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はしがき

平成 11 年度から 13 年度における科学研究費補助金による国際学術調査「先住民による

海洋資源利用と管理」が終了した。このプロジェクトの目的は、環太平洋地域と北アメリ

カ極北地域における先住民や住民が沿岸および広域回遊性の海洋資源をどのように利用・

管理してきたかを明らかにすることであった。特に、生業と商業、先住民権と資源利用、

立法と慣習法をめぐる法的な相克、持続的な資源管理と保全、民俗知識と環境問題など先

住民の資源利用をめぐる現代的な諸問題を広域の比較調査を通して明らかにしようとした。

計画初年度は、カナダの東部極北地域(岸上伸啓)および西部極北地域、北西海岸地域（岩

崎まさみ）、ロシアのカムチャツカ半島地域（大島稔）、インドネシア(秋道智彌)、ソロ

モン諸島地域（竹川大介）、オーストラリアのトレス海峡地域(松本博之)で海洋資源の利

用と管理に関する調査を実施した。

第 2 年度と最終年度は、オーストラリア地域の先住民権（松山利夫）、ロシア・カムチ

ャツカ半島地域における海獣狩猟儀礼（谷本一之）、カナダ・ヌナヴト準州における共同

管理（大村敬一）が初年度のテーマに新たに追加され調査が実施された。

 岸上はカナダ・ヌナヴィク地域におけるシロイルカ資源の管理と海洋資源汚染の問題に

焦点を合わせた研究を行なった。岩崎はカナダ北西海岸のサケ資源と西部極北地域のシロ

イルカ資源の利用と管理に関する比較研究を行なった。大村はカナダ・ヌナヴト準州にお

ける資源管理制度に関する調査を実施した。

大島はロシア・カムチャツカ半島の先住民コリヤークのサケ資源の利用と管理について

ペレストロイカ以降の国家との関係を考慮しながら調査を行なった。アイヌ研究を行って

きた谷本は、比較を念頭に置いて同地域における海洋資源の利用と管理の実践を狩猟儀礼

に焦点を合わせて調査を実施した。

秋道は東南アジア、特にインドネシアとタイにおけるサンゴ礁資源に関する調査を実施

した。赤嶺はフィリピン南沙諸島におけるナマコ資源の採取と流通について調査を行なっ

た。竹川はソロモン諸島におけるイルカ資源の利用と管理について調査を行なった。

松本はオーストラリア・トレス海峡島民のジュゴン資源の利用と管理について調査を行

なった。そして松山はオーストラリア先住民の海洋資源や資源利用に関する諸権利に関す

る調査を行なった。

これらの調査によって得られたデータを比較した結果、高緯度地帯と低緯度地帯におけ

る海洋資源の特徴や管理、利用に大きな相違がみられることが明確に分かってきた。すく

なくとも海洋資源の利用と管理に関して生態系が異なる広域において比較調査を実施した

ことは後で詳しく述べるように新たな研究の視点を開拓するにたる成果をあげることがで

きたと確信している。

本書を 3 ヶ年にわたる現地調査の報告書として提出するが、この報告書は今後の研究の
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布石でもある点を強調しておきたい。さらに、調査の成果と関連研究に関するデータベー

スを民博のホームページにて公開するべく、準備を進めていることを指摘しておきたい。

今回の海外調査を実施する上で、現地の方々から支援をえ、無事終了することができた。

各地の調査協力者の皆様や研究者の方々に感謝する次第である。また、このプロジェクト

を裏方として支えてくれた国立民族学博物館管理部研究協力課と会計課の皆様、岸上研究

室の池上弘枝さんにもお礼を申し上げたい。

平成 14 年 2 月４日

研究代表者  岸上 伸啓

（国立民族学博物館・先端民族学研究部・助教授）
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研究経費

平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 合　計

直接経費 6,200 千円 5,000 千円 5,500 千円 16,700 千円

間接経費 1,650 千円 1,650 千円

総　　計 6,200 千円 5,000 千円 7,150 千円 18,350 千円
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研究発表（1999年４月－2002年３月）

ア．学会誌など

岸上伸啓 「先住民資源論序説：資源をめぐる人類学的研究の可能性について」『人

文論究』68 号,�pp.63-80、1999
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No.53,�National�Museum�of�Ethnology,�Osaka,�Japan)，2000

岸上伸啓 「北米北方地域における先住民による諸資源の交易について」国立民族学

博物館研究報告 25 巻 3 号,�pp.293-354、2001
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岸上伸啓 「カナダ極北地域における海洋資源をめぐる紛争」秋道智彌・岸上伸啓

編　pp.295-314『紛争の海：水産資源管理の人類学』京都：人文書院、2002

秋道智彌 「生態人類学から見たマングローブにおける所有権」『未来開拓国際ワ

ークショップ報告書（京大生態学研究センター）』pp.7-101、999

秋道智彌 「海と人類」尾本恵一ほか編�pp.3-30『海のアジア：海のパラダイム』

（岩波書店）、2000

秋道智彌 「島嶼世界と漁労文化：入漁となわばりをめぐる試論」『島嶼研究』１

号,�pp.1-14、2000

秋道智彌 「序・紛争の海」秋道智彌・岸上伸啓編　 pp.9-36.『紛争の海：水産資

源管理の人類学』京都：人文書院、2002

秋道智彌　 「オセアニアの地域史」大貫良夫・川田順造編 pp.268-309『地域の世界

史４　生態の　　地域史』山川出版社､2000

秋道智彌 「解説　海の道をたどる」村井吉敬編 pp.314-322『鶴見良行著作集８　 海

の道』みすず書房､2000

秋道智彌 「海と人類」濱下武志編 pp.3-30『海のアジア１　 海のパラダイム』岩

波書店､2000

秋道智彌 「環太平洋地域の鯨文化－－クジラは誰のものか？」『Nature

Interface』����１(2),�pp.42-45.ネイチャーインターフェイス、2001

秋道智彌 「空飛ぶ熱帯魚とグローバリゼーション」『エコソフィア』７:� 34-41，

2001

AKIMICHI,�Tomoya 　

Species-Oriented�Community-Based�Resource�Management:�A�Case　Study
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from�Small-Scale�Fisheries�in�the�Yaeyama�Islands,�Southwestern�Japan.

In� J.� R.� McGoodwin� ed.,� Understanding� the� Cultures� of� Fishing

Communities:�A�Key�to�Fisheries�Management�and�Food�Security,�FAO

Fisheries�Technical�Paper�401,�pp.�109-131,�FAO，2001

赤嶺　淳 「ダイナマイト漁に関する一視点：タカサゴ塩干魚の生産と流通をめぐっ

て『地域漁業研究』40 号巻２号,pp.81-100、2000

赤嶺　淳 「熱帯産ナマコ資源利用の多様化：フロンティア空間における特殊海産物

利用の一事例」『国立民族学博物館研究報告』25 巻１号,�pp.59-112、2000

Akamine,�Jun�“Holothurian�Exploitation�in�the�Philippines�and�Discontinuities”�Tropics

Vol4�No.4,�pp.591-607，2001

Oshima,Minoru “Element� of� Ainu� culture� found� in� those� of� Indigenous� peoples� in

Kamchatka.”�The�Proceedings�of�the�14th�International�Abasiri�Symposium,

Association�for�the�Promotion�of�Northern�Culture,�2000

大島稔 「アイヌカムチャツカ先住民の漁労文化に見る共通性」『アジア遊学』17

号,pp.74-872、2000

大島稔 「カムチャツカ先住民によるサケ資源の利用と管理」『民博通信』91 号：

pp.16-25、2000

Oshima,Minoru “Animal�Rituals�of�Indigenous�People� (Koryak)�in�Kamchatka”道立北

方民族博物館編（Hokkaido� Museum�of�Northern�Peoples(ed.)）,� The

Proceedings�of�the�15th�International�Abashiri�Symposium:�The�Ainu�and

Northern�Peoples:�with�Special�Reference�to�the�Religion,�Ritual,�Song

and�Dance（第１５回北方民族文化シンポジウム－北方諸民族文化のなか

のアイヌ文化－儀礼・信仰・芸能をめぐって－）:� pp.21-23,財団法人北

方文化振興協会、Association�for�the�Promotion�of�Northern�Cultures,

網走 Abashiri、2001

大島稔 「カムチャツカ半島における水産資源の利用と管理」秋道智彌・岸上伸啓

編　pp.189-207『紛争の海：水産資源管理の人類学』京都：人文書院、2002

岩崎まさみ 「サケ資源の減少とナムギースの人々」秋道智彌（編）pp.65-85『自然は

だれのもの』京都:�昭和堂、1999

Iwasaki,�M.�and�M.Nomoto

�“the� Ainu� on� Whales� and� Whaling”,� W.W.� Fitzhugh,ed.� pp.222-226,

Ainu:Spilit�of�a�Northern�People.�Washington,D.C.:� Arctic�Studies

Center�,�Smithonian�Institution，1999

Iwasaki,�Masami

”Whaling�Culture�in�Ayukawa”�Sponsel,� L.�ed.�Endangered� Peoples�of

Southeast�and�East�Asia.�(London:�Greenwood�Press)�pp.69-89，2000
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岩崎まさみ他 「アイヌ民民族のクジラ利用文化」『鯨研通信』406 号,� pp.10-18、2000

岩崎まさみ 「カナダ北西海岸におけるサケをめぐる対立」秋道智彌・岸上伸啓編

pp.295-314『紛争の海：水産資源管理の人類学』京都：人文書院、2002

竹川大介 印刷中「海洋民の認知地図」『核としての周辺・講座生態人類学』松井

健京都：京都大学出版会　平成１４年９月出版予定

大村敬一 「カナダ・イヌイトの環境認識からみた『資源』と『開発』：『大地』概

念の変化をめぐって」『北方の開発と環境』（第 13 回北方民族文化シン

ポジウム報告書）（北海道立北方民族博物館）、�pp.� 13-28、�2000

Omura,Keiichi Construction�of�Inuinnaqtun�(Real�Inuit-way):Self-image�and�Everyday

Practices�in�Inuit�Society.�In�H.�Stewart、�A.�Barnard�and�K.�Omura

(eds.)、�Self�and�Other�Images�of�Hunter-Gatherers�(Senri�Ethnological

Studies�No.�60).�National�Museum�of�Ethnology、�Osaka、�2001

大村敬一 「カナダ極北地域における知識をめぐる抗争」秋道智彌・岸上伸啓編

pp.149-167�『紛争の海：水産資源管理の人類学』京都：人文書院、2002

松本博之 「「かぜ」と身体―トレス海峡諸島の「ひと」と「自然」」『地理学報』

34 号,�pp.35-77、1999　　

松本博之 「トレス海峡諸島の地域生活－植民地システムと住民」　 熊谷圭知編

pp.109-130『ローカルからグローバルへ』古今書院、2000

松本博之 アラフラ海の真珠貝に関する覚書－世界資本主義システムの水面下で『地

理学報』35,pp.1-31、2001

松本博之 「トレス海峡条約」と先住の人々　窪田幸子・小山修三編 pp.35-60『多文

化国家の先住民－オーストラリア・アボリジニの現在』世界思想社、2002
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イ．口頭発表

岸上伸啓

○「カナダ・イヌイットによるシロイルカの捕獲と分配：海洋資源の利用と管理」日本民

族学会第３４回研究大会　一橋大学において、2000 年５月 20 日

○”Hunter�Support�Program�of�Nunavik,�Canada:�A�Case�study�from�Akulivik”

12th�Inuit�Studies�Conference,�University�of�Aberdeen,�Scotland.2000 年 8 月 25

日

○”Identities�of�Inuit�in�Canada:�Being�an�Inuk�and�Being�one�of�the�Inuit”

International�Conference�on�Ethnicity�and�Identity�in�the�North,�ICNSA�3,�October

12-14,�Sapporo,�Japan、2000 年 10 月 13 日

○「カナダ・イヌイットの海洋資源利用と管理をめぐる葛藤」「トランス・ボーダー・コ

ンフリクトの研究」平成１２年度第２回国際シンポジウム「紛争の海－北と南の水産資

源とその管理をめぐって」　国立民族学博物館において、2001 年１月 23 日

○”Inuit�Identities�in�Montreal,�Canada”�Fourth�International�Congress�for�Arctic

Social�Sciences�(ICASS�IV),�Quebec�City,�Canada.、2001 年 5 月 17 日

○”A�New�Form�of�Resource�Sharing�Practices�among�the�Contemporary�Nunavik�Inuit�in

Canada”�Fourth�International�Congress�for�Arctic�Social�Sciences�(ICASS�IV),�Quebec

City,�Canada.�2001 年 5 月 17 日

○「カナダ極北地域における資源・環境問題について：イヌイットの対応を中心に」　 日

本民族学会第３５回研究大会　神戸大学において、2001 年５月 20 日

○”Indigenous�Trading�and�Social�Organization�in�the�Bering�Strait�Region�in�18th�and

19th�Centuries”�平成１３年度文部科学省国際シンポジウム「北太平洋における先住民

交易と工芸」国立民族学博物館において、2001 年 10 月４日

○�”Living�as�an�Inuk�in�Montreal:�Social�Networks�and�Resource�Sharing”

Paper�read�a�session�“Boas�and�the�Beyond:�the�State�of�the�art�in�Inuit�Studies”

The�100th�AAA�Meeting�(Washington,�D.C.)、2002 年 11 月 28 日

秋道智彌

○「バリ・コネクション－インドネシアにおけるサンゴ礁資源交易の事例」�(岸上伸啓代

表「先住民による資源利用と管理」)、2000 年５月１４日

○「自然は誰のものかー２１世紀の環境学」（平成１２年度環境月間県民のつどい講演会、

名古屋市）、2000 年６月５日

○「女性と漁村開発における人類学的アプローチ」（JICA 神奈川国際水産研修センター）、

2000 年８月１１日

○「空を飛ぶ熱帯魚ーインドネシアと世界をつなぐ活魚交易」（国立民族学博物館学術講
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演会、東京都）、2000 年８月３１�日

○パネルディスカッション「私達をめぐるサンゴ礁ー特に社会、経済、文化の見地から」

（大森信、近森正、木村匡、広瀬慎美子）日本サンゴ礁学会第３回大会、東京都、2000

年９月２３日 �

○「Lumput�Laut�養殖と環境保全ーインドネシア・北スラウェシ州ナイン島の事例」（秋

道智彌代表「アジアにおける環境保全と生態史の人類学的研究」）、2000 年１０月４日

○「クジラとヒトの関係における言説と体験ー人類学の立場から」（勇魚会 2000 年度鯨類

連絡会シンポジウム「クジラとヒトーその多様な関係」京都市）、2000 年１０月２１日

○「海の民俗学ー海人の知恵に学ぶ」（平成１２年度日本海学講座、富山市）、2000 年１

１月１１日

○「基調報告」『紛争の海ー水産資源管理の北と南』トランス・ボーダー・コンフリクト

の研究平成１２年度国際シンポジウム、2001 年１月２３日

○「共同体資源管理とグローバル現象について」（駒ヶ根青年海外協力隊訓練所講義、駒

ヶ根市）、2001 年１月２５日

○「海を守るー地域からのメッセージ」（海洋環境国際共同研究事業国連大学・東京大学・

岩手県、釜石市）、2001 年 10 月 21 日

○「アジアにおけるエコ・コモンズの視点から」（コメント）『国際ワークショップ：境

界を問うーアジアの自然保護と地域住民』（国立民族学博物館地域研究企画交流センタ

ー、国立民族学博物館、2001 年 12 月 17 日

○「アジア・モンスーン地域の渚と人々の暮らしー海洋民族学から泡瀬干潟を考える」（泡

瀬干潟を守る会連絡課員・南伊豆海洋生物研究会、沖縄市）、2002 年１月 12 日

岩崎まさみ

○「イヌビアロウイットの漁業資源共同管理の試み」日本カナダ学会第２５回年次研究大

会、2000 年９月

○「カナダ・イヌビアロウイットによる Co-management：ＦＪＭＣのケース」日本民族学会

第３５回研究大会、2001 年５月

大村敬一

○「イヌイト社会における『伝統』と『日常』の誕生：『資源』としての『本質主義』」1999

年度第 3 回日本民族学会関東地区研究懇談会（昭和女子大学）、1999 年 11 月 27 日

○「『伝統的な生態学的知識』と『科学的な生態学的知識』の虚実：『戦術』のイデオロギ

ーと『戦略』のイデオロギー」「トランス・ボーダー・コンフリクト」シンポジウム「紛

争の海」（国立民族学博物館）、2001 年 1 月 23 日



IX

ウ．出版物

G.W.�Wenzel,�Hovelsurud-Broda�and�N.�Kishigami�(eds)

“The� Socisl� Economy� of� Sharing:� Resource� Allocation� and� Modern

Hunter-Gatherers.”国立民族学博物館 Senri�Ethnological�Studies.　No.53，

2000

秋道智彌・岸上伸啓編　　『紛争の海：水産資源管理の人類学』京都：人文書院、2002 年

２月

秋道智彌 『なわばりの文化史：海・山・川の資源と民俗社会』東京：小学館、1999

谷本一之 『アイヌ絵を聴く：変容の民族音楽誌』札幌：北海道大学図書刊行会、2000



X

調査日程

［平成１１年度］

1999.7.25～9.7. オーストラリアクインズランド州ブリスベン・タウンズヴィ

ル・ケアンズ・木曜島、ニューサウスウェルズ州シドニー（松

本博之）

ジュゴンに関する行政・統計資料の収集とジュゴンの狩猟と分

配に関する調査

1999.8.4.～8.31. カナダ国ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー島（岩崎

まさみ）

サケ資源の利用と管理に関する聞き取り

カナダ国アルバータ州（岩崎まさみ）

ＦＪＭＣの定期会議にオブザーバー参加

イヌビックで、シロイルカの利用と管理に関する現地調査（岩

崎まさみ）

1999.8.7.～9.30. 米国アンカレッジ、ロシア連邦アプカ村およびアチャイヴァチ

ャーム村（大島稔）

アザラシ猟とサケを中心とする漁労活動に関する参与観察と聞

き取り調査

1999.9.13.～9.21 カナダ国イヌビック（岩崎まさみ）

「ボーフォート海２０００」にオブザーバー参加

タクトヤクタックでシロイルカの利用と管理に関する調査（岩

崎まさみ）

1999.9.19～11.12. カナダ国クージュアック村とアクリィヴィク村(岸上伸啓)

イヌイットの海洋資源の利用と管理に関する調査。

1999.12.17.�～12.22. 米国ワシントンＤＣ（岸上伸啓）

スミソニアン協会立自然博物館極北研究センターにて海洋資源

利用に関する調査

2001.1.30～3.10. ソロモン諸島（竹川大介）

ソロモン諸島海洋民の資源利用と管理・マライタ島ファナレイ

村における伝統的イルカ漁の調査

2001.3.12.～3.28. インドネシア国バリ島デンパサール（秋道智彌）

ウミガメの流通に関する調査、マングローブ林の資源利用に関

する調査

［平成１２年度］

2000.8.22.～10.8. 英国（アバデーン、ロンドン）およびアクリヴィク村（カナダ）



XI

（岸上伸啓）

イヌイットの海洋資源の利用と管理に関する調査

2000.7.26.～8.28. オーストラリア・クインズランド州、トレス海峡諸島（松本博

之）

トレス海峡諸島民の海洋資源利用と管理調査オーストラリア・

クインズランド州、トレス海峡諸島の商業的漁業と漁業調整規

則に関する調査

2000.8.20.～9.4. カナダ国アルバーター州（岩崎まさみ）

ＦＪＭＣの定期会議にオブザーバー参加

イヌビックでシロイルカ資源の調査（岩崎まさみ）

ＢＣ州バンクーバー島で聞き取り調査（岩崎まさみ）

2000.9.22.～10.10. ロシア連邦カムチャッカ州ペトロパブロフスク・パハチ・アチ

ャバヤン（谷本一之）

コリヤークの海洋資源捕獲にかかわる口承伝承と儀礼の調査

2000.10.29.～11.13. カナダ国オタワ、ヌナヴト準州のイカルイト（大村敬一）

海洋資源に関するイヌイトの「伝統的な生態学的知識」と共同

体基盤型の資源管理に関する調査

2000.10.26.～12.7. オーストラリア連邦キャピタル・テリトリーのキャンベラ、お

よびノーザンテリトリー（松山利夫）

クローカー島民による海域囲い込みに関する調査．

2000.10.29.～11.13. カナダ国オタワ、イカルイト（大村敬一）

カナダ・ヌナヴト準州における海洋資源の共同管理の実態に関

する調査

2000.12.29.～2001.1.4. シンガポール（秋道智彌）

活魚の消費に関する調査

2001.3.12.～3.28. インドネシアバリ島デンパサール（秋道智彌）

ウミガメ利用と流通に関する調査

［平成１３年度］

2001.5.13.～5.19. カナダ（モントリオール、ケベック）のマクギル大学およびラ

バル大学(岸上伸啓)

海洋資源の利用と管理に関する調査

2001.5.21.～6.9. ロシア連邦カムチャッカ州ヴィビンカ村およびアチャヤバン村

（谷本一之）

海洋資源にかかわる海獣送りの儀礼に関する調査

2001.5.21.～6.2. ロシア連邦カムチャッカ州ペトロパブロフスク市およびアナヴ

ガイ村（大島稔）



XII

サケ・マス資源の利用に関する調査

2001.9.9.～9.27. フィリッピン共和国マニラ・プエルトプリンセサ・ダバオ、香

港（赤嶺淳）

ナマコなど特殊海産物の流通に関する調査

2001.10.26.～12.7. オーストラリア連邦キャピタル・テリトリーのキャンベラ、ノ

ーザンテリトリーのダーウイン、およびニューサウスウエール

ズ州モリー（ブーベラ・ラグーン）（松山利夫）

クローカー島民による海域囲い込みと、先住民ガミラロイによ

るブーベラ・ラグーンにおける内水面の資源利用と管理に関す

る調査．

2001.11.27.～12.９. 米国（ワシントン）の米国人類学会およびカナダ（モントリオ

ール）のマクギル大学（岸上伸啓）

シロイルカ資源の利用と管理に関する調査

2001.12.1.～12.23. カナダ国ヌナヴト準州ペリーベイ村、北西準州政府機関および

アルバータ大学（大村敬一）

海洋資源に関するイヌイトの「伝統的な生態学的知識」と共同

体基盤型の資源管理に関する調査

2001.12.28.～2002.1.3. タイ国南部プーケット（秋道智彌）

サンゴ礁魚類の養殖と輸出に関する調査。

2001.12.～12.12． カナダ国北西準州タクトヤクタク村、BC 州バーナビー市、アル

バータ州エドモントン市（岩崎まさみ）

海洋資源（サケとシロイルカ）管理に関する聞き取り調査

2002.1.23.～3.1. バヌアツ共和国ポートビラ地域（竹川大介）

海洋資源の利用と伝統漁法に関する調査


