also has as one of its 
purposes to deepen the discussion and understanding of various relationships between 
humans and whales. In the joint research project, the participants examined diverse whaling 
practices in anthropological and human-environment historical perspectives and reached a 
conclusion that whale hunts should be approved as a human activity as long as they are 
carried out under adequate and sustainable use. 

Currently, many European and American countries as well as several international 
environmental NGOs regard whales as symbols of environmental protection and engage in 
anti-whaling campaigns. These have had detrimental impacts on Japanese research whaling, 
indigenous whaling and small scale coastal whaling in several regions. Taking the 
contemporary situations concerning whales and whaling into consideration, this symposium 
discusses the past, present, and future of whaling cultures of the world, focusing on 
relationships between humans and whales. It will examine several issues and cases of 
various whaling cultures from inter-disciplinary perspectives, but with an emphasis on 
anthropology, under topics such as “whaling cultures in archeological and historical 
perspectives”, “aboriginal and local whaling”, “whaling in Japan”, and “international politics 
of whaling”. I hope that this symposium will contribute to further examination and a deeper 
understanding of contemporary whaling cultures and issues in both broad academic and 
practical contexts. 
    Finally, I note that a lot of first class scholars are participating in this symposium not 
only from within the nation but also from Canada, Denmark, Australia and USA. I thank all 
the participants heartily. I trust that this symposium will be successful with meaningful 
results. Also, I hope that Minapku can contribute to constructing a center for international 
networks of whaling culture studies. 
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ご挨拶 シンポジウム「世界の捕鯨文化の過去、現在、そして未来」 
 
                  国立民族学博物館長 須藤 健一 
 

 国立民族学博物館（みんぱく）は、世界の民族文化をあつかう博物館をもち、大学院教育も行

う世界でもユニークな文化人類学と民族学の研究所です。1974年に大学共同利用機関として創設

され、60名の教員は世界各地で調査研究を行うとともに、共同研究や国際シンポジウムなどを組

織し、国内外から 1000名の研究者を招いて、新たな人文科学の創出を目指しています。 
 本シンポジウムは、共同研究「捕鯨文化に関する実践人類学的研究」の成果の公表であると同

時に、人間とクジラについての議論をさらに深めることが目的です。共同研究会においては、人

類学的かつ人類環境史的な視点からさまざまな捕鯨慣行を検討し、捕鯨は人類の活動のひとつで

あり、その資源の適切で、再生可能な利用は認められるべきだという、結論に達しました。 
現在、欧米諸国や国際環境 NGO がクジラを環境保護のシンボルとみなし、反捕鯨運動を展開

しています。これは、日本の調査捕鯨の中止、先住民の捕鯨や諸地域での小規模沿岸捕鯨に対し

て悪影響を及ぼしています。このような状況を念頭に、本シンポジウムでは、「歴史から見た捕鯨」、

「生存捕鯨と地域捕鯨」、「日本の捕鯨」、「捕鯨と国際政治」などをテーマに、捕鯨文化について

学際的に吟味します。視野が広く、奥の深い議論へと発展し、その果実が社会に還元されて現代

の捕鯨問題の解決の糸口となることを期待します。 
最後に、海外はカナダ、デンマーク、オーストラリア、アメリカから、国内も各地から第一線

でご活躍の多くの研究者と関係者の方々が参加下さいましたことに厚く感謝します。本シンポジ

ウムが成功のもとに実り多い成果が得られることを確信するするとともに、国立民族学博物館が、

捕鯨文化研究の国際的なネットワーク構築の拠点としてお役にたてることを希望します。 
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The Purpose of the Symposium 
 

At the United Nations Conference on the Human Environment held in Stockholm in 
1972, a moratorium on commercial whaling was proposed for the first time. Since then, 
whales have become symbols of environmental protection. Until recently, humans hunted 
whales for food, fuel, and other raw materials. But they currently seldom engage in hunts of 
large whales except in the Arctic, Antarctic and some other oceans. As this history will 
demonstrate, relationships between humans and whales have changed over time. 

The aim of this symposium, then, is to discuss the past, present, and future of whaling 
cultures of the world, focusing on relationships between humans and whales. We examine 
several issues and cases of various whaling cultures inter-disciplinary perspectives, but with 
an emphasis on anthropology, under topics such as “whaling cultures in archeological and 
historical perspectives”, “aboriginal and local whaling”, “whaling in Japan”, and 
“international politics of whaling”. We hope that this symposium will contribute to an 
understanding of contemporary whaling issues in both academic and practical contexts. 
 
 

シンポジウムの趣旨 
 

1972 年にストックホルムで開催された国連人間環境会議において商業捕鯨のモラトリアム（一

時停止）がはじめて提案されました。その時からクジラは環境保護のシンボルとなりました。最

近まで人類は食料や燃料、その他の原材料のためにクジラを捕獲していましたが、現在では、北

極海や南極海、その他の一部の海域を除けば大型クジラを対象とした捕鯨はほとんど行われてい

ません。この歴史が示すように、人類とクジラの関係は時間とともに変化してきたのです。 
 このシンポジウムの目的は、人類とクジラとの関係に焦点を合わせながら世界各地の捕鯨文化

の過去、現在、そして未来について検討することです。私たちは、「考古学・歴史的に見た捕鯨」、

「先住民生存捕鯨と地域捕鯨」、「日本における捕鯨」、「捕鯨をめぐる国際政治」のテーマのもと、

さまざまな捕鯨文化の事例と問題点について人類学を核としつつも学際的に吟味します。このシ

ンポジウムが、学問的にも実践的にも、現代の捕鯨問題の理解に貢献することを希望いたします。 
 
 
Acknowledgement 

This international symposium is sponsored by the National Institutes for the 
Humanities and National Museum of Ethnology. We thank both organizations 
for their financial support. 
 
謝辞 
本国際シンポジウムは、人間文化研究機構および国立民族学博物館の支援によって開催可能に

なりました。記してお礼を申し上げます。 



8 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program 
プログラム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

The International Symposium of the National Institutes for the Humanities: 
 Whaling Cultures of the World: Past, Present, and Future 

 
Date: March 11th to 13th, 2011 
Place: National Museum of Ethnology, Osaka, Japan 

March 11th and 12th: 4th Seminar Room 
March 13th: 5th Seminar Room 
 

Languages used:  
March 11th and 12th: English and Japanese (simultaneous translation provided.) 
March 13th: Japanese  
 

 Each main presentation consists of 30 minute talk and 5 minute question and reply. 
 
DAY 1 
Friday, March 11th, at the 4th Seminar Room of the Museum 
10:00 – 10:05  Opening Message by Akihiro Kinda  

(President, National Institutes for the Humanities) 
10:05－10:10  Opening Message by Ken’ichi Sudo  

(Director-General, National Museum of Ethnology)  
 
1. Introduction   
10:10 – 10:15 Introductory Remarks by Nobuhiro Kishigami (National Museum of Ethnology) 
 
2. Archeological and Historical Session  
10:20 – 10:55  2-1 James Savelle (McGill University) 

“Arctic Whaling in Archeological Perspective” 
11:00 – 11:35   2-2 Kiyoshi Yamaura (Rikkyo University) 

“Archaeological Perspectives on Whaling in Japan and Neighboring 
Areas” 

11:40 – 12:15  2-3 Susan Lebo (Bishop Museum） 
“A View from Hawaii of Whaling in the North Pacific” 

    
12:15 – 13:15  Lunch Break 
 
3. Aboriginal Subsistence and Local Whaling Activities 
13:15 – 13:50  3-1 Hisashi Hamaguchi (Sonoda Women’s College) 
  “How ‘Large’ is Small-Scale Whaling? A Consideration of Humpback  
   Whaling in Bequia” 



10 
 

13:55 – 14:30  3-2 Kazunobu Ikeya  (National Museum of Ethnology) 
  “Indigenous Whaling among the Chukchi in Russia” 
14:35 – 15:10  3-3 Nobuhiro Kishigami (National Museum of Ethnology) 
  “Aboriginal/Indigenous Subsistence Whaling in Alaska, USA” 
 
15:10 – 15:25  Coffee Break 
 
15:25 – 16:00  3-4 Rasmus Ole Rasmussen (NORDREGIO／Roskilde University) 
  “Indigenous Whaling in Greenland” 
16:05 – 16:40  3-5 Tomoko Egami (Okinawa International University) 
  “Traditional Whaling Culture of Lamalera Village, Indonesia” 
 
16:45 – 17:15  Questions and Replies 
 
 
 
DAY 2 
Saturday, March 12th, at the 4th Seminar Room of the Museum 
 
4. Japanese and Ainu Whaling in Historical and Contemporary Perspectives 
10:00 – 10:35  4-1 Masami Iwasaki-Goodman (Hokkai Gakuen University) 
  “Whaling in Northern Seas around Japan”  
10:40 – 11:15  4-2 Shigeo Nakazono (Hirado City Ikitsuki Town Museum,  

Shimanoyakata) 
   “Overview of Japanese Whaling: History and Development” 
11:20 – 11:55  4-3 Takao Kojima (Seijo University) 

“Contemporary Small Local Whaling in Wadaura, Chiba, Japan” 
 
11:55 – 13:00  Lunch Break 
 
13:00 – 13:35  4-4 Aiko Endo (Ocean Policy Research Foundation) 

“The Distribution Channels of Whale Meat: An Example from the  
Hand-harpoon Fishery of Nago, Okinawa Prefecture, Japan” 
 

5. International Politics of Whaling  
13:40 – 14:15  5-1 Michael Heazle (Griffith University)  
  “Whale Wars and Whale Diplomacy: Perception and Misperception in 

 the Australia – Japan Relationship” 
14:20 – 14:55  5-2 Motohiro Kawashima (Gunma University) 
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“Is Anti-Whaling a Protest Business?” 
 
14:55 – 15:15  Coffee Break 
 
15:15 – 15:50  5-3 Dan Goodman (Institute of Cetacean Research) 
         “Japanese whaling and International Politics” 
15:55 – 16:30  5-4 Joji Morishita (Fisheries Agency, Government of Japan) 
  “The Commercial Whaling Moratorium: Myth and Its Role in Truce” 
 
6. General Discussion 
16:35 – 17:15 
Commentators: Tomoya Akimichi (Research Institute for Humanity and Nature) and 

Katsuaki Morita (Konan Women’s University) 
 
 
 
DAY 3  Public Symposium 
Sunday, March 13th, at the 5th Seminar Room of the Museum 
 
 Language used: Japanese only (no simultaneous translation) 
 
Introduction  
13:10－13:20  Remarks by Nobuhiro Kishigami (National Museum of Ethnology) 
 
Presentation 1 
13:20－14:00  Tomoya Akimichi (Research Institute for Humanity and Nature) 

“Whaling Cultures of the World: Rethinking Human Relationships with  
Whales” 

 
14:00－14:10  Coffee Break 
 
Presentation 2 
14:10－14:50  Katsuaki Morita (Konan Women’s University) 

“A Historical Review of Human Perceptions of the Cetacean: Birth of the 
 ‘Media Whale” 

 
14:50－15:00  Coffee Break 
 
Presentation 3 
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15:00－15:40  Hisashi Hamguchi (Sonoda Women’s College) 
“Aboriginal/Indigenous Subsistence Whaling: Historical Perspective, Update, 
and Problems” 

 
15:40－15:50  Coffee Break 
 
Panel Discussion 
15:50－16:30 Tomoya Akimichi (Research Institute for Humanity and Nature), Katsuaki 

Morita (Konan Women’s University), Hisashi Hamaguchi (Sonoda Women’s 
College), Kazunobu Ikeya (National Museum of Ethnology), Nobuhiro 
Kishigami (National Museum of Ethnology) 
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人間文化研究機構国際シンポジウム 
「世界の捕鯨文化の過去、現在、そして未来」 

 
 
開催場所：国立民族学博物館 第 4・５セミナー室 
日時：2011年 3月 11 日から 13日まで 
 
使用言語：3月 11日、12 日：英語と日本語（同時通訳あり） 
     3月 13日：日本語 
主催：人間文化研究機構、国立民族学博物館 
＊各報告は、30 分の報告と 5分の質疑応答からなります。 
 
 
 
第 1 日目（第 4 セミナー室）3 月 11 日（金） 
 
１．開会の挨拶 
10:00 – 10:05 「機構長挨拶」金田章裕(人間文化研究機構)  
 
10:05－10:10 「館長挨拶」 須藤健一（国立民族学博物館） 
 
10:10 – 10:15 「シンポジウムの趣旨説明」岸上伸啓（国立民族学博物館） 
 
 
２． 考古学・歴史的に見た捕鯨  
10:20 – 10:55 

2-1 ジェイムズ・サベール（マッギル大学） 
「考古学的観点から見た極北地域の捕鯨」 

11:00 – 11:35 
2-2 山浦 清（立教大学） 
  「考古学から見た日本列島とその周辺における捕鯨について」 

 
11:40 – 12:15 

2-3 スーザン・レボ（ビショップ博物館） 
「ハワイから見た北太平洋地域における捕鯨」 

    
12:15 – 13:15  昼食 
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３． 先住民生存捕鯨と地域捕鯨 
13:15 – 13:50 
 3-1 浜口 尚（園田学園女子大学短期大学部） 
     「カリブ海、ベクウェイ島のザトウクジラ捕鯨 

―小さな島の大きな捕鯨をめぐって－」 
 
13:55 – 14:30 
 3-2 池谷和信（国立民族学博物館） 
  「ロシアのチュクチのなかの先住民生存捕鯨について」 
 
14:35 – 15:10 
 3-3 岸上伸啓（国立民族学博物館） 
  「米国アラスカにおける先住民生存捕鯨」 
 
15:10 – 15:25  休憩 
 
15:25 – 16:00 
        3-4 ラスムス・ラスムッセン(NORDREGIO／ロスキルド大学) 
  「グリーンランドにおける先住民生存捕鯨」 
 
16:05 – 16:40 
 3-5 江上幹幸（沖縄国際大学） 
  「インドネシア、ラマレラ村における伝統捕鯨文化」 
 
16:45 – 17:15 全体についての質疑応答 
 
 
第 2 日目（第４セミナー室）3 月 12 日（土） 
４．歴史的・現代的視点から見た日本における捕鯨：日本人とアイヌ民族の捕鯨 
10:00 – 10:35 

4-1 岩崎＝グッドマンまさみ（北海学園大学） 
  「日本における北の海の捕鯨」 
10:40 – 11:15 

4-2 中園成生（平戸市生月町博物館 島の館） 
   「日本における捕鯨の歴史的概要」 
11:20 – 11:55 

4-3  小島孝夫（成城大学） 
「千葉県和田浦の小型沿岸捕鯨」 
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11:55 – 13:00 昼食 
 
13:00 – 13:35 
 4-4 遠藤愛子（海洋政策研究財団） 

「日本における鯨肉の流通について 
―沖縄県名護市における突きん棒漁業を事例として―」 

 
５．捕鯨をめぐる国際政治 
13:40 – 14:15 
 5-1 マイケル・ヘイゼル（グリフィス大学）  
  「クジラ戦争とクジラ外交―オーストラリア・日本関係の認識と誤認識」 
 
14:20 – 14:55 
 5-2 河島基弘（群馬大学） 

「反捕鯨は抗議ビジネスか」 
 
14:55 – 15:15 休憩 
 
15:15 – 15:50 
 5-3 ダン・グッドマン（日本鯨類研究所） 
         「日本の捕鯨と国際政治」 
15:55 – 16:30 
 5-4 森下丈二 (水産庁) 
  「商業捕鯨モラトリアムの真実」 
 
6. 総合討論 
16:35 – 17:15 
コメンテーター：秋道智彌（総合地球環境学研究所）、森田勝昭（甲南女子大学） 
 
 
第 3 日目（3 月 13 日）：第 5 セミナー室 
一般公開シンポジウム（日本語）「世界の捕鯨文化」 
 
13:10－13:20 
「はじめに」 岸上伸啓（国立民族学博物館） 
 
13:20－14:00 
報告（１） 

秋道智彌（総合地球環境学研究所）  
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「世界の捕鯨文化－人類とクジラの関わりを再考する」 

 

14:00－14:10 休憩 

 

14:10－14:50 
報告（２） 

森田勝昭（甲南女子大学） 

「クジラ観の歴史的変遷－メディアホエールの登場」 

 

14:50－15:00 休憩 

 

15:00－15:40 
報告（３） 

浜口 尚（園田学園女子大学短期大学部） 

「先住民生存捕鯨－その歴史、現況および課題について」 

 

15:40－15:50  休憩 

 

15:50－16:30 
パネル・ディスカッション 

秋道智彌（総合地球環境学研究所） 

森田勝昭（甲南女子大学） 

浜口尚 （園田学園女子大学短期大学部） 

池谷和信（国立民族学博物館） 

岸上伸啓（国立民族学博物館） 

 
                                以上 
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1. Introduction 
1-1 Akihiro Kinda (President, National Institutes for the Humanities)  
Opening Message   
1-1 金田章裕（人間文化研究機構・機構長）「ご挨拶」 
 
 
1-2 Ken’ichi Sudo (Director-Genral, National Museum of Ethnology) 
Opening Message 
1-2 須藤健一（国立民族学博物館長）「ご挨拶」 
 
 
1-3 Nobuhiro Kishigami (National Museum of Ethnology)  
“Introduction to the International Whaling Symposium” 
1-3 岸上伸啓 (国立民族学博物館)「シンポジウムの趣旨説明」 
 
 
 
2. Archeological and Historical Session  
2-1 James Savelle (McGill University) 
“Arctic Whaling in Archeological Perspective” 

There is evidence for ‘low-level’ or opportunistic whaling in the Bering Sea-Chukchi Sea 
region in the western North American Arctic and Siberia at least 3,000 years ago.  However, 
intensive whaling appears to have emerged, beginning only approximately 2,000 years in the 
Bering Strait and Chukchi Peninsula region, from which it spread northward and eastward. 
By approximately 800 years ago intensive whaling had been well-established throughout the 
Canadian Arctic and Greenland (through population migration rather than diffusion).  
While a variety of whale species, primarily baleen whales, were hunted, certainly the most 
common was the bowhead whale, especially in northern Alaska, Canada and Greenland. This 
whaling intensification can be attributed to the development of the umiak-float hunting 
complex, which allowed for much more efficient whale harvesting than earlier technologies.  
This in turn allowed for greater populations, increasingly complex intra- and intergroup 
relationships (including incipient social complexity based on the accumulation of whaling 
surpluses), and the development of a unique ‘whaling cult’ defined by whaling-directed 
ceremonialism.  This paper summarizes archaeological evidence for the origins of whaling, 
and for the emergence of intensive whaling and related socio-cultural consequences as 
described above. 
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2-1 ジェイムズ・サベール（マッギル大学） 
「考古学的観点からみた極北地域の捕鯨」 

遅くとも 3000 年前に北アメリカ極北地域西部とシベリアのベーリング海・チュクチ海地域に

おいて、「低レベル」のもしくは機会があれば実施した捕鯨の証拠が存在している。一方、集中的

な捕鯨は、ベーリング海峡およびチュクチ半島において、2000 年ぐらい前から出現したようであ

る。それから北方と東方へと伝播していった。今から約 800 年前までには集中的な捕鯨はカナダ

の極北地域やグリーンランドにおいて（伝播というよりも人の移動によって広がり）確立された。

多様な鯨種、おもに髭クジラが捕獲されたが、特にアラスカ北部やカナダ北部、グリーンランド

でもっとも一般的なクジラは、ホッキョククジラであった。この捕鯨の集中化は、ウミアック＝

浮き狩猟複合の発達によるといえよう。それは、以前の技術に比べてはるかに効率よくクジラを

捕獲することを可能にした。このことが、人口増加へとつながり、（捕鯨による余剰の蓄積に基づ

く初期的な社会的複雑さを含む）集団内および集団間関係の複雑化、そして捕鯨用の儀礼として

定義される特異な「捕鯨カルト」の発達を可能にした。本発表は、捕鯨の起源を示す考古学的証

拠や集中的な捕鯨の台頭と、上記で指摘したそれに関連する社会・文化的な諸影響を要約する。 

 
 
2-2 Kiyoshi Yamaura (Rikkyo University) 
 “Archaeological Perspectives on Whaling in Japan and Its Neighboring Areas” 

The primary object of this paper is to review the history of whaling of Japan and its 
neighboring areas based on archeological data. From the Early Jomon period (about 5,000 
B.C.) whaling was established around the islands. Smaller whales were mainly hunted, but 
there is a possibility that large-sized whales were also caught along the shores during their 
seasonal migrations. Pictographs of whales at the Ban-gu Dae site near P’ohang in 
southeastern Korea suggest whaling in the areas between Japan and Korea. After the 
appearance of rice cultivation in the Yayoi period (about 500 B.C. to A.D. 300) in the Japanese 
Islands (except Hokkaido), the fishermen specialized in whaling and traded whale products 
with the neighboring farmers.  In the Burial Mound period (A.D. 300 to 700) whaling 
became more intensive in some areas. The fishermen including whalers were ranked as 
‘specialized’ groups inside and outside the socially stratified communities. Some of them 
acquired the privilege to fish and whale in exchange for paying a tribute of whale meat and 
blubber to the local authorities.   From the Old ages (A.D. 8th to 11th century) through to 
the Middle Ages (A.D. 12th to 16th century), trade ports and political centers became 
established, especially in Honshu and Kyushu. The fishermen near these ports and centers 
specialized in whaling in order to supply whale meat as animal protein to the citizens’ diet. In 
Hokkaido, the people of the Post-Jomon (100 B.C. to A.D.500) and the Okhotsk (A.D.400 to 
900) cultures engaged in more intensive whaling than the Jomon people. The Ainu of 
southern Hokkaido maintained their traditional whaling activities until the early part of the 
20th century. 
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2-2 山浦 清 (立教大学) 
「考古学から見た日本列島とその周辺における捕鯨について」 
本論は日本列島を中心に、考古学的資料から捕鯨の歴史を追究するものである。狩猟採集民の

時代であった縄文時代では、その前期以降、各地で捕鯨がなされるようになった。もちろんその

中心は小型鯨であるが、大型鯨の季節的に接岸する地域においては、そうした鯨もその対象とな

った可能性がある。特に西北九州では大型捕鯨の可能性があり、それは朝鮮半島南東部盤亀臺岩

壁画との関係で理解されよう。北海道を除く地域では弥生時代の開始と共に稲作民の登場となる

が、地域によっては、そうした農耕民との交易／交換を目的として、特殊化した漁労民が出現し

た可能性がある。そうした漁労民の中には、殊に鯨類が接岸する地域において、より積極的に捕

鯨を行うものも誕生した。こうした漁労民は、その優れた漁労技術から、その後古墳時代以降、

古代においては社会的階層化の中、権力者への「贄」の貢納民としての位置付けを得ることとも

なった。中世段階での捕鯨は明確な記録は少ないが、日本各地に政治的中心あるいは交易港とし

ての都市が成立するが、そうした都市民に対する食糧供給、特に動物性蛋白質の供給者として捕

鯨が活発化したことが推測される。北海道においては続縄文時代以降も狩猟採集が継続するが、

殊に続縄文文化・オホーツク文化において捕鯨が活発化する。そうした伝統は北海道各地におけ

る活発な海獣狩漁とともに存続し、江戸時代以降に記録される民族誌に知られることとなった。 
 
 
2-3 Susan Lebo (Bishop Museum） 
“A View from Hawaii of Whaling in the North Pacific” 

The nineteenth-century employment of thousands of young Native Hawaiians in the American and 

European whaling fleets played a prominent role in shaping Hawaii’s economy.  It is commonly 

understood that the Hawaiian Government promoted their employment in order to encourage foreign fleets 

to visit each spring and fall.  However, the passage of legislation to regulate their labor and foreign 

challenges of those laws remain largely unknown.  After midcentury, development of a local whaling fleet 

boosted government enforcement and increased the return rate of native seamen.  

This paper uses Hawaiian primary source material to explore the islands’ laws concerning the shipping 

and discharging of native seamen.  It then examines Hawaiian enforcement in the face of American 

consular disputes. The final section looks at the local fleet’s employment of native seamen in North Pacific 

whaling and trading.  This exploratory study suggests that Hawaii asserted its interests within the 

foreign-controlled whaling fleets. 

 
2-3 スーザン・レボ （ビショップ博物館） 
「ハワイから見た北太平洋地域における捕鯨」 
アメリカおよびヨーロッパの捕鯨船団において数千人の若いハワイ先住民が 19 世紀に雇用さ

れたことは、ハワイの経済を形成するうえで顕著な役割を果たした。ハワイ政府は外国の捕鯨船

団が春と秋に寄港することを奨励するために若者の雇用を促進させたと通常は理解されている。

しかしながら彼らの労働を規制する法の立法化やそれらの法の外国からの異議申し立てについて

はほとんど知られていない。19 世紀半ば以降。ハワイの捕鯨船団が形成されたことが政府の施行
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を後押しし、先住民船員が毎年、船団に戻る率を高めた。 

 本論文は、ハワイの第一次資料を利用して先住民船員の船積みと船降ろしに関するハワイ島の

法律を解明する。それからアメリカ公使が紛争に直面した際のハワイの法の執行を吟味する。最

後のセクションでは、北太平洋の捕鯨や交易における先住民船員のハワイ船団による雇用を考察

する。この予備的な研究では、ハワイが、外国が統率する捕鯨船団の中にハワイの権益を主張し

たことを示唆している。 

 
 
3. Aboriginal Subsistence and Local Whaling Activities 
3-1 Hisashi Hamaguchi (Sonoda Women’s College)  
“How ‘Large’ Is Small-Scale Whaling: A Consideration of Humpback Whaling in Bequia” 

In this presentation, I discuss the following: 1) the history and present status of whaling in 

Bequia: 2) the Bequian whale fishery in the international relations: 3) the socio-cultural 
significance of the whale products. In Bequia, the basic whaling methods have remained 

essentially unchanged since 1875-86 when whaling in this region began. On the other hand, the 
purpose of whaling has changed from the export of whale oil to the sale of whale products. The 

harvesting of humpback whales in Bequia was approved as a form of “aboriginal subsistence 
whaling” by the IWC in 1987. The current harvest quota is 20 humpback whales for the seasons 

2008-2012. The harvest during the 20 years from 1991 to 2010 was 22. Although the scale of 
whaling might be small, the significance of the whale products is large. The harvested whales are 

processed by the whalers and the whale meat and blubber are distributed to them on the basis of 
a “share system.” The distribution of the whale products and the sales of the distributed products 

play an important role in maintaining the whaling culture. The consumption of whale meat once 
a year reinforces the concept that the residents of Bequia are indeed members of a whaling 

society. 

 
3-1 浜口 尚（園田学園女子大学短期大学部） 
「カリブ海、ベクウェイ島のザトウクジラ捕鯨－小さな島の大きな捕鯨をめぐって－」 
本発表においては、カリブ海、ベクウェイ島のザトウクジラ捕鯨を取り上げ、①捕鯨の歴史と

現況、②捕鯨をめぐる国際関係、③捕鯨の社会＝文化的意義などについて考察する。ベクウェイ

島の捕鯨は 1875／76 年の創業以来、手漕ぎ・帆推進の捕鯨ボートを用いてザトウクジラを追跡し、

手投げ銛とヤス、あるいはショルダーガンとボンブランスで仕留めるという捕獲法を維持してい

る。一方、鯨産物の利用形態は、鯨油輸出による外貨の獲得から鯨肉・脂皮の島民への食用目的

の販売へと時代に合わせて変化している。この捕鯨は第 39 回国際捕鯨委員会年次会議（1987 年）

において「先住民生存捕鯨」として承認された。それ以降、母仔連れ鯨の捕獲や捕鯨の国内規制

をめぐって、反捕鯨国から強い圧力が加えられてきたが、捕鯨はしたたかに生き残ってきた。最

新の捕獲枠は2008年から2012年までの5年間に20頭となっている。発表者が調査を始めた1991
年から 2010 年までの総捕獲数は 22 頭という小さな捕鯨であるが、鯨産物（鯨肉・脂皮）がもた

らすものは大きい。捕獲されたザトウクジラは鯨捕りたちの手により解体され、慣習に基づき関
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係者に分配される。分配された鯨産物は自家消費分と親族などへの贈与分を除いて島民に販売さ

れる。この鯨産物の分配と贈与および販売が島中に鯨産物を行き渡らせている。ベクウェイ島民

は年に一度、鯨料理を食することにより捕鯨の島の一員であるという一体感を再確認するのであ

る。 

 
3-2 Kazunobu Ikeya（National Museum of Ethnology） 
“Indigenous Whaling among the Chukchi in Russia” 

The Chukchi are an indigenous people living in northeastern Russia in the circumpolar 
Arctic. Ethnographers classified them into two groups in the latter half of the nineteenth 
century: one tending reindeer herds (“Reindeer Chukchi”), and the other living along the 
coast and depending primarily for subsistence on hunting sea mammals such as walruses, 
seals, whales etc. (“Maritime Chukchi”). However, because of the spread and subsequent 
collapse of socialist administration in the Soviet era, many Chukchi came to work on 
state-run or autonomous okrug-run farms. This paper presents information related to various 
aspects of the Chukchi whaling culture over the past 20 years from the perspective of 
ecological anthropology, and will clarify socioeconomic changes in whaling and meat 
distribution. This paper is based on field research conducted by the author during 40 days 
every summer from 2003–2006 in Lorino village and its environs in the eastern part of 
Chukot Peninsula. The population of the Chukchi in the study area in 2003 was about 1288; 
another group like Eskimo, Russian etc. showed 130. The relationship between a new 
private company started by villagers in the study area in 2003 and autonomous okrug-run 
farms over quantities of whaling permitted by the IWC in the Bering strait and the social 
influences of Japanese government support (such as the gift of a motorboat engine) are 
discussed. Three aspects of whaling will be examined: actual hunting activities, 
butchering, and distribution. The whale meat serves many purposes for villagers, who 
eat the meat, use the oil, and feed many dogs kept in the area that are used to hunt seals in 
winter and to pack wild berries gathered in the summer. 
      
3-2 池谷和信（国立民族学博物館） 

 「ロシアのチュクチのなかの先住民捕鯨について」 

  チュクチは、極北のロシア北東部に暮らす先住民である。かつて民族学者は、19 世紀の終わ

りにトナカイ飼育を経済基盤とする’トナカイチュクチ’とクジラ、セイウチ、アザラシなどの海獣

類の狩猟を中心とする’海岸チュクチ‘とに分類していた。しかし、20 世紀における社会主義政

策の浸透とともに、多くのチュクチは国営農場に勤めるようになった。この報告では、過去 20
年間におけるチュクチの捕鯨活動の変容、具体的には捕鯨をめぐる社会経済変容を生態人類学の

視点から明らかにすることをねらいとする。現地調査は、2003-2006 年にかけてロリノ村を中心

として40日間にわたり行われた。村の人口は約1400人で、そのうちチュクチは1288人である。

ここでは、捕鯨活動の実際、とさつの過程、肉の分配方法などが詳細に記述・分析される。とり

わけ、鯨肉は、村人にとっての食肉用、鯨油用、多数の犬の餌用などに利用される。近年、国営
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農場が捕鯨の中心ではあるが、2003 年には私的な企業も生まれている。また、日本政府からは船

用エンジンが寄付されている。 
その一方で、割り当て捕獲頭数が減少するなかで先住民捕鯨の実際を紹介することから、鯨をめ

ぐる国際世論と鯨と地域住民とのかかわり方のずれについて考察する。 
 
3-3 Nobuhiro Kishigami (National Museum of Ethnology)  
“Aboriginal/Indigenous Subsistence Whaling in Alaska, USA” 

The Inupiat of the Northwest Alaska have hunted bowhead whales for at least the past 
1000 years. In this presentation I describe contemporary whaling activities and associated 
festivals, and the distribution of whale products in Barrow, Alaska, USA. I then examine the 
significance of the whaling complex (the system of whaling and associated activities) in 
Inupiat society.  Although Inupiat whaling has been negatively affected by climate warming 
as well as environmental and animal rights movements for the last few decades, it is 
inseparably related to the Inupiat way of life. The Inupiat’s engagement in whaling activities, 
and sharing and communal feasting of the meat and maktak (skin parts with blubber), are 
social and spiritual cores of their life, thus providing a basis for their identity. Also, a boat 
captain and his wife can acquire social prestige through a successful whale hunt and hosting 
of feasts. Furthermore, bowhead whaling functions politically as an ethnic symbol 
distinguishing Inupiat society from other societies, especially the USA majority society. This 
study case demonstrates the cultural and political significance of a subsistence activity such 
as whaling for indigenous people in the increasingly globalized world. 
 
3-3 岸上伸啓（国立民族学博物館） 
「米国アラスカにおける先住民生存捕鯨」 
アラスカ北西地域のイヌピアットは、紀元1000年ごろからホッキョククジラ猟を行ってきた。

本発表では、アラスカ州バロー村のイヌピアットの捕鯨を事例として、捕鯨活動とそれに関連す

る祭り、獲物の分配と流通の現状について報告する。そのうえで、イヌピアット社会における捕

鯨複合（捕鯨とそれに関連する諸活動）の現代的な意義を検討する。地球の温暖化や動物愛護運

動・環境運動がイヌピアットの捕鯨に負の影響を及ぼしつつあるが、捕鯨は彼らの生き方と分か

ちがたく結びついている。イヌピアットにとって捕鯨活動に従事すること、およびその産物であ

る鯨肉や脂皮を分ち合いながら食べることは、精神的かつ社会的な核であり、アイデンティティ

の基盤となっている。捕鯨以外の狩猟漁労や賃金労働も重要であるが、彼らの 1年の周期は捕鯨

活動とそれに続く祝宴や祭りを中心にめぐっているといえる。さらにボートキャプテン夫妻にと

って捕鯨の成功は社会的威信を獲得する手段である。また、捕鯨は外部社会(米国の主流社会)と
自ら(先住民社会)を区別する政治的な象徴手段として機能している。本事例は、グローバル化が

進む世界に住む先住民にとって生業活動が文化的かつ政治的に重要であることを示している。 
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3-4 Rasmus Ole Rasmussen (NORDREGIO ／Roskilde University)  
“Indigenous Whaling in Greenland” 

Whaling has traditionally been contributing to the survival of the Inuit population in 
Greenland. And even the process of modernization in Greenland has resulted in many 
changes, dependency on marine resources, including whaling, is still important. Parallel to 
the exploitation of other marine and land based resources through hunting and fishing, the 
hunting of whales is contributing both commercially, subsistence wise and culturally to the 
wellbeing of the population in both towns and villages. An understanding of the 
contemporary whaling in Greenland has a starting point in the historical background, 
emphasizing the changes during the last decades, including as well the empirical status, the 
social role as the cultural characteristics of the whaling activities. And in order to get an 
understanding of the dynamics of changes, five key issues are emphasized: the commercial 
importance of whaling; the role of whaling in relation to the informal economy; whaling as 
contributing to subsistence; whaling as a cultural characteristics; and regional and 
town-village differences in the role of whaling.  

 

3-4 ラスムス・O・ラスムッセン(NORDREGIOおよびロスキルド大学) 

「グリーンランドにおける先住民捕鯨」 

捕鯨はグリーンランドにおけるイヌイットの人々の生存にこれまで貢献してきた。そしてグリ

ーンランドにおける近代化の過程の中で多くの変化が起こってきたが、捕鯨を含む水産資源への

依存はいまだに重要である。狩猟と漁労によってほかの水産資源や陸上資源の開発と同じく、捕

鯨は町や村に住むイヌイットのウェルビーングに生業の面で経済的にもかつ文化的にも貢献して

いる。グリーンランドにおける現代の捕鯨を理解するためには、過去数十年間における捕鯨活動

の実態や社会的役割、文化的特徴の変化を強調しながら歴史的な背景をまず知る必要がある。そ

して変化のダイナミクスを理解するために、捕鯨の商業的な重要性、インフォーマル経済との関

係での捕鯨の役割、生存に貢献するものとしての捕鯨、文化的な特性としての捕鯨、捕鯨の役割

における地域と町村の差異という 5つの主要な争点を強調する。 

 
3-5 Tomoko Egami (Okinawa International University) 
 “Traditional Whaling Culture of Lamalera Village, Indonesia” 

Lamalera is a whaling village located on the southern coast of Lembata Island in East 
Indonesia. The approximately1,800 people living there are engaged in the harvesting of 
sperm whales and large fish such as mantas. Lamalera's traditional whaling, "peledang 
whaling", uses hand-rowed wooden boats called “peledang” and hand-thrown harpoons, and 
is associated with various taboos and customary laws strictly defining whaling methods and 
the allocation of parts of whales. An average of 20 whales per year are caught. Whales have 
functioned as an important bond to unite the community and to help maintain a closely-knit 
society. 

The ancestors of the Lamalera villagers, who are said to have immigrated from the 
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southern part of Sulawesi Island more than 400 years ago and who have created this unique 
culture, gained land-use rights from native agricultural people and settled in the village on 
the condition that they provided fish to the native agriculturalists, and were soon entrenched 
in the local communities.  

The villagers maintain an economic system of barter by exchanging fisheries products 
for grain, their staple food, with mountain people from the interior regions of Lembata Island. 
The whaling culture of Lamalera thus represents an example of co-reliance between 
agricultural workers from the interior and traditional whalers living on the coast. 
 
3-5 江上幹幸（沖縄国際大学） 
「インドネシア、ラマレラ村における伝統捕鯨文化」      
ラマレラ村はインドネシア東部のレンバタ島南岸に位置する捕鯨民の村である。彼らの祖先は

400年以上前にスラウェシ島南部から当地に移住してきて以来マッコウクジラ捕鯨を主体にイト

マキエイなどの大型魚を捕獲し、現在では約 1,800人が暮らしている。ラマレラ村の伝統捕鯨は、

「プレダン」と称する木造帆船を使用し、手投げの銛を打ち込んで仕留める突取捕鯨法であり、

年間 20頭ほどのマッコウクジラを捕獲している。私たちがプレダン捕鯨と呼称する伝統捕鯨には

さまざまなタブーがあり、漁法をはじめクジラの分配も捕鯨慣習法に則り厳密に定められている。 

捕獲されたクジラは自家消費用の食料ではなく、女性による山村への行商や定期市において主

食の穀物と物々交換される。物々交換経済システムにおいてクジラは貨幣に代わる資本となって

いる。捕鯨はラマレラ村民の生存に必須であるばかりではなく、クジラ肉は山民の食生活に欠か

せない蛋白源となり、周辺の山民とクジラの流通を通して共存、共生の信頼関係を築いてきた。 
このような文化を形成した人々の祖先は、定住にあたって漁獲物を届けることを条件に先住農

耕民から土地の使用権を得た。やがてクジラを媒介として地域社会と密接に繋がり、同時にクジ

ラがラマレラ村のコミュニティーの紐帯となり綿密な社会が営まれ継承されてきた。こうした山

民との共生関係と伝統捕鯨を含めたものがラマレラ伝統捕鯨文化である。 

 
 
4. Japanese and Ainu Whaling in Historical and Contemporary Perspectives 
4-1 Masami Iwasaki-Goodman (Hokkai Gakuen University)  
“Whaling in Northern Seas around Japan”  

While traditional Japanese whaling, including net whaling, is known to have been 
practiced in the southern part of Japan during the Edo period, it is less well known that the 
Ainu utilized stranded whales and engaged in the hunting of whales using relatively 
unsophisticated tools during that time.  As the introduction of the Norwegian whaling 
method during the Meiji period prompted the spread of whaling to the northern part of Japan, 
the large-type coastal whaling companies began operating from land bases around Hokkaido. 
In the early Showa period, small-type coastal whaling companies, which were different from 
the large-type coastal whaling companies that specialized in harvesting large whales, were 
established in Hokkaido and the Tohoku region and started their operations off shore of 
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Hokkaido. Following implementation of the moratorium in 1988, discussions of the 
social-cultural significance of small-type coastal whaling have taken place at the 
International Whaling Commission’s Annual Meetings. More than 20 years has passed since 
then and the issues surrounding small-type coastal whaling remain unresolved. 

Through an examination of whaling operations around Hokkaido, this presentation aims 
to focus on two issues: 1) understanding the characteristics of the whaling in the northern 
seas around Japan, and 2) understanding the recent issues of small-type coastal whaling 
through an analysis of the discussions at the IWC meetings beginning in 1988. 
 
4-1 岩崎=グッドマンまさみ（北海学園大学） 
「日本における北の海の捕鯨」 
網捕り式捕鯨を始めとする捕鯨の歴史は、江戸時代に主に日本の南部において展開されたが、

その時代に、北海道周辺の海ではアイヌ民族が寄りクジラを利用したり、素朴な道具を用いて積

極的にクジラを捕獲した事はあまり知られていない。さらに明治時代にはノルウェー式捕鯨技術

の導入によって漁場が北へと広まり、北海道沿岸では大型沿岸捕鯨が行われるようになった。昭

和時代に入り、大型沿岸捕鯨を行う大規模捕鯨会社とは異なる小規模な捕鯨会社が北海道・東北

各地に設立され、小型沿岸捕鯨船が北海道近海でクジラを追うようになった。その後 1988 年の

モラトリアムを境に商業捕鯨が中止になり、国際捕鯨委員会では小型沿岸捕鯨業の生き残りをか

けた社会・文化的重要性をめぐる議論が展開された。それから 20 年以上の時間が過ぎたが、小

型沿岸捕鯨の問題はその解決をみないまま現在に至っている。 
本報告では北海道を中心とした捕鯨活動を検証することを通して、第一に北の海での捕鯨の歴

史の特徴をとらえる。第二に、モラトリアム前後の小型沿岸捕鯨を巡る議論を分析し、モラトリ

アム以降の現在に至る沿岸捕鯨に関わる課題を考える。 
 
4-2 Shigeo Nakazono (Hirado City Ikitsuki Town Museum, Shimanoyakata)  
“Overview of Japanese Whaling : History and Development” 

The history of Japanese whaling can be divided into three eras: early non-industrial 
whaling, pre-modern industrial whaling, and modern industrial whaling.  In addition, four 
whaling methods are recognized:  harpooning, net and harpoon whaling, hand gun whaling, 
and cannon whaling, were employed in successive periods. 
The early non-industrial whaling era presumably dates back to the Jomon period. Harpoons 
with stone blades were used for whaling during that period, as demonstrated by archeological 
findings at Hirado Strait, Nagasaki. In the 15th century, net trap whaling was observed in 
Tsushima Isles, Nagasaki. 

The pre-modern industrial whaling era was pioneered by the whale fisheries of Ise Bay, 
Aichi, when they commenced harpoon whaling around 1570-73. Soon after, this technique 
spread to the Awa, Kishu, Tosa and Saikai areas, where it was widely practiced. Moreover, 
Japanese style net and harpoon whaling was developed in Taiji, Wakayama and became a 
prominent method of Japanese whaling during this era. 



27 
 

The introduction of Norwegian cannon whaling in 1899 brought the modern industrial 
whaling era to Japan. First introduced in Korean coastal sea, this method became the 
prominent domestic whaling method. Furthermore, Japan entered into factory ship whaling 
in the Antarctic Ocean. In the 60’s Japan ranked first in number of whaling fleets and 
harvested whales. However, the decline of whale populations resulted in tougher restrictions 
on whaling and caused Japan to seriously restrict commercial whaling in 1988. 
 
4-2 中園成生（平戸市生月町博物館 島の館） 
「日本における捕鯨の歴史的概要」 
日本捕鯨業文化圏の歴史は、大きく３つの時代に分かれ、突取、網取、銃殺、砲殺の４つのカ

テゴリーに分類される様々な捕鯨法が行われた。産業化される以前の初期捕鯨時代の始まりは今

から6000年前の縄文時代で、長崎県の平戸瀬戸において石銛を用いた突取捕鯨が行われている。

15 世紀には長崎県の対馬で、鯨が入った湾の入口を網で締め切って捕獲する、断切網捕鯨が行わ

れている。 

古式捕鯨業時代は、元亀年間（1570～1573）に愛知県の伊勢湾で、鯨組による突取捕鯨が行わ

れた事から始まる。その後、突取捕鯨法は安房国（千葉県）、紀伊半島周辺（和歌山県、三重県、

愛知県）、土佐国（高知県）、西海地方（長崎県、佐賀県、福岡県、山口県）に伝わり、各地で捕

鯨が行われるようになる。さらに、予め沖合に張った網に鯨を掛け、動きを遅くしてから突取を

行う、日本独自の網掛突取捕鯨法が和歌山県太地で発明され、土佐国や西海地方に伝わって中心

的な捕鯨法となる。 

 近代捕鯨業時代は、明治 32 年（1899）日本人の会社によりノルウェー式砲殺捕鯨船の試験操

業が開始されてからである。当初は朝鮮半島が漁場で、７年後には国内でも操業が本格化する。

その後日本は南氷洋での工船型ノルウェー式砲殺捕鯨（母船式捕鯨）に参加し、1960 年頃には船

団数、捕獲頭数ともに世界一となる。しかし鯨の減少とともに規制が強まり、昭和 63年（1988）
に日本は概ね商業捕鯨から撤退する。 

 
4-3  Takao Kojima (Seijo University) 
“Contemporary Small-Scale Local Whaling in Wadaura Chiba, Japan” 

From June to September, Baird’s beaked whales (tsuchi kujira in Japanese) come close 
to Boso Peninsula . The nearest whaling ground is as close as 5 miles from the shore. 

Fishermen in Awa County, Chiba Prefecture, have hunted Baird’s beaked whales for at 
least four centuries. The Daigo family first organized fishermen in Katuyama  for 
cooperative whaling in 1612. As the number of the whales which came into Tokyo Bay 
decreased, the Daigo team had difficulty keeping the fishermen in the area during the 
summer whaling season, and the team’s whaling was discontinued in 1870. In the early 
1910’s the Tokai Hogei company opened a whaling station in Tateyama City and began to 
hunt Baird’s beaked whales using modern Norwegian harpoon guns. Later, the whaling 
station was moved to Shirahama Town. The company continued whaling until 1969. 

When the government of Japan began to implement the International Convention on 
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Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) in 1947, the 
authority to regulate Baird’s beaked whaling was transferred to the national government. At 
that time Chiba Prefecture was granted one additional whaling license, which was issued to 
the Gaibo Hogei, a whaling company founded in Wadaura in 1948. Thus, in the last century, 
the whale station was moved to the nearest whaling ground. 

There are two boats which hunt Baird’s beaked whales. The Sumitomo-maru No.31, 
which belongs to the Gaibo Hogei ,and the Katsu-maru, owned and operated by a sole 
proprietor from Taiji. Both boats are equipped with a 50 mm harpoon gun, which uses an 
explosive harpoon as required by the government. The whalers catch 26 whales with the two 
boats. Many of the non-business buyers make tare (dried meat) at their homes. Tare is one of 
the favorite foods of the people in southern Awa County. 
 
4-3 小島孝夫（成城大学） 
「千葉県和田浦の小型沿岸捕鯨」 
 ツチクジラは 6 月から 9月にかけて、房総半島沖に回遊してくる。ツチクジラの最も近い漁場

は、海岸線から 8 キロ沖合である。 
 千葉県安房郡の漁民たちは、400 年以上前からツチクジラを捕獲してきた。組織的な捕鯨は、

醍醐家が勝山の漁師を組織化して行ったのが嚆矢とされている。東京湾に回遊してくるクジラの

数が減少するにつれて、醍醐組は夏の漁期に漁師を集めることが困難になり、醍醐組のツチクジ

ラ漁は 1870年に中断してしまった。 
 1910 年代初めに、東海捕鯨株式会社が館山町に事業所を開き、ノルウェーから導入された近代

的な捕鯨砲を用いてツチクジラ漁を開始した。後に、事業所は白浜町に移され、東海捕鯨は 1969
年まで操業を続けた。 
 1947 年に日本政府が小型捕鯨の統制を始めた際に、捕鯨の管理権は日本政府に移管された。同

時に、千葉県は捕鯨許可枠を一つ増やすことが許可され、それをもとにして 1948 年に外房捕鯨

株式会社が和田浦(和田町)に設立された。このように南房総地方では、一世紀の間に捕鯨拠点が

より漁場に近い場所へと移動した。 
 和田浦では 2 隻の捕鯨船が稼働している。外房捕鯨所有の第 31 純友丸と和歌山県太地町の個

人船主が所有する勝丸である。これらの船には 50 ミリ捕鯨砲が装備されており、日本政府によ

って義務付けられた火薬銛が装着されている。この 2 隻で 26 頭のツチクジラを捕獲している。

一般消費者はタレとよばれるツチクジラの干し肉を作っている。タレは南房総地方の人びとが好

む郷土食の一つである。 
 
4-4 Aiko Endo (Ocean Policy Research Foundation)  
“The Distribution Channels of Whale Meat: An Example from the Hand-harpoon Fishery of 
Nago, Okinawa Prefecture, Japan” 

Small-scale coastal whaling activities have operated in the area currently known as 
Nago, (located within the present-day Japanese prefecture of Okinawa) since the beginning of 
the Meiji era (1868-1912).  Fishermen traditionally hunted small cetaceans (‘Hetu’ in local 
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dialect) such as pilot whales and bottlenose dolphins, and, before the international 
moratorium on commercial whaling, meat from this fishery was distributed within the Nago 
area and consumed by the local population.  Since the moratorium however, the majority of 
whale meat caught in the district has been used to supplement the supply in the Japanese 
mainland.  As a consequence, the supply of whale meat to the Nago region has been 
significantly reduced.  The purpose of this study is to analyze the relationships between 
whale resources and local societies as well as to examine the changes in the use of whale 
resources in Nago. 
 

4-4 遠藤愛子（海洋政策研究財団） 「日本における鯨肉の流通について-沖縄県名護市におけ

る突きん棒漁業を事例として-」 

沖縄県の突きん棒漁業は、2002年に県知事許可漁業となり，現在 6隻が稼動している。捕獲対

象種・捕獲頭数は、コビレゴンドウ 100頭、オキゴンドウ 10頭、バンドウイルカ 10頭（2005年）

となっているが、2006年より捕獲枠は減少傾向にある。もともと沖縄県名護市では明治初期より

昭和後期頃まで，専業漁民と地域住民の協働でヒートゥ漁と呼ばれる沿岸捕鯨活動が行われてい

た。ヒートゥとは、コビレゴンドウ、カズハゴンドウ、バンドウイルカの 3種類の小型鯨類をさ

し、春先から初夏にかけて名護湾に来遊したこれらのヒートゥが追い込み捕獲され、主に地元を

中心に流通し、地域住民により消費されていた。食料の乏しい昭和 30年代頃までは、畜肉（牛、

豚、鳥、山羊等）類はまだ高価で裕福な家庭以外では通常は食することが出来なかったので、ヒ

ートゥ肉は、地域住民にとっては貴重な動物性タンパク源を提供してくれる日常食品の一つであ

った。しかし、商業捕鯨モラトリアム以降、これまで安価であった小型鯨類のうちコビレゴンド

ウとオキゴンドウは、大型ひげ鯨の代替品として本土においてその商品価値が大きくなり高級嗜

好品化した。その結果名護では、本土出荷すると採算割れとなるイルカ肉のみが流通消費される

ようになり、名護地域での鯨肉流通量が減少している。本研究は、鯨類資源と地域との係わりに

ついて分析し、変容する鯨類資源の利用実態とその役割を浮き彫りにすることを目的としている。 

 

 

5. International Politics of Whaling  
5-1 Michael Heazle (Griffith University)  
“Whale Wars and Whale Diplomacy: Perception and Misperception in the Australia – Japan 
Relationship” 

The whaling issue has created tensions in Australia’s bi-lateral relationship with Japan 
since 1979, when the Fraser government adopted a protectionist position on whaling 
continued by successive Australian governments. Until recently, these tensions mostly have 
been successfully managed within the relationship by containing disputes over whaling 
within the International Whaling Commission. Domestic political circumstances and the 
national interest imperatives of the Japan-Australia relationship clearly have played an 
important role in shaping Australia’s whaling policy from its inception, and Australian policy 
makers traditionally have sought to balance both sets of interests in the implementation of 
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this bi-partisan policy position. Why then – given the absence of any significant change in the 
circumstances of either the whaling debate or the bi-lateral relationship – did Kevin Rudd’s 
Labor government, and its successor led by Julia Gillard, decide a “containment policy” on 
whaling was no longer necessary, particularly at a time the whaling issue was being 
overshadowed domestically by other policy issues such as climate change and the global 
financial crisis?  

This paper argues that this shift in Australian whaling largely can be explained in terms 
of elite perceptions of the importance and strength of the Australia-Japan relationship, and 
also the domestic political and electoral circumstances faced by the newly elected Rudd 
government.  
 
5-1 マイケル・ヘイゼル（グリフィス大学）「クジラ戦争とクジラ外交―オーストラリア・日本

関係の認識と誤認識」 
捕鯨問題は、1979 年以降オーストラリアと日本との二国間関係に緊張関係を生み出してきた。

1979 年にフレーザー政府は、捕鯨についてクジラ保護の立場を採用した。その後、この立場は、

歴代の政府によって受け継がれてきた。最近まで、クジラをめぐる争いを国際捕鯨委員会内に閉

じ込めることによって、これらの緊張関係は大半が両者間の関係の中でうまく管理されてきた。

国内の政治情勢や日豪関係という国益の要請が明らかにオーストラリアの捕鯨政策を形成するう

えで重要な役割を最初から果たしてきた。そしてオーストラリアの政策決定者たちは、伝統的に、

この超党派的な政策の立場を実施する際に両国の権益のバランスを模索してきた。捕鯨論争や二

国間関係の諸情勢において重要な変化がないにもかかわらず、なぜケビン・ラッド労働党政府、

およびジュリア・ジラードが率いたその後の政府は、捕鯨に関する「封じ込め政策」はもはや必

要ないと、気候変動や世界的な金融危機のような他の政策問題によって捕鯨問題が影の薄くなっ

た時点を選んで、決定したのか。 
 本論文は、オーストラリアの捕鯨におけるこの変更は、日豪関係の重要性と強さを認識するエ

リートの観点から、そしてまた新たに選出されたラッド政府が直面している国内政治および選挙

情勢の観点から、かなり説明することができる、と主張する。 
 
5-2 Motohiro Kawashima (Gunma University) 
 “Is Anti-Whaling a Protest Business?” 

This presentation explores the dynamics of contemporary environmental organizations, 
focusing on their anti-whaling campaign―how they have capitalized on the whaling issue to 
their own interests, and what tactics they have employed to attract public attention. My main 
argument is that the anti-whaling campaign takes on an aspect of protest business, that is, 
the exploitation of an environmental cause as a means of raising donations. I demonstrate 
this by using interviews I conducted with those who have been involved in the issue and by 
analysing the documents of both pro and anti-whaling sides. I also employ social movement 
theory as an intellectual tool in the discussion. 
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5-2 河島基弘（群馬大学） 

「反捕鯨は抗議ビジネスか」 

欧米の環境保護団体と日本の捕鯨政策の軋轢が続いている。日本が調査捕鯨を続けている南極

海では、グリーンピースやシー・シェパードの活動家による日本の捕鯨船団に対する妨害活動が

毎年のようにあり、特にシー・シェパードの活動は、船同士の衝突事故、傷害事件にまで発展し

ている。2008年にはグリーンピース・ジャパンの活動家が、日本の捕鯨船員が持ち帰った鯨肉を

横領の証拠品として運送会社から持ち出し、逆に不法侵入と窃盗の疑いで警察に逮捕される事件

があった。2010年に物議を醸したアメリカのドキュメンタリー映画「ザ・コーブ」も欧米の反捕

鯨活動の一環と言えよう。こうした一連の反捕鯨運動を主導しているのは、欧米の環境保護団体

であるが、そもそも彼らはなぜ捕鯨に反対するのだろうか。本報告では、環境保護団体が捕鯨問

題に関与することになった歴史的経緯と、組織のダイナミズムを理解する概念装置である社会運

動論などに依拠しながら、反捕鯨運動には、環境問題を募金集めと組織維持のために利用する「抗

議ビジネス」の側面があることを指摘する。環境保護団体の抗議戦術にも触れたい。報告者がこ

れまで行ったインタビューや文献調査を基に議論を進める。 

 
5-3 Dan Goodman (Institute of Cetacean Research)  
“Japanese whaling and International Politics” 

Unlike most international resource management regimes, economics and politics rather 
than conservation have been the dominant characteristics of the International Whaling 
Commission (IWC) throughout its history.  It is economics and politics that changed the 
nature of the organization’s membership from what has been called a “whalers club” to one 
where the majority of members are opposed to whaling irrespective of the conservation status 
of whale stocks thus rendering it dysfunctional. 

At its 59th Annual Meeting in 2007, the International Whaling Commission initiated a 
process called the “Future of the IWC”.  The process was aimed at getting compromises from 
both pro-whaling and anti-whaling members to resolve the bipolar, conflictive 
and dysfunctional nature of the organization. This presentation describes how the process 
came to an unsuccessful end at the 62nd Annual Meeting in 2010 by analyzing the positions of 
a majority of the Commission’s membership and the role of anti-whaling NGOs.  It is 
suggested that NGOs had a strong influence on positions of these members and that a 
successful outcome, which would have brought all whaling under the Commission’s authority 
with substantially reduced catches particularly in the southern ocean, would have been 
counter to their fundraising objectives and economic interests. 
 
5-3 ダン・グッドマン（日本鯨類研究所）「日本の捕鯨と国際政治」 
国際捕鯨委員会（IWC）は他の国際資源管理委員会とは異なり、資源の保全ではなく、経済と

政治を主たる特徴としてきた。そしてその特徴は IWC の歴史に一貫してみられる。経済と政治

こそが、かつては「捕鯨者クラブ」と呼ばれた IWC をクジラ資源量のいかんに関わらず捕鯨に

反対するメンバー国が大半を占める組織へと変貌させ、その結果、機能不全へと至らしめたので
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ある。 
 2007 年、第 59 回年次総会において、IWC は「IWC の将来」と呼ばれる正常化へ向けた努力

を始めた。捕鯨支持国と反捕鯨国の両極化を解消し、IWC の対立的な状況や機能不全を解決する

ための妥協案を作り上げることが目的であった。本報告では、この努力が第 62 回年次総会にお

いて、どのように不調に至ったかを分析し、その過程における IWC メンバー国や反捕鯨 NGO
の役割を明らかにする。本報告では結論として、交渉の過程で NGO がメンバー国へ強い影響力

を発揮したこと、さらに正常化案が合意されれば全ての捕鯨活動がＩＷＣ管理下に置かれ、現在

より縮小した捕鯨が持続的に行われることが可能であったが（特に南氷洋において）、しかし IWC
が正常化することは NGO にとって自らの資金集めや経済的利益追求の妨げになるという実態を

指摘する。 
 
5-4 Joji Morishita (Fisheries Agency, Government of Japan) 
 “The Commercial Whaling Moratorium: Myth and Its Role in Truce” 

Contrary to the public perception, the commercial whaling moratorium does not include 
permanent prohibitions against commercial whaling, does not include any clause which 
demonizes whaling, does not label the killing of whales for commercial purposes as criminal 
as opposed to whaling by indigenous peoples, and does not reflect any value judgments about 
whales and whaling. Rather, the negotiation history of the moratorium together with the 
clause in paragraph 10(e) of the IWC Schedule clearly demonstrate that the moratorium was 
intended as a temporary conservation and management measure related to uncertainties in 
scientific information. Notwithstanding this, anti-whaling NGOs have mischaracterized the 
moratorium as a permanent prohibition on commercial whaling. This mischaracterization 
was a major factor in the failure of the “Future of IWC” process which was aimed at obtaining 
compromises from both pro-whaling and anti-whaling members to resolve the bipolar, 
conflictive and dysfunctional nature of the organization. The moratorium as a permanent 
prohibition is inconsistent with the purpose of the ICRW (International Convention for the 
Regulation of Whaling) and science related to the management of whales and international 
law. In this case the literal interpretation and implementation of the Schedule paragraph 
10(e) would provide the only possible means to resolve the controversy and develop a ‘truce’ 
concerning whaling between the two factions. 
 
5-4 森下丈二(水産庁) 
「商業捕鯨モラトリアムの真実」 
国際捕鯨委員会（IWC）による商業捕鯨モラトリアムは一般に捕鯨の禁止と捉えられているが、

モラトリアムを規定した国際捕鯨取締条約（ICRW）附表第 10 項（e）の交渉経緯と附表の具体

的規定は、これが誤解もしくは事実の湾曲であることを示している。モラトリアム規定は商業捕

鯨の永久禁止を含まず、捕鯨を罪悪視するものでもなく、捕鯨の商業性を否定するものでもない。

モラトリアムはクジラという生物と捕鯨活動に関して特定の価値観を確立するものではなく、モ

ラトリアム採択当時の科学的情報の不確実性に対応するための暫定的な資源保存管理措置として



33 
 

導入された。しかし、反捕鯨団体等はモラトリアムを商業捕鯨の永久禁止と喧伝し、これが広く

信じられている。IWC の機能不全を解決するために 2008 年から開始された「IWC の将来」プ

ロジェクトが頓挫した最大の原因はこの誤解もしくは事実湾曲にある。反捕鯨国政府は、モラト

リアムを、捕鯨を罪悪と性格付け永久禁止したものと信じる世論を抱え、妥協を拒んだ。両極化

した対立と感情的な議論のために国際機関としての機能を失った IWC を救済し、捕鯨問題を前

進させるためには、附表第 10 項（e）の真の意味を見直し、最新の科学的情報と ICRWの規定に

沿ってこれを実施することが必要である。 
 
 
一般公開シンポジウム「世界の捕鯨文化」(日本語のみ) 
 
報告１ 秋道智彌（総合地球環境学研究所） 
「世界の捕鯨文化―人類とクジラの関わりを再考する」 
海生の哺乳類であるクジラの仲間には、世界中で 80数種ほどが生息している。このなかには、

30ｍに達するシロナガスクジラから 2ｍ程度のイルカ類までが含まれ、その形態や生態は多様で

ある。ふつう、体長 4ｍ以下のものがイルカ、それよりも大きな種類がクジラと称される。一部

のイルカ類はアジア、南米の淡水域に生息している。 
多様な種類のクジラと人類はどのような関わりを育んできたのであろうか。歴史的にも地域ご

とにみても、クジラと人類との関わりあいは多様である。人類はクジラを食料資源として利用し

てきた。クジラの肉や脂肪だけでなく、骨、歯などを生活や産業のため、さらには財貨としても

利用してきた。また、一部の地域や国ではクジラ・イルカ類を水族館で飼育して入館者に「芸」

を披露している。障害者の治療にもイルカが使われている。あるいはクジラ・イルカを観察する

ホエールウォッチングもさかんである。さらに、クジラをカミとして尊敬し、超自然的な存在と

見なす文化が各地で発達した。日本では近世期から、殺したクジラを供養する慣行があり、鯨墓

や鯨供養碑が残されている。 
クジラと人類の多様な関わりは地域ごとにあり、現在世界で議論されている捕鯨の有無を簡単

に片づけるわけにはいかないのではないか。とくに、人類とクジラが地球上で今後ともに生きて

いくためには、どのような考えかたが大切であるのかについて考えてみたい。 
 
 
報告２ 森田勝昭（甲南女子大学） 
「クジラ観の歴史的変遷―メディアホエールの登場」 
人類は自分たちを取り巻く自然世界に働きかけ関係をつくることで生存を確保してきた。関係

は多様だが、まず自然に直接的に働きかけ食料や生活資材を獲得するという関係があげられる。

人類は他の生物の命と引き換えに生存してきた。このもっとも基本的な自然との関係は人類がそ

の生存をやめるときまで変わらないはずだ。大小さまざまなクジラ類に対しても人類は同様の関

係をむすび、クジラの肉や脂や骨を利用してきた。 
 一方で人類は自然との間に、「自然について考える」という間接（認識）的な関係も維持してき

た。人類は、動物はもとより植物や山や海、その他あらゆる自然について考え続けてきた。とり
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わけクジラ類はその大きさとあいまって陸生生物や魚類とは異なる特長から、格好の思考の対象

でもあった。人類はクジラ類から肉を採る一方で、多様な「意味」を紡ぎだした。クジラ類を捕

獲しつつ、クジラ類を考えてきたのである。 
その「意味」はときにはクジラの再生を願う祈りとなり、ときには人知を超えた世界の神々の

イメージと重なり、また、あるときは人間と同じ感情や愛情を持つ存在となり、あるときは幸福

の物質的象徴ともなった。そして現在、クジラ類は人間を越える知的生物、あるいは神にも等し

い不可侵の存在と捉える新たな意味（ディスクール）が登場している。 
人類はいったいクジラに何を読み込んできたのか。おもに欧米と日本の比較を軸にしつつこの

問題を歴史的に概観しながら人類とクジラ類との関係を再考する。そして現在次第に大きくなり

つつある新たな「意味」、あらゆるクジラ類利用を否定するディスクールを検証してみる。 
 
 
報告３ 浜口 尚（園田学園女子大学短期大学部） 
「先住民生存捕鯨－その歴史、現況および課題について」 
本発表においては、現在国際捕鯨取締条約附表においてその権利が承認され、かつ捕鯨が実施

されている先住民生存捕鯨の 4事例を取り上げ、その歴史的経緯、現況および課題などについて

考察する。4 事例とは、①米国、アラスカ州の先住民（イヌピアット、ユピート）によるホッキ

ョククジラ捕鯨、②ロシア、チュコト自治管区の先住民（チュクチ、ユピート）によるコククジ

ラ捕鯨、③デンマーク、グリーンランドの先住民（カラーリット）によるナガスクジラ、ミンク

クジラ、ホッキョククジラ、ザトウクジラ捕鯨、④セント・ヴィンセントおよびグレナディーン

諸島国、ベクウェイ島民によるザトウクジラ捕鯨である。これらにおいては、非先住民よる捕鯨

は言うに及ばず、捕鯨船および捕鯨砲の使用、鯨産物（鯨肉・脂皮）の販売、鯨捕りへの賃金の

支払い、鯨産物の広域流通など、先住民生存捕鯨という名称から受ける印象とは異なる実態が混

在している。その現実を知ることなしに、先住民生存捕鯨について議論しても不毛に終わるであ

ろう。発表者は、捕鯨に文化的・栄養的・経済的必要性があり、かつ捕獲対象となっている鯨種

が絶滅の危機に瀕していない限り、いかなる形態の捕鯨も容認されるべきであると考えている。

先住民生存捕鯨という名の下に捕鯨に制限を加えることは、地域社会における捕鯨文化の擁護継

承にも生物資源の持続的利用にも役立たないからである。 
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