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政策手段(事業)名 海洋水産資源開発費補助 政策手段所管課名 水産庁遠洋課

金のうち

鯨類調査捕獲事業

政 (1)目的 （１）１９８２年のＩＷＣ（国際捕鯨委員会）で反捕鯨国の数の力で採択された捕

策 鯨一時停止（モラトリアム）により，我が国の捕鯨は１９８８年３月をもって

手 中断を余儀なくされた。

段 しかしながらモラトリアム決定の付帯条件として，捕鯨の包括的資源評

の 価を実施するとともに新しい資源管理方式（改訂管理方式）を開発し，１９

概 ９０年までにモラトリアムを見直すこととなっていた。

要 （２）反捕鯨国が多数を占めるＩＷＣでは現在モラトリアム見直しのための科学

的作業は進められているものの，反捕鯨国の捕鯨再開阻止の姿勢は依然

として強く，より充実した調査に基づく科学的根拠を持ってこれに対応して

いく必要がある。

（３）捕獲調査については，我が国の主張を裏打ちする情報が収集されつつ

あるが反捕鯨国側はこれに対する疑問点を次々と提示し，捕鯨再開には

これらの疑問点の解決が必要であるため，今後とも捕獲調査を継続する

必要がある。

(2)内容 （施策の対象）

交付先：財団法人 日本鯨類研究所

適切な鯨類資源管理方式の開発により商業捕鯨の早期再開を図るため

に、鯨類捕獲調査を通じて必要な科学的情報の収集を図る。

(3)達成目標 商業捕鯨モラトリアムの撤回による商業捕鯨の再開及び適切な鯨類資源管

理の実施

政策目標との関連 政策分野名 指標名 目標値 実績値 達成度及び

(目標年度) 達成ランク

国際的な水 ①国際機関 ①管 理 対 象 ①７０種 A

産資源の管 による資源 魚 種 の 維

理と利用 管理対象魚 持・増大

種数

②漁業協定 ②協 定 数 の ②４８協定 Ｃ

数 維 持 ・増

大
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【事業内容】事業効果と政策目

標との関係（概念

・鯨類資源管理に有用な生物学的情報及び鯨類図）

の捕食に関する情報を収集するための致死的調

査（捕獲調査）

・鯨類の資源状況を把握するための非致死的調

査（目視調査、バイオプシーサンプリング、標識

装着等）

・海洋環境調査

・得られた情報の分析及びIWC等への結果報告

・得られた結果の国内外への広報

【事業効果】

・鯨類の持続的利用に対する国内外の支持増大

・IWCにおける支持票の増大

・CITES、FAOにおける鯨類の持続的利用支持国

の増大

【政策目標】

国際的な資源管理のために必要な体制の構築及びその適切な運営

等につき積極的な貢献を行うとともに、公海及び外国水域における水

、我が国と多国間との漁産資源の適切な保存及び管理を図りつつ

業関係の維持・促進に貢献し、漁業協定の維持・増大について寄

与・促進する。

、我が国と多国間と水産資源の適切な保存及び管理を図りつつ

の漁業関係の維持・促進に貢献し、漁業協定の維持・増大につい

て寄与・促進する。

事業予算等の推移 14年度 15年度 16年度

（直近３カ年） 予算額 540,933千円 540,933千円 540,933千円

(執行額) （512,565） （512,565） （537,782）

地区数 － － －

事業の効 ○南太平洋サンクチュアリーを設定する附表修正提案に対

率性を示 する反対票の推移：

す指標の 第５２回１１カ国、第５３回１４カ国、第５４回１６カ国、第５５回

推移 １５カ国、第５６回２６カ国

（何れもサンクチュアリー設定提案は否決）
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○日本の沿岸小型捕鯨４地域に対するミンク鯨１００頭（第５

５回までは５０頭）の捕獲枠を認める附表修正案の賛成国の

推移

第５２回ＩＷＣ１２カ国、第５３回１６カ国、第５４回２０カ国 、

第５５回２０カ国、第５６回２４カ国

事業のこれまでの 調査で得られた情報は、分析の後、毎年IWCに報告されており、反捕鯨国

具体的成果 を含む多くのIWCメンバー国の研究者から高い評価を得ている。具体的な成

果としては以下が挙げられる。

○1970年代末まで若齢化した南氷洋のミンク鯨の成熟年齢が1980年代

以降は停止し、加入も減少していることが判明。

○南氷洋では、胃内容物重量、脂皮厚等の結果から、特にインド洋側

（Ⅳ区）でミンク鯨の摂餌環境が悪化していることが推測。

○ヒゲ鯨による補食がナンキョクオキアミ資源に与える影響は小さく

ないことが判明。

○南氷洋においてザトウ鯨及びナガス鯨資源に増加傾向がみられる。

○北西太平洋において鯨類と漁業の競合が著しいことが推測。

○南氷洋及び北西太平洋の調査海域におけるミンク鯨の系群構造につ

いてほぼ解明。

また、鯨類の持続的利用、すなわち科学的根拠に基づく商業捕鯨の再開を

支持する国は確実に増加しており、例えば、平成１６年のIWCでは我が国の

提案を支持した国の数は過去最高となった（最大２４カ国の支持）。

(1)必要性 ① 公益性

評 我が国では古来より鯨を利用しており、一部の地域では捕鯨業及び関連

産業に重度に依存しているほか、独自の食文化・伝統を有してきた。しかしな

価 がら、IWC商業捕鯨モラトリアムにより捕鯨業の一時停止を余儀なくされてお

り、当該地域では経済的に疲弊し、また、文化・伝統の維持が困難となって

結 おり、商業捕鯨の早期再開が必要となっている。また、近年の急激な世界人

口増加に伴い、鯨を含む海洋生物資源の持続的利用が将来の食料問題の

果 解決に不可欠となっており、鯨を含む海洋生物資源の包括的な資源管理の

開発が急務となっている。

本事業は、商業捕鯨再開に必要な科学的情報を収集し、ＩＷＣに提出する

ために南氷洋及び北西太平洋において捕獲調査を行うものであり、限りある

海洋資源の持続的利用と管理の推進という観点から 公益性を有するもの、

である。

商業捕鯨の早期再開は日本政府の基本方針となっており、調査捕鯨により

得られた科学的情報を国際捕鯨委員会に対して提供し続けることが不可欠

となっている。

② 官民の役割分担

商業捕鯨再開にあたっては、国際捕鯨取締条約（ＩＣＲＷ）に則った適切な

管理体制の下で持続的な捕鯨を行うことが重要である。そのため、商業捕鯨

の再開のみならずかかる管理体制の構築に向けて我が国は積極的にＩＷＣ
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に参加しているところであり、ＩＷＣでの議論に必要な科学的情報の収集のた

めに、ＩＣＲＷの規定の下で政府の許可により実施されている本件調査事業

への政府の関与は不可欠となっている。

③ 国と地方の役割分担

本件は捕鯨問題という国際的な問題への対応の一環であり、主に国レベ

ルで対応することが適切である。

④ 緊要性の有無

ＩＷＣにおいて適切な科学的情報を提供し、反捕鯨国等の根拠の希薄な仮

説を論駁していくためには、毎年、最新かつ正確な調査結果と様々なデータ

を収集し、ＩＷＣに提出していく必要がある。

⑤ 他の類似施策

鯨類の捕獲により鯨類の生物学的データを収集する調査事業は他の施策

では行っていない。

⑥ 社会情勢の変化を受けた、廃止、休止の可否

近年、本件調査により得られた成果や科学的情報により、国内外において

鯨類の持続的利用に対する理解は広がってきている。また、ＩＷＣのみならず

ＦＡＯ等の他の国際機関にも本件調査の結果やデータを提供し、科学的見地

から捕鯨問題の解決に努めているところである。したがって、科学的根拠に

基づく鯨類の持続的利用の重要性を訴え、商業捕鯨の早期解決を図るため

には、今後とも継続して鯨類の科学情報の収集を行う必要があり、現状で

は、社会情勢の変化により本事業を廃止、休止することは想定されない。な

お、鯨類の捕獲調査を実施しているのは我が国のみとなっており、本調査が

廃止された場合、大型鯨類に関する生物学的データの収集が皆無となり、こ

れら資源の持続的利用が図れなくなるおそれがある。

(2)有効性 ①これまで達成された効果、今後見込まれる効果

反捕鯨国が多数を占めるＩＷＣにおいて、我が国が提供した調査結果、デ

ータにより、議題によっては、約半分の票を集めることができるようになった。

今後は我が国側の票が過半数を超える事が期待される。

②効果の発現が見込まれる時期

毎年開催されるＩＷＣにおいて我が国を支持する票が増える傾向にある。し

かしながら、商業捕鯨再開（規制措置修正に必要な３／４以上の得票）には、

引き続き科学的根拠に基づく正当性の主張が不可欠であり、これまで以上に

効率的かつ戦略的な広報活動等を展開していく必要がある。いずれにして

も、我が国の主張の根幹をなすものが科学的正当性であり、これをより強固

にしていくためにも引き続き事業を継続していく必要がある。

(3)効率性 ①手段の妥当性

南氷洋及び北西太平洋において科学者等が乗船した調査母船、目視採

集船を使用し、科学的目的のために設定された調査方法、捕獲枠の下で鯨

を捕獲し、生物学的データを収集・分析を行い、収集・分析された調査結果と

様々なデータはＩＷＣ等の国際機関に提出され、商業捕鯨モラトリアムの撤回

を含む適切な鯨類資源管理体制の構築の検討に供されることとなっている。
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日本鯨類研究所は、鯨類に関する広範な知見を有する研究者を多数有し

ており、また、極めて特殊な調査環境である南極海における専門的な調査実

績を有する調査機関は日本鯨類研究所以外には存在しない。したがって、施

策の目的に対して適正な手段となっていると言える。

②効果とコストの関係に関する分析

本件調査で得られた科学的情報により、科学的根拠による鯨類資源の持

続的利用に対する国際的な理解が広まり、ＩＷＣ等の国際会議において我が

国と共同歩調をとる国の数も増加している。

鯨類の捕獲調査で得られた成果により、資源的に健全な鯨類については

科学的根拠に基づく持続的利用の可能性が証明され、商業捕鯨の早期再開

に寄与する。これにより捕鯨産業及び関連産業の活性化がなされる。 ま

た、調査計画の策定にあたって各国の鯨類科学者の意見を聴取しており、本

件調査は極めて精度の高い調査となっており、得られた調査結果やデータは

ＩＷＣにおける鯨類資源管理目的の使用のみならず、他の漁業管理、海洋生

態系の解明等に関連した重要な情報を提供するものと評価されている。

(4)その他 得られた調査成果については、毎年、IWC科学委員会に報告するほか、関

( ､ ) 連国際機関においても紹介するとともに、日本鯨類研究所のホームページへ公 正 性 優 先 性 等

の掲載、パンフレットの作成、講演会の開催等を通じて国内外に広く広報さ

れている。

政策手段の改善の 南極海の捕獲調査については、平成１６年度で調査計画を終了したが、鯨

必要性、その内容 類に関する科学的情報の充実を図り、商業捕鯨の早期再開をめざすととも

及びその理由 に、より適切な管理手法を開発するために、調査内容を拡充した第２期調査

を実施する必要がある。

政策評価総括組織 （１）必要性

（企画評価課長） 我が国において、伝統的な食文化・産業である捕鯨及び関連産業の再開

の所見 を目指すことに加え、世界的な食料需要の増大に備え、鯨を含む海洋生物

資源の包括的な資源管理を行う必要がある。

このことを踏まえ、ＩＷＣ商業捕鯨モラトリアムの見直しに資することを目的

とし、ＩＷＣでの議論に供する科学的なデータを得るために、調査捕鯨を行う

本事業の必要性は認められる。

（２）有効性

ＩＷＣにおける課題に対して、調査に基づいた科学的分析を行っており、ＩＷ

Ｃ科学委員会でも高く評価されていることに加え、我が国の主張を支持する

国の数は過去５年で倍増した結果、約半数の国が我が国に賛同するなど、

一定の有効性は認められる。

しかし、商業捕鯨モラトリアム撤回に必要な得票率3/4に依然達しておら

ず、我が国の世論においても反対する割合が一定数存在することを踏まえ、

今後更なる科学的な知見を積み重ねるとともに、国内外への広報を有効的・
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戦略的に行うなど、有効性の改善が必要である。

（３）効率性

鯨類に関する広範な知見を有する日本鯨類研究所において調査を行って

おり、一定の効率性は認められる。

しかしながら、今後の科学的調査の必要性に応じて調査数を増加させる

可能性があることを踏まえ、予算が限られている中でより一層効率的に事業

を実施するなど効率性の改善が必要である。

（４）総括意見

【有効性及び効率性の改善が必要】

商業捕鯨の再開へ向け、国際条約に基づく調査捕鯨を行う本事業には必

要性は認められる。

しかしながら、未だ賛成票が半数に過ぎず、商業捕鯨再開に必要な得票

率3/4へ及ばないことから、今後、さらに科学的な調査結果を効率的に積み

重ねるとともに、国内外への広報を有効的・戦略的に行うなど、有効性及び

効率性の改善が必要である。


