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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

岸上伸啓

（国立民族学博物館）

（１）はじめに

　人類の人口はこれまで増加を続けてきた。その一方で、人類が生きていくために利用し

なければならない地球上の多くの資源は有限である。すでに資源の中には枯渇化してしま

ったものもある。資源問題は、現在の人類が直面している難問題のひとつである。

　1998-1999 年の『世界の資源と環境』（世界銀行ほか共編）によると、地球規模での森

林消失と劣化、水不足、淡水生態系（湖沼や河川、湿地など）や珊瑚礁の危機が指摘され

ている。これらの環境・資源問題は、地球環境の悪化のみならず、それらに依存して生活

を営んでいる人々の生活様式の崩壊につながる。特に、世界の周縁部の環境と資源に依存

しながら生活を営んできた先住諸民族の生活への影響は大きい。

　人口の増加はいわゆる発展途上国で起こっており、食糧資源の不足など深刻な状況下に

ある。一方、資源の多くは発展途上国がひしめきあう世界の周縁地域にあり、それを開発

し、利用するのは第一世界の国々である傾向が顕著にみられる。発展途上国の人々や第四

世界の人々は資源開発から恩恵を受けることは少なく、むしろ資源の枯渇化や開発から被

害を受けることが多い(Gunder�Frank�1967;Murphy�and�Steward�1955;�Pretes�1988;�Fisher

2000;�Picchi�2000)。

　とくに歴史的に生み出されてきた少数民族ないしは「周辺民族」は生きるために換金で

きる資源を最大限に採取することを行ったり、それが不可能な場合には、生きるために現

金収入をもとめて他所に出稼ぎに出たり、移住してきた（清水　 1998:53-54）。資源開発

や資源利用、資源管理は周辺諸民族の人々の生活と深くかかわっており、資源とそれらの

人々との問題は、きわめて現代的な研究テーマであるといえる(例えば、大塚柳太郎編

1994）。

　ここでは、資源にかかわる人類学的研究の可能性を探るための問題提起を行ってみたい。

（２）「資源」と「先住民族」

　資源と先住民（族）の用語について説明をしておきたい。

　石炭、鉄、石油、木材、稲、綿、魚などは一般に資源と見なされている。資源であるか

どうかは、人間の欲望を充足する効用があるか、ないかによって決定される（石光

1969:40）。

　資源の中でも、「土地、水、鉱物、野生生物のように人工的に再生産することが不可能
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で、かつそれぞれに固有の機能や効用が資源生産物をとおして人間の欲望充足に役立つも

のを天然資源という」（石光　1969:40）。天然資源はさらに、再生（更新）資源と非再生

（非更新）資源へと分けられる。前者は魚や森林をさし、後者は石油や石炭などである。

　また、資源は天然資源と人的資源からなるという見方も存在している(Cain� 1977:284）。

後者は人間そのもの（人口数や知識）およびその文化（道具や社会制度）からなるという。

　ここでは資源をできるだけ広義で取り扱い、人類や人間集団が「ある目的に利用するも

とになる物資や人材」（『新字源』）、動植物、情報、知識としておきたい。

　資源、特に天然資源にはいくつかの特徴がある。例えばクジラは本来的にだれの所有物

でもないため、だれがとってもかつては問題とはならなかった。そしてクジラの油や髭

(Baleen)は 19 世紀のヨーロッパにおいては重要な産業用原料であったが、20 世紀の末に

はそれは石油の利用によって取って代わられ、現在では産業用の資源とは見なされていな

い。このように資源には、人間にとって無主的な存在、その有用性や経済的な価値は文化

や歴史によって規定されることなどの特徴がある（秋道　 1997）。したがって、社会経済

的な条件、歴史性、地域性を抜きに資源を論じることはできない。

　先住民（族）という用語は、アフリカや東南アジアでは歴史的に人々が移動や混交し重

層化してきたため、だれが先住民であるかを規定することがきわめて困難であるため、使

用することが不適切である場合が多い。私自身の研究対象が北米の先住民イヌイットであ

ったために先住民族を使っているが、正確には少数民族や周辺民族、広義には地域住民（現

地人）という言い方が適切である。しかしここでは、当該の土地に古くから住んでいる人々

と言う意味で先住民（族）を使わせていただいたい。

（３）資源と人類学

　経済がグローバル化した現代世界において先住民は資源利用、開発、管理の問題と深く

かかわっている。ここでは先住民の資源利用が直面している事例を紹介する。

３－１　カナダ西海岸のサケの事例

　北アメリカ北西海岸地域にはサケ漁を生業とし、独自の文化を形成してきた先住民がい

る。その一つが、アラートベイに住むクワクワカワクの人たちである。カナダでは 1990

年の「スパロー・ケース」裁判の判決によって、先住民族の漁業権は資源保護についで重

要であり、商業漁業やスポーツ・フィッシングよりも優先されることになった。しかし、

現在、彼らは深刻なサケ資源の減少の問題に直面しており、サケ資源を十分に利用できな

い状況にある。

　この地域でサケ資源が減少した原因について３つの要因が考えられている（岩崎　 1999)。

　1870 年代から非先住民によるサケ缶詰業が栄え、サケの乱獲を招いた。特に 1900 年代

からは州政府がサケの商業漁業を支援したため、サケの乱獲が生じた。

　第二に 1908 年に材木会社がこの地域に進出した。彼らは河川地帯で森林伐採し、それ
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を工場に運び、加工してから出荷した。この結果、川底が掘り返され、サケの産卵場所が

なくなってしまった。

　第三にカナダ連邦政府漁業省の資源管理方法の欠陥が指摘されている。商業漁業ではサ

ケのストックの区別なしに海で一括して捕獲する方法が採用された。この漁業方法が資源

の管理を不可能にさせた。

　この地域の問題は、非先住民の企業や国家によって生み出されたものであり、資源の管

理に失敗した事例である。サケを基盤として生活を営んできた先住民族にとってサケの捕

獲、利用、それにかかわる儀礼の実施は民族文化の存否にかかわる一大事である。

　

３－２　フィリピンの森林の事例

　森林消失が森林に住む狩猟採集民へ悪影響を及ぼした事例としてフィリピンのルソン島

を取り上げてみたい（葉山�1999）。

��山地に草原が広がるフィリピンは、森林荒廃国のひとつに数えられている。フィリピン

がスペイン領からアメリカ領へと変更になった 19 世紀末に名目的ではあったが森林が国

有化された。そして 20 世紀に入り国有林の開発が進み、第二次世界大戦後の木材伐採ブ

ームが森林破壊を生み出し、森林に住む狩猟採集民の生活基盤を脅かしてきた。

　ルソン島のシエラ・マドレ山脈の森林資源を調査した葉山アツコは、そのプロセスを次

のように報告している。森林が伐採された跡地は政府や企業によって管理されるわけでは

なく放置され、零細農民や土地無しの人々が開墾する場となった。「かれらは伐採跡地の

残存木を伐り払い、火入れ開墾し、自給自足の陸稲栽培を行った。いったん開墾した休耕

地にはすぐに雑草が繁茂する。除草が負担になると、かれらは休耕地を放棄し、他の伐採

跡地に移動し、そこを新たに開墾するということを繰り返した」（葉山　 1999:169）。こ

のようなプロセスを経て森林の消失と草地化が進行してきたのであった。

　この過程で、森林を生活基盤としていた狩猟採集民ドゥマガットは森林開墾の余波をう

けて山地へと移住を余儀なくされ、商業伐採がかれらをさらに奥地へと追いやった。葉山

の調査地では森林は複数の集団によって重層的に利用され、利用者集団間の力関係には違

いが見られた。その中で政治経済的に力が弱いが、これまでもっとも森林と密接な関係を

持って生活を営んできた狩猟採集民ドゥマガットが森林の減少から最大の損失を被ったと

いう（葉山　1999:181）。

　現在、この悪状況を打開すべく、NGO（非政府組織）がドゥマガット、平地民、国家と

いう森林をめぐって競合する利害関係にある三者の調停に乗り出している。森林は、二酸

化炭素を吸収し、酸素を作り出すという人類の生存に不可欠な役割を果たしている。森林

の破壊や劣化、保全は一民族や一国家だけの問題だけ無く、地球全体に関わる資源・環境

問題である。

３－３　南沙諸島のダイナマイト漁
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　フィリピンの南西部の漁民は、群をつくる習性のあるタカサゴ（フエダイ科）を捕獲す

るときに爆薬を用いたダイナマイト漁を行っている（赤嶺　 1999、2000）。この漁法は網

漁に比べ、経費がかからないため資本のない漁民にとって採用されている。

　ダイナマイト漁は珊瑚礁を破壊するのみならず、珊瑚礁で育成する稚魚も殺してしまい、

環境破壊と資源の減少を結果すると指摘されてきた。政府や環境保護団体の立場からする

と、禁止されるべき漁法のひとつである。

　しかしこの問題を周辺民族や貧民の立場を考慮に入れて考えれば、話しは外部の人が考

えるほど単純ではない。漁民は魚をとり、干魚にし、ミンダナオ島へ売ることによって生

活を維持している。この干魚はミンダナオ島の内陸部にある大規模な外資系農園（海外輸

出用のバナナ、パイナップル、ココヤシの栽培農園）で働く貧しい農民労働者の蛋白質や

塩分の補給源として無くてはならない食料源である。すなわち魚を捕る者も、消費する者

も政治経済的な弱者であり、ダイナマイト漁の禁止は彼らの生活を直撃するのである。

　ダイナマイト漁を生産、流通、消費の連鎖の中で捉えると、「爆破されたサンゴの代償

として、漁民の生活が成り立ち、安い干魚の恩恵にあずかる農民がいる。外貨を稼ぐのは、

干魚を常食とする農民である」（赤嶺　 1999）と言うことができる。ダイナマイト漁の禁

止によるサンゴの保全は、この連鎖上の人々の生活の問題を抜きには解決できないことが

分かる。

３－４　クジラ（商業捕鯨と小規模捕鯨）の事例

　現在、自然保護のシンボル的な存在であるクジラを資源として捕獲、利用することは先

住民やその他の人々にとって困難な状況にある。

　クジラ資源の減少のため、アラスカ、カナダ、グリーンランドの先住民はかつてのよう

な捕鯨を行うことができなくなったうえに、国際協定に基づき捕獲頭数制限を課せられて

いる。また、1982 年に国際捕鯨委員会�(International� Whaling�Commission)は 1990 年

まで商業捕鯨の一時的全面禁止を実施した。この事件は日本の母船式捕鯨のみならず、小

規模捕鯨に大きな影響を及ぼした。

　ここではクジラ資源減少の経緯をたどってみたい（秋道　 1999:192-194）。

　17 世紀から 18 世紀にかけてオランダ、イギリス、北欧諸国による捕鯨が北極海で開始

された。対象はホッキョククジラやコククジラであったが、略奪的な捕鯨であり、資源が

枯渇すると、狩猟場をグリーンランド、カナダのデービス海峡へと移行した。アメリカも

捕鯨を始め、18 世紀の末には太平洋、インド洋へと捕鯨（対象はマッコウクジラとセミ

クジラ）の領域が広がっていった。さらに 19 世紀の末にはシロナガスクジラを対象とす

るノルウェー式の近代捕鯨が南氷洋で始まった。

　1925 年以降はノルウェー、イギリス、日本、アメリカ、ドイツ、デンマークが南氷洋

で母船式の捕鯨を開始した。1930 年代にユニリーバ社が鯨油の価格暴落をおそれて、鯨

油の買い取りを中止したため、捕鯨業者は生産の縮小を実施した。これは一種の自主的な
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捕獲制限であった。

　1946 年には国際捕鯨委員会が設置され、1948 年からシロナガスクジラを基準として年

間総頭数 16000 頭を最上限としてどの種類のクジラでも捕獲することができるというオリ

ンピック方式が採用された。しかしこの制限は資源の減少の歯止めにはならなかった。

　1960 年代からは欧米諸国の大半が商業捕鯨から撤退し、1970 年代初頭には米国が捕鯨

に反対する立場をとるに至った。

　捕鯨にたいする国際世論の圧力は強く、捕鯨の禁止や制限は科学的な根拠に基づく理由

というよりは、国際政治によって左右されていると言っても過言ではない（大曲�2002）。

クジラを食料資源とみなすか、鑑賞・観光資源とみなすかは価値観の対立を表している。

大曲はアメリカはクジラ資源を水産資源ではなく、政治資源として利用していると指摘し

ている（大曲�2002）。

　クジラの減少は国家間の取り決めによる資源管理が失敗した例であるといえる。捕鯨国

や捕鯨を行う先住諸民族や小規模捕鯨者にとってクジラ資源の減少や捕鯨の禁止は社会文

化的な影響は計り知れないものがあるといえよう（例えば、Freeman� et�al�1998;�Freeman

ed.�1989)。

３－５　先住民による資源管理

��先住民が資源管理をしてきたという事例がいくつか報告されている。岡田敦子は、「サ

ケ・マス文化」の特徴はサケ類の生態を熟知し、その結果として省エネ漁法やサケ資源を

無駄にしない有効利用、資源保護が行われてきたことであると指摘している。事例として

次のように述べている。

「沙流川（北海道日高）のアイヌの人たちは、１０月末までは

　暗くなってから無灯火でサケを捕り、その後１１月末までは、

　昼に捕り、１２月初め薄氷が川を流れるようになると、夜に

　松明を点けて捕ることが許された（泉　 1952 など）。初めは、

　川上の産卵場に多くのサケを遡上させる配慮をし、しだいに

　人が捕る量を増やしていったものであり、孵化放流のような

　積極的な生産ではないが、儀礼、規制、禁忌などが消極的な

　生産として、サケ類の資源保護に役立っていたことは否定で

　きない」（岡田　1999:192-193）。

このようなアイヌの人々の実践が資源の保全を目的として制度化されたのかどうかは実証

できないが、アイヌの人たちは結果としてサケの捕りすぎを防ぐような社会経済制度を持

っていたと言うことはできよう（注１）。ロシア、カムチャッカ半島における先住民コリ

ヤークによるサケ資源の管理は科学的な意味では存在していないか、結果として資源を管

理し、再生・再利用が可能になるような漁労がいくつか観察されている（大島 2002）。

　カナダのケベック州北部に住むクリーの生業活動や民俗知識を研究してきたフェイトは、
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クリーにはビーバーやムースなどの資源を保全させる「家族狩猟テリトリー・システム」

(family�hunting�territory�system)という経済・社会制度が存在してきたことを指摘し

ている(Feit�1978;�1982;�1991)（注２）。クリーは、毎年、いくつかの家族が集まって狩

猟集団を形成し、狩猟場へ出かけた。この集団は生産、分配、消費およびキャンプの単位

であった。ひとつの狩猟集団は特定のテリトリーで狩猟やワナ猟に従事し、その狩猟集団

の中心人物はあたかもそのテリトリーを所有しているかのように見るが、フェイトによる

と特定の人物が特定のテリトリーを管理しているのは事実であるが、所有しているのでは

ないと言う(Feit�1982:368)。特定のワナ猟師とその家族が特定のテリトリーを独占的、

排他的に利用しているのではなく、狩猟集団の中心人物はそのテリトリーの動物資源を管

理し、利用する権利と義務を持つ人間であった。特定のテリトリーを利用するハンターの

構成は、だれがそのテリトリーの管理者のもとに集まって狩猟集団を形成するかによって

決まり、毎年毎年、変化していた。テリトリーの管理者自身も年によっては別の管理者の

テリトリーで一冬を過ごすこともあった。クリーのワナ猟師たちは特定のテリトリーの資

源が枯渇しないように、年毎にローテーションを組んで複数のテリトリーを利用していた。

フェイトは、このシステムは特定の地域の動物資源の枯渇化を防止し、資源を管理する機

能があったと主張している(Feit�1982:368)。

　ここで取り上げた事例以外にも、カナダのケベック州北部でダム建設が先住民の生活に

悪影響を及ぼした事例、オーストラリア北部でのウラン鉱採掘による先住民の聖地の破壊

の問題など、主流社会の資源開発による先住民社会への影響という問題が存在している。

（４）先住民と資源に焦点をおいた研究課題

　先住民と資源利用・管理に焦点をおいた研究課題を整理すれば、次のようになろう。こ

の課題の中のいくつかははすでに、ジュリアン・スチュアード(J.� Steward)以降、生態人

類学者によって研究が進められてきている（注 3）。しかしまたこれまでの生態人類学が

扱ってこなかった新たなテーマも存在している。海洋資源を研究してきた秋道らの一連の

研究を参考にしながら資源についての研究テーマを取り出してみると次のようになる（秋

道�1993,�1995a,b,�1997,�1999;秋道・田和�1998；細川�1996）（注４）。

４－１　調査・研究方法の検討

・生態学的視点、歴史的視点、社会文化的視点、経済学的視点

・�政治生態学的視点、歴史生態学的視点

・�アクター分析（actor�analysis）ほか

４－２　先住民による資源利用の実態

・採集、漁労、狩猟の対象、場所と方法、
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・獲得物の分配、処理、利用、貯蔵、消費

　������・資源利用をめぐる社会関係

・�資源利用をめぐる民俗知識

・�資源地用をめぐる紛争（秋道）

・資源を利用する主体間の関係（先住民、非先住民、企業、国家、外国人）

４－３　先住民による資源の管理と規制の実態

・管理と規制の実態

・慣習法、国法、国際法

・資源の適正利用のうえや社会の仕組みの中で管理や規制が果たす役割

４－４　資源の所有の実態

・所有の主体（なし、私的所有、共同所有、国家による所有）

・所有の対象（場所、道具、動植物など）

・所有をめぐる社会関係

・所有論（「共有の悲劇」仮説の批判的な発展）

４－５　資源の消費、流通、交易

・�資源の社会内での消費・流通・交易

・�エスノ・ネットワーク研究（秋道�1995b,c)

・�商社や外国資本の活動を視野に入れた流通経路やネットワークの解明（田和

1998;�鶴見良行 1990）

４－６　資源の開発と資源・環境保護の問題

・国家と少数派先住民族との関係（パワーの問題）

��������・先住民権としての資源利用と資源へのアクセス（注 5）

・資源の乱開発と枯渇化、その社会や環境への諸影響

・�開発、資源保護、環境問題に関する対処の仕方、手段

・�エコ・ポリテックス

４－７　資源管理の問題

・共同管理の可能性

・科学的知識と民俗知識の対立の克服とそれらの活用

・国際的な資源管理と規制

　これらの研究課題についての調査・研究の充実や深化がなされるとともに、新たな研究

テーマの設定や展開が今後、期待される。

（５）人類学における基礎研究と応用研究：先住民と資源、開発、環境

　次に、「コモンズの悲劇」の問題と資源を管理する一方法である共同管理についての最
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近の研究動向を整理しておきたい。

５－１　グローバル経済下の先住民の資源利用・管理の問題：コモンズの悲劇

　先住民が競合する他者とともに資源を持続的に利用するためには、その資源をだれが（主

体）、どのように（方法）管理し、利用するかが重要な争点となる。事実、これまでの資

源利用についての議論は、資源の共有と所有に関するものを中心になされてきた（Ostrom

1990;秋道�1997)。

　資源管理について、ハーディンは「共有地における自由はすべてのものに破滅をもたら

す」(Hardin�1968:1244)と指摘し、そのような悲劇をさけるためには共有地を私有地ある

いは公的所有地として立ち入りや使用の権利をきめるべきだと主張している（Hardin

1968;�Hardin�and�Baden�1977)。フィーニーらはこの仮説を多数の事例で検討し、「利用

と利用者の規制における成功は、普遍的にある特定の所有権制度と関連するものではない。

共同体所有制、私的所有制、公的所有制のすべての成功と失敗の双方に関連しているのだ」

(Feeny,�D.�et.�als�1998:83)と述べている。

　「コモンズの悲劇」については、多数の研究がなされてきた(例えば、Berkes� 1985,�1999;

McCay�and�Acheson�eds.�1987;�Baden�and�Noonan�1998 など)。バークスは共有ではなく、

資源への自由なアクセス制が、コモンズの悲劇を引き起こすのだと考えている(Berkes

1999:142)。共有資源とは、排除性が困難でかつ共同利用が控除性をもつ資源のことであ

る。従って、共有資源を管理するためには、第一に所有権を確立することによってすべて

の潜在的な利用者のアクセスを規制し、排除性の問題を解決することが必要である。第二

に、控除性の問題を解決するために資源を利用する人々の間で資源の利用規則を作り、実

施することである。�バークスはこの２点を提案している(Berkes� 1999:142)。

　現時点では、資源の利用と管理について最終的な結論には達していない。一般理論の発

見や定立を急ぐよりは、個々の事例に基づき、いかなる条件のもとで持続的な資源の利用

と管理が可能かを検討して行く方がより建設的であるといえるだろう。

５－２　資源管理と民俗知識

　近年、資源管理に関して、コミュニティーに基づく資源管理や共同管理、民俗知識

(Ethno-Knowledge,�Traditional�Ecological�Knowledge)に注目する研究者が増加してき

ている。

　資源の管理に関しては、政府が規制を行うべきだとする立場から村やコミュニティ－が

管理を行うべきだとする立場や、個人が資源を所有すべきだという立場など多様な意見が

存在している(Hensel�and�Morrow�1998:71)。フリーマンは資源の持続的利用にとっても

っとも重要なことは、政府が資源管理を行うことでも資源を個人が所有することでもなく、

各コミュニテーによる地域レベルの資源管理を実施することであると述べている(Freeman

1993)。

　最近の北米先住民の資源管理に関する研究では、コミュニティ－（地域の資源利用者）
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と政府との共同による資源管理と、資源についての民俗知識(Traditional� Ecological

Knowledge)(注６）の利用の重要性が指摘され始めている(Berkes� 1999:181;� Collings

1997a,� b;� Ferguson� et� al� 1998;� Hensel� and� Morrow� 1998� ;Hunrington

1992,1998;Huntington�et�al.�1999;Kruse�et�al�1998;�Nakashima�1991,�1998)。

　ここではアラスカ先住民の事例を紹介しておきたい。ハンチングトンは、アラスカのイ

ヌピアトが利用する資源の管理について検討を加え、どのような資源管理が望ましいかに

ついて研究を行っている(Huntington� 1992)。

　アラスカでは、資源管理に関して４つのレベル、すなわち連邦政府管轄、州政府管轄、

地域管轄、そして共同管轄が存在している。列記すれば次のようになる。

（連邦政府の資源管理）

International�Treaties

The�Marine�Mammal�Protection�Act�of�1972

The�Alaska�National�Interset�Land�Conservation�Act�of�1980

The�U.S.�Fish�and�Wildlife�Service

The�National�Park�Service

The�Bureau�of�Land�Management

The�Mineral�Manegement�Service

（州政府の資源管理）

The�Alaska�Board�of�Game�and�the�Division�of�Boards

The�Division�of�Wildlife�Conservation

The�Division�of�Subsistence

Alaska's�Hunting�Regulations

（地域の資源管理）

The�North�Slope�Borough

The�Department�of�Wildlife�Management

The�Science�Advisory�Committee

The�Fish�and�Game�Management�Committee

（共同の資源管理）

The�Alaska�Eskimo�Whaling�Commission

The�Eskimo�Walrus�Commission

The�Yukon-Kuskokwim�Delta�Goose�Management�Plan

The�Alaska�and�Inuvialuit�Beluga�Whale�committee

The�Management�Agreement�for�Polar�Bears�in�the�Southern

Beaufort�Sea

Cooperative�Management�of�Caribou

　ハンチングトンはこれらの資源管理がどれくらい有効か、そして管理の対象となる野生
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動物６種（セイウチ、カリブー、ホッキョクグマ、ホッキョククジラ）に対しそれらの管

理がどれくらい有効かを８つの基準を用いて評価し、比較を試みた。その８つの基準とは

次の通りである。

（基準１）体制とその諸規定が法的拘束力があるか。

（基準２）体制が生態学的に健全な諸原則に基づいているか。

（基準３）体制が文化的に適切なものであるか。

（基準４）体制が生態条件そのたの変化に対応できるくらい柔軟性に富み、予測可能なも

のであるのか。

（基準５）体制が地域的なことや諸変化に対して適応的であるか。

（基準６）体制にはあらゆる局面において地元のハンターが参加しており、参加に対する

文化的もしくは言葉の上での障害はないか。

（基準７）体制がその役割や制限を明確に規定しているかどうか。

（基準８）体制が諸規定を実施する能力があるかどうか。

ハンチングトンは資源管理のやり方と対象動物について、この８基準で管理の有効性を検

討した(Huntington�1992:147,152）。さらに彼は、資源管理の目標として（１）動物資源

の保護と（２）地域の人々の必要に応じて利用することの２つを設定し、北アラスカの狩

猟活動に関して効果的な管理を行うには、現時点では共同管理が最上のやり方であり、地

域の住民の参画が必要であることを強調している(Huntington� 1992:154-155)。さらに彼

は、資源管理において先住民の民俗知識を活用する必要を説いている(Huntington� 1998)。

　ユッピックの生業や資源管理を研究してきたヘンセルらは、先住民は国や州の規制には

無関心であるため、有効な資源管理を行うためには共同の合意や共同管理が必要であると

指摘している(Hensel�and�Morrow�1998:69)。さらに共同管理を行うためには、先住民と

彼らの民俗知識の両方を管理体制の中に組み込むことが重要であり、そのためには委員会

内での権力関係の平等化や先住民言語の使用、先住民の思想への尊敬を持った対応が必要

となる(Hensel�and�Morrow�1998:71)。カナダのクリーの生業や資源管理を研究したベル

ケスも民俗知識の利用や地域レベルでの資源管理の比重をできるだけ大きくし、政府の規

制は必要な場合にのみに限定すべきであると主張している(Berkes� 1999:181)。

　政府とコミュニティ－による共同管理モデルは、先住民の諸権利が確立し、比較的よく

守られているアメリカ、カナダ、オーストラリアの諸国家においては有効である一方、そ

れ以外の諸地域や国家に住む先住民や地域住民に共同管理モデルを適用することは、現状

では多くの問題があると言えよう。さらに民俗知識を資源保護に利用する場合には、同一

の対象や現象についての民俗知識と科学的な知識の相違をどのように乗り越えるかという

問題も残っている（注７）。　

（６）先住民資源論
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　クジラ、フィリピンの森林の事例のように、資源は複数の集団によって重層的に利用さ

れている。ここで強調しておくことは集団間に政治経済的な力の格差が存在しており、そ

れが資源利用やアクセスに差異化を生み出していることである。多くの場合、少数派の先

住民は他の利用者から見ると不利であることが多い。さらに外部からの一方的な資源の開

発は、資源自体の枯渇化のみならず、先住民が生活の場となる環境そのものの破壊につな

がることが多い。政治経済的に弱者の立場にある少数派の先住民の資源の利用と管理が、

それ以外の人々の資源開発や利用と共存できうるような方策が模索されるべきである。国

際法、経済学、農学、林学、水産学(例えば、平沢　 1979）では、資源問題を取り扱うも

のの制度、大枠についての議論が主であり、当事者である先住民の生活の実態がでてこな

い。一方、文化人類学の強みは先住民族の生活実態を把握しており、彼らが直面している

資源の問題をより現実に即して理解でき、かつより現実的な解決方法を提示できる可能性

が高い点にある。

　地域に生きる人々とその生活を研究のテーマとしてきた文化人類学が資源問題に貢献で

きるとすれば、それは、（１）人類全体が資源を将来も持続して利用しうるようにしなが

ら、（２）先住民が日々の生活で資源を利用することを可能にするためにはどのような方

策や選択肢があるかを調査し、提言することであると考える。そのためには各地域で資源

利用や管理の実態を現地において調査し、その結果に基づいて提言がなされるべきである

と考える。 �　

　さらに地域の資源は、地球全体の資源でもある。国や国を越えたレベルでは、地球上の

生物的多様性を守りつつ、いかに持続的に資源を開発、利用すべきかの問題については文

化人類学が単独で取り組むことは困難であり、学際的な研究とならざると得ない。理系や

文系の枠を越えた学際的な共同研究において文化人類学者は仲介的な要としての役割を果

たしたり、地域の視点や比較文化的な視点から提言できると考える。

　現在、世界の周辺諸民族が直面している資源、開発、環境の諸問題は、全人類がかかわ

っている問題でもある。資源開発と利用、環境の保全は密接に関係しており、これらを取

り扱うアプローチは全体論的で、かつ学際的な視点を失ってはならない。現地の生活に研

究の中心にすえる文化人類学による先住民の資源利用と管理の研究は、先住民の実態と外

部社会の人々の政治経済的な動きを射程に入れることによって、問題解決のための基礎的

でかつ実践的なものとなる可能性が高いと言えよう。

（７）海洋資源の利用と管理

　本稿においては先住民資源論について述べてきた。次に海洋資源の利用と管理について

略述しておきたい。

　海洋（水産）資源は、森林資源などとは異なり海水中にある。それは、貝類やナマコ、

海草などのベレトス資源（底生資源）とマグロ、クジラ、アザラシだどのネクトン資源（海

中回遊性資源）に大別できる。前者は特定の場所に固定して生息する一方、後者は広域を
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遊泳する傾向がある。さらに寒帯、亜寒帯、温帯、亜熱帯、熱帯では環境、生態条件が異

なっており。生息する魚介類、海獣類の数や種類も大きく異なる。

　生態学的な条件の違い以外にも資源を利用する側に立てば、自給漁民や狩猟者と商業捕

獲者のちがい、国家の規約が強いか弱いか、商業流通のネットワークの性質によって特定

の資源の利用方法や管理方法は異なってくると言えるだろう。

　平成１１年度から１３年度にかけての３カ年間実施された「先住民による海洋資源利用

と管理」では、寒帯（カナダ極北地域、ロシア・カムチャッカ半島地域）、亜寒帯（カナ

ダ北西海岸地域）熱帯および亜熱帯（オーストラリア、トレス海峡北域、およびオースト

ラリア北部北域、ニュージーランド）、熱帯（インドネシア、フィリピン、ソロモン諸島）

を調査地域として、下記のテーマについて調査を実施した。

・�生業と商業

・�先住民族と資源利用

・�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

・�環境問題

　これらのテーマの根底には海洋（水産）資源を持続的に利用し続けるにはいかなるやり

方があるかを考え出すことであった。別言すれば、どのような海洋資源の利用方法や管理

方法がありうるのかということである。

　本報告書では、研究代表者および分担者が行ってきた現地調査をもとに、各自が重要で

あると考えたテーマについて報告をしてもらうことにした。

注

（注１）アイヌや北太平洋沿岸先住民のサケの捕獲、利用、儀礼については渡部(1996,

1997)や大塚(1998)を参照されたい。

（注２）この家族狩猟テリトリー・システムの出現については諸説がある。リーコックは

先住民が毛皮交易への参加すなわち資本主義への接触と包合により、カナダの東部極北地

域に住むインディアンが特定の狩猟場やそこの動物資源に対して所有権を主張するように

なり、特定の人物（家族）とテリトリーが対応するシステムが成立したと考えた(Leacock

1952)。一方、フェイトはこのシステムはインディアンが毛皮交易を本格的に開始する以

前から存在していた生態系保全機能のある独自の社会経済制度であると主張している

(Feit�1991)。また、煎本はこのシステムが毛皮交易に参加したチペワイアン・インディ

アンの間には出現しなかったことから、このシステムの成立には大型狩猟獣の減少に代表

される生態環境の変化と、ビーバーの生態と生息密度という２つの要因が重要であると指

摘している（煎本　1994:10）。家族狩猟テリトリーをめぐる論争については、Bishop� and
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Morantz,eds.(1986)を読まれたい。

（注３）現在の生態人類学者は、従来の研究テーマ以外に、先住民や地球全体の環境問題、

資源問題を政治経済的な諸関係を考慮に入れながら取り扱うようになってきている（例え

ば、秋道・市川・大塚編　1995 など）。先住民や地球全体に関係する資源利用や管理、開

発の問題が、政治経済との関係で生態学的な視点をとりながら検討されるようになった

(Kelly�1995:156-159)。１９６０年代以降の世の中の動きや人類学理論の動向が生態人類

学研究にも反映されていると考えられる(Ortner� 1984)。多くの生態人類学者が、応用人

類学的な傾向を示し、資源や生物的多様性の持続に関心を持ち始めている（�Hitchcock

nd.）。特に、１９９０年代に入り、政治生態学、歴史生態学、エスノ・エコロジーの諸研

究は、先住民の資源問題を正面から取り上げている(Balee� 1994;Balee�ed.,1998;�Berkes

1999;�Blout�ed.,�1998;�Bryant�1997;�Hitchcock�nd)。

（注４）海洋民族学の研究テーマは、生態学的な関心から、生態史的な視点をとりながら

資源の開発、利用、流通、消費、管理、所有などの問題へと広がりを見せている。これに

ついては Casteel�and�Quimby�(1975)と西村(1977)、秋道(1995b)を比較されたい。水産

資源の管理と紛争について包括的な問題点の整理を行っている（秋道 2002）。

（注５）例えば、細川(1996)、Peterson� and�Rigsby,�eds.(1998)、Sharma(1998)などが

存在する。

（注６）バークスは伝統的な生態についての知識（ここでは民俗知識と呼んでいる）を次

のように定義している。"a� cummulative� body�of�knowledge,�practice,�and�belief,

evolving�by�adaptive�processes�and�handed�down�through�generations� by�cultural

transmission,�about�the�relationship�of�living�beings�(including�humans)�with�one

another�and�with�their�environment"�(Berkes�1999:8).

（注７）大村は、近代西欧の「科学的知識」とイヌイトの「伝統的生態的知識」は、異な

る論理に基づくイデオロギーであり、統合することは不可能であると主張している（大村

2002）。この見解が正しいとすると、２つの知識を現場でどのように運用するべきかとい

うことが大きな課題となる。
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