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カナダ極北地域におけるシロイルカ資源の利用と管理＊

岸上伸啓

（国立民族学博物館）

（１） 問題の所在

　資源問題に関する文化人類学的研究（資源人類学と呼んでおきたい）の目的のひとつは、

地球環境を破壊することなく、資源を人類全体が将来も持続して利用しうるようにしなが

ら、先住民やその他の人々が日々の生活においてその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（岸上

1999a:73）。そして資源問題を真に理解するためには、資源自体の生態的な条件とそれを

利用する側の文化と社会の条件をともに研究することが不可欠である（秋道�1999:101）。

そのためには各地域におけるさまざまな資源の利用や管理の実態を現地において調査する

ことが必要となる。

　本稿ではカナダ極北地域のイヌイットが食料資源としている海棲回遊動物シロイルカに

焦点を当て、シロイルカのような再生可能な海洋資源をいかに管理し、持続的に利用して

いくかという問題を考えてみたい。カナダ・ヌナヴィク(Nunavik)のアクリヴィク村

(Akulivik)の事例を取り上げ、シロイルカ資源の利用と管理について紹介する（注１）。

（２）資源としてのシロイルカ

　北米の極北沿岸地域の海中に生息しているシロイルカは小型のクジラであり、ベルガク

ジラ（Beluga�Whale）やシロクジラ（White�Whale）と一般に呼ばれている。イヌイット

名はヒ（キ）ラルガク（qilalugak）で、学名はDelphinapterus�leucasである。シロイル

カの体長はオスで４から６メートル、メスで約４メートルである(Graves� and�Hall

1988:26)。その体重はオスで最大約１０００キログラム、メスで最大約７００キログラム

になる。シロイルカは１５頭あまりからなる群（グループ）を形成し、行動をともにする

習性をもち、季節的に回遊する。夏季から秋季にかけて数百頭からなる群を形成し、出産

地と越冬地の間を移動することがある。

　大型のシロイルカ１頭あたりからは約２００キログラムの肉、約５０キログラムのマッ

タック（脂肪付き皮部）、約３００リットルの油（脂肪）を取ることができる。カナダの

極北沿岸に住むイヌイットは肉やマッタックを食料資源として、脂肪（油）を燃料資源と

して利用してきた。カナダのハドソン湾やウンガヴァ湾では１８５０年から１９００年頃

にかけてハドソン湾商会(the�Hudson’s�Bay�Company)によって数千頭にもおよぶシロイル

カが鯨油を取ると言う商業目的で捕獲され、個体総数が激減したことが知られている。現



２２

在では、シロイルカの商業捕獲は行われておらず、主にイヌイットによって食料資源とし

て利用されている。

（３）ヌナヴィク地域におけるシロイルカ資源の管理と問題点

３－１　現状

　ケベック州極北地域ヌナヴィクのイヌイットはマッタックを珍味として好み、夏から秋

にかけてシロイルカを捕獲している。極北地域全体で見るとシロイルカ自体は絶滅の危機

に瀕している生物種ではないが、ヌナヴィク周辺ではかつての商業捕獲のために個体数が

減少しており、資源として持続的に利用するためには個体数の維持という管理が必要であ

ると生物学者によって言われている。ヌナヴィク周辺には３つのシロイルカのグループ

（東部ハドソン湾グループ、西部ハドソン湾グループ、ウンガヴァ湾グループ）が生息し、

ハドソン海峡で越冬しているらしい。特に、ウンガヴァ湾のシロイルカのグループは頭数

の上で危機の状態にある。

　シロイルカは、１９９９年の時点でケベック州北部ヌナヴィク地域で管理が実施されて

いる唯一の海棲哺乳動物である。また、小型鯨類であるシロイルカは国際捕鯨委員会の規

制を受けることはない。

　シロイルカはカナダ連邦政府の管轄下にある生物である。ヌナヴィクの陸地は行政上、

ケッベク州政府の管轄下であるが、周辺の海洋や島嶼はヌナヴト準州政府や連邦政府の管

轄下にある。ケベック州ヌナヴィクのクージュアラピクの東方海上にあるベルチャー群島

のサニキロアックに住むイヌイット（ヌナヴト準州所属）もヌナヴィクのイヌイット同様、

ハドソン湾東岸のシロイルカ資源を捕獲、利用しているが、管理や捕獲制限について異な

る規則が適用されているという問題が生じている。

　資源の現状を知り、過剰捕獲を阻止し、かつ異なるイヌイットのグループが資源をより

公正に利用できるようにするために、北ケベック・イヌイットの政治・経済団体であるマ

キ ヴィ ク (Makivik� Corporation)の 調査 部と カナ ダの 漁業 海洋 省 (Department� of

Fisheries�and�Oceans,�D.F.O)の職員、イヌイットのハンターはウンガヴァ湾とハドソン

湾東岸でシロイルカに関する調査を行ってきた。ヌナヴィク周辺のシロイルカの個体数、

移動経路、生息地、出産場所、習性などを把握するために、シロイルカの生態に係わる民

俗知識についてハンターからの聞き取り調査、頭数や群についての航空機を用いた調査、

陸地からの定点観察、遺伝子分析（注２）、地域移動に関する遠距離計測器を利用した調

査などが約20年前から実施されてきた。

　現在、ヌナヴィクのイヌイットはマキヴィクとカティヴィク地域政府(Kativik

Regional�Government＝ヌナヴィク地域の地方自治体)を通して、そして漁業海洋省の協力

を得て、シロイルカの個体数の減少を阻止しようとしている。また、マキヴィクはヌナヴ

ト準州政府とシロイルカについて相互狩猟権について話し合いをすすめている。
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　近年、極北地域ではコンデンサーやトランスなどさまざまな電気機器に使用されている

PCB、殺虫剤・農薬であるDDT、水銀など残留性有機汚染物質(POPs)による環境汚染が問題

になっている(Nuttall�1998；井口�1998:10-11;�McGinn�2000:145-146)。高緯度地域では

日照時間が６ヶ月に満たず、厳寒のために分解や代謝作用が遅いので残留性有機汚染物質

の滞留期間が長い。そしてそれらの物質は食物連鎖を通して魚や海棲哺乳類など海洋生物

の体内に高濃縮されてしまう。例えば、マッタックの一口分には１週間の許容を越すと考

えられるＰＣＢが含まれていることがあると言う。また、イヌイットの女性の母乳からカ

ナダ南部に住む女性の母乳の２倍から10倍の高濃度のＰＣＢが検出されている(McGinn

2000:146)。このような状態がつづくと、イヌイットは地元にある食料資源を食べること

によって、健康上の問題に直面することになる(Ayotte,�et�al.�1995;�Barrie�et.al.

1992;� Dewailly� et� al.� 1994;� Egede� 1995;Kinloch� et.� al.� 1992;� Kuhnlein� 1995;

O’Neil�et�al�1997;�Wormorth�1995)（注３）。このため１９９０年代に入り、マキヴィ

クの調査部ではクージュアックに調査センターをつくり、動物資源の安全性の検査を実施

しはじめた。

３－２　ヌナヴィクにおけるシロイルカの資源管理について

　ヌナヴィク地域におけるシロイルカ資源の管理は、政府関係者と資源利用者であるイヌ

イットの共同管理(Co-Management)の１種である。イヌイットの側にイニシアティヴがあ

る点がこの共同管理の特徴である。ここではシロイルカ資源の管理の現状について報告を

する。

３－２－１　捕獲頭数の割当制

　ヌナヴィクではシロイルカは１９９６年から２０００年の春まで５年間、管理計画のも

とにあり、マキヴィクと海洋漁業省は１年間で総計約２４０頭まで捕獲可という試算のも

と、ヌナヴィクの村役場、狩猟漁労ワナ猟者協会（HFTA）（注４）、地元のハンターと話

し合い、各村ごとの年間捕獲クオータを決定した。ヌナヴィク地域の村ごとの捕獲割り当

て頭数は、表１の通りである。

　この表が示すとおり、１９９９年の時点ではヌナヴィク地域全体で２４３頭のシロイル

カの捕獲が可とされたが、調査地アクリヴィク村への割り当て頭数は１５頭であった。な

お、この捕獲割り当て頭数は一種の内規ないしは目標であり、州や国による法的な制裁を

伴うものではない点を強調しておきたい。ハドソン湾では各村において捕獲割り当て頭数

に達した後には、７月以降はイヌクジュアク村以北の沿岸海域で捕獲しなければならない

とされている。
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番号 村名 頭数

１ クージュアラピク １５頭

２ ウミウヤック １５頭

３ イヌクジュアク １５頭

４ プヴンニツック １５頭

５ アクリヴィク １５頭

６ イヴイヴィク ３０頭

７ サルイト ３０頭

８ カンギスジュアック ２９頭

９ クアタック ２９頭

10 カンギスク １０頭

11 アウパルク １０頭

12　　 タシウヤック １０頭

13 クージュアック １０頭

14 カンギスアルジュアック １０頭

表１ ヌナヴィク地域における村別の年間シロイルカ捕獲割り当て頭数

　　　　（１９９９年１０月１日現在）

　

３－２－２　シロイルカの禁猟区の設定と禁止・警告事項

　マキヴィクの調査部による調査をもとに、ヌナヴィクの沿岸地域にシロイルカの禁猟区

が設定された。

　ウンガヴァ湾のマカリク川(Mucalic�River)の河口はシロイルカの幼獣が成育する場所

であるので、捕獲は全面的に禁止されている。さらにウンガヴァ湾ではクアタック村より

以北の海域でシロイルカを捕獲しなければならないと決められている。ハドソン湾のナス

タプカ川（Nastapoka）の河口はシロイルカの幼獣が成育する場所であるので、狩猟禁止

期間が設定されている。

　また、禁止事項としてシロイルカの幼獣は取ってはならないとされている。さらに海獣

は年を経るごとにＰＣＢや水銀を体内に蓄積していくので、年をとったシロイルカはなる

べく食べないようにとの警告がマキヴィクの調査部から出されている。

（４）シロイルカの捕獲と分配：１９９９年１０月のアクリヴィク村の事例

��カナダ極北地域の先住民社会では１９６０年代以降、パン、缶詰食品、乾燥食品などが

大量にカナダ南部から運搬され、消費されるようになってきた。食料消費のパターンは、
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カナダのキーワティン地域やヌナヴィク地域で実施された調査が示すように、若い世代の

イヌイットの間では店で購入する食料品への依存度が高まり、狩猟や漁労への依存度が低

下してきている(Thouez�et.�al.�1989;�Moffatt�et.al.�1994)。しかしながら全体的な傾

向として陸海獣の肉や魚を中心とする伝統食（カントリー・フード）はイヌイットの主食

であり続けている（Sante�Quebec�1995;�Wein�et.�al.�1996)。

　現在のアクリヴィク村においては、その周辺地域に生息しているワモンアザラシ、アゴ

ヒゲアザラシ、シロイルカ、セイウチ、ホッキョクグマ、カリブー、ホッキョクイワナ、

コクチマス、陸封性ホッキョクイワナ、ホワイト・フィッシュ、ライチョウ、カナダガン、

ハクショクガン、カモ、鳥の卵、野イチゴ類、ウニ、海草類など動植物を食料資源として

利用している。この中でシロイルカ、アゴヒゲアザラシ、セイウチ、ホッキョクグマ、カ

リブーは相対的に大型獣であるため、その肉やその他の部分は他のハンターや多数の村人

に分配される。

月（１年）

１　２　３　４　５　６　７　８　９　10　11　12

主な捕獲対象物

ホッキョクイワナ ○　○　○　○　○　○　◎　◎　○　○　○　○

陸封性ホッキョクイワナ ◎　◎　○　○　○　○　○　○　○　○　◎　◎

ホワイトフィッシュ ◎　◎　○　○　○　○　　　　　　　○　◎　◎

ワモンアザラシ ○　○　◎　◎　◎　○　○　○　○　◎　○　○

アゴヒゲアザラシ ○　○　○　○　○　○　○　○　○　◎　○　○

シロイルカ 　　　　　　　　　　　　○　○　○　○　◎

セイウチ　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎

ホッキョクグマ 　　 ◎　◎　○　○　○　○　○　　　　　　　◎　◎

カリブー 　　 ◎　◎　◎　◎　◎　◎　○　○　○　○　○　○

スノー・ギース 　　　　　　　　　　○　○　○　○

カナダ・ギース 　　　　　　　　○　○　○　○　○

カモ 　　　　　　○　○　○　○　○　○　○

カモの卵　　　　 　　　　　　　　　　○

ライチョウ ○　○　○　◎　◎　○　○　○　○　○　○　○

ベリー類　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　○　○

表２　アクリヴィク村の狩猟・漁労活動の１年（１９９９年現在）

（注）網掛けは中心的な捕獲物（食料）を示す。○は捕獲期、◎は捕獲の最盛期を示

す。
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　アクリヴィク村のイヌイットの間では地元の生協で購入する食料品が食事の中にしめる

比重が増大してきているが、アザラシ、カリブーの肉やホッキョクイワナなど伝統食が主

食であると言える（岸上�1999b）。アクリヴィク村では、他のイヌイットの村同様、シロ

イルカのマッタックは美味なる食料として珍重されており、イヌイットが好んで入手しよ

うとする伝統食のひとつである。アクリヴィク村における生業の年周期は表２に要約する

通りである。

　アクリヴィク村周辺では６月から１０月にかけてシロイルカがケープ・スミス島の近く

を回遊する。特に１０月頃には南から北上する群がアクリヴィク周辺を通過する。また、

秋季から初冬季には北方に約180キロあまり離れたイヴイヴィク村付近の海域に多数のシ

ロイルカが集合する。

　アクリヴィク村のイヌイットによるシロイルカの捕獲には、個々のハンターが20から40

馬力の船外機付き小型ボート（全長約４メートル）を利用して行う狩猟と大型ボート（全

長約12メートル）を利用して行う狩猟の２種類がある。前者ではアクリヴィク村の近くに

あるケープ・スミス島の周辺で、後者の場合にはイヴイヴィク村の周辺で狩猟が行われる

（注５）。アクリヴィク村には１９９９年の時点で大型ボートが３隻あり、１隻は村有、

２隻は私有である。獲物の分配には、捕獲量や捕獲者（主体）によって違いが見られた。

　ここではケベック州ヌナヴィクのハドソン湾側にあるアクリヴィク村のハンターによる

１９９９年１０月のシロイルカ猟と獲物の分配を紹介する。

４－１　船外機付き小型ボートを利用するシロイルカの捕獲と分配

４－１－１　捕獲方法

　ハンター１人から３人が１組になり、船外機付き小型ボートで出猟する場合には小型

ボートは単独で村を出るが、多くの場合、狩猟場で他のボート数隻と合流する。ケープ・

スミス島の南側の中央部には小高い丘があり、海を見渡すことができる。そこは、村から

船外機付き小型ボートで片道１時間くらいかかる所にある。アクリヴィク村のハンターた

ちはその丘にのぼり、双眼鏡を利用してこの季節に北上してくるシロイルカの群を発見し

ようとする。

　シロイルカが陸の近くを回遊している場合には、丘の上からライフルでしとめることも

ある。しかし、多くの場合は、発見後、小型ボートでシロイルカを追跡する。シロイルカ

は危険を感じると、浅瀬に逃げ込んだり、陸や断崖の水際に接近する習性を持っている。

この習性を利用してハンターは発見したシロイルカを浅瀬か陸地へと追い込み、十分に近

づいた後、ライフルをうってから、大きな浮き（現在はプラスチック製石油缶）がひもに

よって連結されている回転式離頭銛を打ち込む。時々、銛を打ち込んだ後にライフルでし

とめることもある。この狩猟には銛を獲物に打ち込むというハンターでしか味わうことの

できない心を躍らせるような醍醐味がある。傷ついたシロイルカは逃げるが、浮きがつい

ているので海底に没することはない。シロイルカが死ぬと、それを近くの浜辺か磯へ小型
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写真１�シロイルカを見張るイヌイット（カナダ・ヌナヴィク・ケープ・スミス島）

写真２�シロイルカを追跡するイヌイット（カナダ・ヌナヴィク・ケープ・スミス島）
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ボートで曳航し、そこで解体をする。マッタックや肉は通常、その日のうちに村に持ち帰

られる。10月にはアクリヴィク村のハンターは、朝９時頃に村を出て、日没後（５時３０

頃以降）に村へ帰ってくることが多い（注６）。

　ここでは４事例を報告しておく。

　事例１

　１９９９年１０月１４日（木曜日）には、３艘の船外機付き小型ボートがケープ・スミ

ス島の南側へ出猟したが、シロイルカを捕獲できなかった。３艘の小型ボートは１艘には

２名が、それ以外には３名ずつが乗り込んでいた。１艘目にはイヌイット１名と筆者が、

２艘目には中年のイヌット３名が乗った。この２艘は朝、アクリヴィク村を同時に出発し、

夕方村に帰り着くまで行動をともにした。３艘目には隣村のプヴンニツック村から来た３

名の中年ハンターが乗り込んでいた。彼らは３週間ほど前からシロイルカを捕獲するため

にケープ・スミス島でキャンプを行っていた。これら３艘の小型ボートは狩猟場で合流し、

合同でシロイルカの到来を見張ったが、１頭も発見できなかった。

　事例２

　１９９９年１０月１６日（土曜日）には、休日であったためにいつもより多い８組のハ

ンターがケープ・スミス島の南側へシロイルカ猟に出猟し、６頭のシロイルカを捕獲した。

８組のうち１組はプヴンニツック村から来た若いハンター３名（事例１とは異なるグルー

プ）であった。

　獲物はケープ・スミスの浜辺に運ばれ、狩猟に参加した古老の指示に従って解体が行わ

れた。アクリヴィク村のハンターは、１頭分をプヴンニツック村から来たハンター３人に

贈呈した。残りの５頭を猟に参加した村のハンターが必要に応じて自分の分を取り、一部

はケープ・スミス島に貯蔵した。捕獲したハンターは自分の取り分と残りを小型ボートに

積み、アクリヴィク村へ帰った。

　船外機付きボートはアクリヴィク村に近づくと、ライフルを空に向かって連発し、村人

にシロイルカのマッタックと肉を持ち帰ったことを知らせた。そのライフル音を聞いた村

人はビニール袋を持参し、浜辺の小型ボート置き場へと集まってくる。シロイルカを捕獲

したハンターは、厚さ２センチメートルあまり、縦横３０センチメートルｘ６０センチ

メートルあまりの大きさのマッタックを１枚ずつ村人へ手渡す。私の下宿先の主婦も１枚

もらってきた。この１枚は大人４名と子供４名からなる下宿世帯において２食分になった。

　事例３

　１９９９年１０月１９日（火曜日）には、４組のハンターが船外機付き小型ボートで出

猟し、午後５時過ぎにシロイルカを１頭しとめたが、暗くなったため、解体せず、場所を

特定するために赤色のプラスチック製石油缶を目印として付け、ケープ・スミス島の近く

の海中にロープで係留してきた。このシロイルカはプヴンニツック村から来た若者の１人

が生まれ、はじめて捕獲したものであった（注７）。このシロイルカのマッタックと肉は、

アクリヴィク村のイヌイットに分配された後、大半がプヴンニツック村へと持ち帰られた。
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　事例４

　１９９９年１０月２３日（土曜日）には、出猟した中で２組のハンターが６頭のシロイ

ルカを捕獲し、２頭をケープ・スミス島に残し、４頭をハンター間で分配した後、残りを

村に持ち帰った。捕獲したハンターは村の浜辺に集まった４０人以上の村人に１、２枚ず

つマッタックを分配した。

４－１－２　獲物の分配

　シロイルカは群をなすため、事例２と４のように１９９９年１０月には１度に６頭程度

取ることがあった。シロイルカをしとめたハンター、その猟に参加したハンター、解体現

場に遭遇した人たちが解体を行い、まず、各自の必要に応じてマッタックや肉をとった。

これは第一次分配である。

　それからマッタックや肉をボートに積んで村に帰った。村の浜辺に到着する３分くらい

前から小型ボート上でハンターたちはライフルを空に向かって連射し、シロイルカを持ち

帰ったことを村人に知らせた。また、ハンターやその妻が、ハンターたちの帰村直後にＦ

Ｍラジオ局へ電話をかけ、シロイルカのマッタックが欲しい人は小型ボート置き場のある

浜辺まで取りに来るようにと村全体へ放送することがあった。

　合図やラジオ放送を聞いた村人は三々五々にビニール袋を手にして小型ボートの所に集

まった。２頭以上取れた場合には、ハンターたちは、一人につき縦約６０センチメートル、

横約３０センチメートル、厚さ２センチメートルあまりののマッタックを１、２枚づつ手

渡した。このようにしてすべてではないが、マッタックを取りに来た村人には獲物が分配

された。これが二次分配である。

　さらにこの狩猟に参加したハンターは、親兄弟、祖父母、子どもたちなど近親族

(restricted�ilagiit)にマッタックや肉を分配した後、残った肉とマッタックを自宅の冷

凍機に保存した。狩猟後数日は、おもに親戚や近所の者がハンターの家を訪れ、食事に参

加することによって再度、分配が行われた。さらに、浜辺で肉やマッタックを入手できな

かった村人や親戚の者がそれらをハンターの家にもらいに来ていた。また、ハンター自ら

は人に託して、マッタックをモントリオールで勉強しているイトコに届けたり（事例２の

場合）、隣村に住むオジやオバに届けたりすることも行われていた。

　このようにハンターたちが個人で捕獲したシロイルカの肉やマッタックは、親族や近所

の者を中心に分配され、最終的には多くの村人の口にはいることになる。さらに分配を受

けた村人の中には、マッタックをプヴンニツック村やイヌクジュアク村を訪れる村人に託

して、そこに住む親戚の者に贈呈していた。

４－２　ハンター・サポート・プログラムを利用した村有大型ボートによるシ �ロイル

カの捕獲と分配

４－２－１　村有大型ボートによるシロイルカの捕獲
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　村は毎年１０月頃にハンター・サポート・プログラム（注８）を利用して６名のハン

ターをイヴイヴィク村付近の狩猟場へと派遣し、村人のためにシロイルカを捕獲させる。

アクリヴィク村は大型ボート１隻を所有している。その大型ボートの船長と副船長２名は

固定であるが、残りの４名については公募をした後、定員以上の参加希望者がいる場合に

は、村会議員と船長が相談して決める。１９９９年の参加者の年代と報酬（日当の合計）

は次の通りであった。

船長　 ４０歳代半ば $1550

副船長　４０歳代半ば $1200

船員� ６０歳代後半 不明　（途中で抜ける）

�����４０歳代半ば $375　（途中で抜ける）

�����１０歳代後半 $1275

�����１０歳代後半. $1230

�����１０歳代後半 $300　（途中から参加）

��近年はアクリヴィク村が約１５０㎞北方にあるイヴイヴィク村方面へ出猟しているが、

その際には村有の大型ボートに船外機付き小型ボート１艘を乗せて行く。出猟中は狩猟場

の近くか、イヴイヴィク村の沖に停泊する大型ボートで夜を過ごす。狩猟方法は、基本的

には５－１と同じであるが、大型ボートもシロイルカの追跡に利用する。

　出猟期間中、参加したハンターには日当が支払われる他、大型ボートの燃料やハンター

の食料、銃弾などに要する経費が支給される。船長は通常、村全体に分配するのに十分な

シロイルカを捕獲するまで狩猟地に滞在するが、１０頭程度捕獲できれば村に帰る。

　１９９９年には１０月１０日から１０月２７日まで村有大型ボートはシロイルカ猟に出

猟した。そして１５頭のシロイルカを捕獲し、村に持ち帰った。７人のハンターには参加

した日数に応じて給料が支払われたほか、最後まで狩猟に従事した５人には欲しい部位の

マッタックや肉を取ることが許された。そして残りのマッタックや肉は村人へと無料で分

配された。

４－２－２　村有大型ボート捕獲のシロイルカの分配

　１０月２８日の午後１：３０すぎに大型ボートから浜辺にシロイルカのマッタック、頭

部、肉が運はれ始めた。さらに私有大型ボート（１号）の船長から７頭分のシロイルカの

マッタックと肉が村へ寄付された。ハンター・サポート・プログラムを利用したシロイル

カ猟ではマッタックを全世帯に平等分配することが原則とされているので、村役場の係り

から指名された老人２人がマッタクを（ハンターの世帯を除いた）７８世帯に平等に分け

る作業を行った。

　午後４：３０過ぎに村人が浜辺に集まり、村長の号令で好きなマッタックの山を取り、

持参したプラスチック袋かプラスチック箱に入れて自宅に持って帰った。分配場所に取り

に来ることができない老人や寡婦の世帯には村から委託された人がスノーモービルやト
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写真３�シロイルカ猟ほかに利用する大型ボート（カナダ・ヌナヴィク・アクリヴィク

村）

写真４�シロイルカの皮部や肉の村全体での分配（カナダ・ヌナヴィク・アクリヴィク

村）
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ラックでマッタックを配達した。シロイルカの頭部や肉の部分は欲しい人が取っていくこ

とが許されていた。世帯の規模によって差があるが、１世帯あたりマッタックだけでも１

０から３０キログラムを入手した。余った肉や頭部は村有の冷凍庫に納められ、将来、欲

しい人が自由に取りにいけるようにした。私の下宿先の主人は３０キログラム余りのマッ

タックをもらってきた。

４－３　私有大型ボートによるシロイルカの捕獲と分配

４－３－１　私有大型ボートによるシロイルカの捕獲

　アクリヴィク村には私有大型ボートが２隻ある。シロイルカの捕獲のやり方や狩猟地は

村有大型ボートの場合とほぼ同じであるが、ボートの持ち主（船長）は連れていくハン

ターを腕の良い者や親戚の者から選ぶ点で異なる。また、ハンターには給料は支払われな

いが、獲物が全体の捕獲量に応じて分配される。出猟にかかる経費は大型ボートの所有者

やその親戚、ハンターが分担して支払うことになる。１９９９年の１０月には２隻とも出

猟した。仮にその２隻を１号と２号と呼んでおく。

　事例５

　１号の船長は村の中のハンターで彼の大型ボートで狩猟に行くことを希望する者の中か

らよく働くと考えられる者を選抜した。今年の乗組員は、船長のオイ（弟の息子）を除け

ば、広義の「イトコ」か友人から構成されていた。

　１号は1999年10月8日から10月27日までイヴイヴィク地域へ行き、シロイルカ猟に従事

した。アクリヴィク村からまず、4時間半かけてクーヴィク（Kuuvik）へ行き、そこで1泊

し、カヌーで川をさかのぼって魚をとった。翌日、5時間かけてアウラティヴィク

（Aulatsivik）へ行き、そこで1泊後、ディグス諸島（Digges�Islands）へ向かった。

ディグス諸島のサカヤーク（Sakkajjaak）がキャンプ基地である。そこにはすでに３隻の

大型ボートが停泊していた。同方面にはすでにアクリヴィク村から他の２隻の大型ボート

が、プヴンニツック村から３隻大型ボートが、サルイト村から１隻の大型ボートがシロイ

ルカ猟にきていた。

　狩猟のやり方は次の通りである。

１　風が強くない日には、ハンターは朝の５、６時に起きて、無線通信機を利

用して、その日の狩猟場を他の大型ボートのハンターと相談して決める。

２　２隻の大型ボートが島の周りをゆっくりと１周し、シロイルカを探す。

時々は島の小丘に登り、そこからシロイルカを探す。シロイルカを発見すると、船外機付

き小型ボートを海におろすとともに、ライフルや離頭式銛の準備をする。

３　船外機付き小型ボートと大型ボートを利用してシロイルカを海側から島側

や浅瀬へと追い込む。追いつめた後、ライフルを撃ってから離頭式銛でしとめるか、離頭

式銛を撃ってからライフルでしとめる。

４　大型ボートで獲物をキャンプまで運び、船上で解体し、大型ボートの貯蔵
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庫に入れる。

５　大型ボートの貯蔵庫が獲物でいっぱいになるまで、狩猟を続ける。

　大型ボート１艘につきシロイルカのマッタックや肉を50頭分くらいまでボートに積載が

可能であると言う。しかし、今年は３週間過ぎてもあまり取れなかったので12頭でやめた。

　事例６　２号の場合

　２号は９月末から７人で出猟し、途中２人が抜けたために５人で１０月２０日に捕獲し

た６頭のシロイルカとともに帰村した。２号も１号同様に船長が乗組員を決定した。船員

は船長とは広義の「イトコ」や「オイ」に当たるが、近親族ではなかった。乗組員のうち

２人は最初の約２週間全くシロイルカが取れなかったので、イヴイヴィク村から定期航空

便でアクリヴィク村に帰ってきた。このため、その２人はシロイルカの実際の捕獲には参

加しなかった。シロイルカの狩猟方法は１号と同じである。

４－３－２　私有大型ボート捕獲のシロイルカの分配

　１号は１０月に３週間出猟し、１２頭のシロイルカを捕獲した。７頭はアクリヴィク村

に寄付し、５頭を乗り組んだ６人で平等に分配した。アクリヴィク村に寄付したマッタッ

クと肉は、１０月２８日に村有大型ボートのものといっしょに、村人に分配された。１号

の船長は２号の船長の場合のように公の場で村人に直接、獲物を分配することはなかった。

　２号が捕獲したシロイルカの数は６頭であった。１０月２１日の午後にはアクリヴィク

村北側の海岸において２号の船長とハンターが獲物を分配した。船長とハンターが大型

ボートから小型ボートを利用して獲物を浜辺へ運び、獲物の肉、マッタック、頭部を海岸

に敷いたビニールの上に並べる。それから船長の指示にしたがって、マッタック、肉、頭

部、ひれを参加したハンターの間でほぼ平等に分配していった。それらは７つの箱に入れ

られ、船長（１箱分）とその親族（２箱分）、４人のハンター（各１箱分ずつ）の家へ配

達された。

　彼はＦＭラジオの放送によって村人にシロイルカの分配を知らせた。その後、村人が

三々五々にやってきて残されたマッタックを食べたり、船長からマッタックや肉をビニー

ル袋へ分けてもらった。村人への分配も船長が取り仕切っていた。観察した限りでは８人

の村人が直接の分配を得た。この８名は自発的に分配場所までマッタックや肉をもらいに

きた村人たち（物理的に浜辺のすぐ近くに住んでいる人が多かった）であり、船長の近親

族とは限らなかった。

　シロイルカの頭部や肉が残ったので、ビニールをかぶせ、カモメに食べられないように

した。残りの肉を村人は自由にとることができるが、私有大型ボートでの狩猟の場合、船

長たちが資金を出し合ってシロイルカ猟に行ったものであり、村人はあまり獲物の分配を

期待していなかったように思われる。また、船長は遠征途中で村に帰った２人のハンター

にはマッタックや肉を直接的に分配しなかった。
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（５）シロイルカの分配と社会的効果

５－１　伝統的なシロイルカの捕獲と分配との比較

　ヌナヴィクのイヌイットが１９６０年代に定住化する以前には、カヤック数隻でシロイ

ルカを浅瀬に追い込み、ライフルと銛を用いて捕獲することが一般的であった。１９２０

年代から１９５０年代には、１０人くらいから最大１００名が夏キャンプを構成すること

があったが、シロイルカのような大型海獣はキャンプ全体で分配されることが一般的で

あった（岸上�1998a:78-85）。

　１９６０年代にヌナヴィクのサルイト地域で調査を行ったグレバーンは、分配のルール

を次のように指摘している(Graburn�1969:66-67)。

１　クジラ、セイウチ、アゴヒゲアザラシ、タテゴトアザラシなど重量が２５

０ポンド（約１１５キログラム）を越す獲物はキャンプにいる人全員、親族、その他に何

らかのやり方で分配された。

２　カリブー、ワモンアザラシ、若いヒゲアザラシ、若いタテゴトアザラシの

ように重量が５０ポンド（約２３キログラム）から２５０ポンド（約１１５キログラム）

までの獲物は、近親族の間でおもに分配された。

３　鳥、ウサギ、卵など小さい獲物は、捕獲した人の世帯のものとなり、分配

されない。

４　３でも量が多いときには、１や２のルールが適用される。

　シロイルカの場合は、キャンプ地の全世帯での分配が原則であった。このルールは現在

でも、規範として存在している。しかし、１９９０年代後半のアクリヴィク村のように人

口約４００名（８７世帯）の村では１頭のシロイルカを全世帯で分配するのは物理的に困

難である。シロイルカが１頭しか獲れない場合は近親族の者の間のみで分配される場合と、

ハンターによっては２０センチメートル四方のマッタックでも全世帯（現実的には欲しい

世帯ないし、もらいに来る世帯）に分配することがある（注９）。

　１９９９年のアクリヴィク村におけるシロイルカの分配は次のようであった。船外機付

き小型ボートで出猟したハンターが３頭以上のシロイルカを捕獲した場合には、ハンター

が小型ボート置き場にマッタックをもらいに来た人全員に対し、縦６０センチメートル横

３０センチメートル、厚さ２センチメートルあまりのマッタックを１、２枚づつ分与した。

獲物の大半はハンターとその近親族の間で分配され、消費された。

　私有の大型ボートによるシロイルカ猟では、ハンターとボート所有者の近親族には３０

キログラム以上のマッタックが分配されたが、１０名程度の村人が直接の分配を受けるに

すぎなかった。

　ハンター・サポート・プログラムによるシロイルカ猟では、村の全イヌイット世帯に１

０キログラムから３０キログラムのマッタックが分配された。

　このように捕獲頭数や捕獲主体によって分配されるマッタックや肉の分量が異なるが、

ここで強調しておきたいことは、村人全員にもしくは多くの人に分配すべきであるという
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写真５�一世帯が受け取ったシロイルカの皮部（カナダ・ヌナヴィク・アクリヴィク村）

写真６　シロイルカの干し肉�（カナダ・ヌナヴィク・アクリヴィク村）



３６

規範が現在でも機能していることである。

５－２　アクリヴィク村におけるシロイルカ資源の重要性

　１９６０年代以降、ライフル、船外機付き小型ボート、スノーモービルが極北地域へ導

入され、利用されることによって、狩猟単位の個人化が進展してきた。それまで複数のハ

ンターが協力して狩猟活動に携わっていたものが、新しい道具を利用することによって１

人か２人のハンターで行うことができるようになった。このような状況の中で、船外機付

き小型ボートを利用したシロイルカ猟では２人１組のハンターが単独ないしは複数組で、

大型ボートを利用したシロイルカ猟やセイウチ猟では６名あまりのハンターが共同して狩

猟活動に従事する数少ない狩猟である。

　この共同作業によって得られた獲物については、ハンター間での分配が行われるほか、

ハンターの親族や他の村人へ分配される。

　船外機付き小型ボートを利用したシロイルカ猟の場合には、狩猟に参加したハンターが

自分の取り分をとり、残りをもらいに来た村人に分配する。ハンターは自分の取り分の中

から親族にも獲物を分配する。この狩猟による分配では、獲物の総量が少なければ、アク

リヴィク村の全世帯には分配物が届かない可能性がある。

　私有大型ボートを利用したシロイルカ猟に参加したハンターたちが大半のマッタックと

肉をとり、大型ボートの船長の指示によってハンターの間でほぼ平等に分配される。ハン

ターに分配した後に、残った肉やマッタックを欲しい村人に船長が分配する。この場合も

獲物の総量が少なければ、アクリヴィク村の全世帯には分配物が届かない可能性がある。

なお、ハンターたちは自らの取り分の中からマッタックや肉を彼らの親族に分配する。

　一方、ハンター・サポート・プログラムによる村有大型ボートを利用したシロイルカ猟

では、村によって派遣されたハンターが自分の分を取った後に、すべてのマッタックと肉

は原則として全世帯へと分配される。

５－３　検討

　すでにフリーマンら(Freeman�et�al.�1998)によってシロイルカ資源は極北先住民イヌ

イットやイヌビアルイトにとって食料資源として、さらに社会・経済・文化的に重要な資

源であることが指摘されているが、ここでは資源の分配に着目して検討を加えてみたい。

　食料の分配には一種の相互扶助という経済的な機能がある。しかしまた、それ以外の効

果もあるのである。ここで提示した事例が示すように、シロイルカのマッタックや肉は総

量の多寡に関係なく、誰かと必ず分配される。さらにそれらは食事や贈り物を通して再度、

分配されていく。この分配という社会的実践によって、分配が行われるネットワークの基

になる社会関係が繰り返し利用され、その関係性が再確認され、社会関係が再生産されて

いくのである。特に、ハンター間の関係、ハンターと彼らの親族、近所の者、友人、同名

者(sauniq)、助産人(sanaji)との諸関係が食料資源の分配という実践によって再生産され
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ている。

　また、イヌイット流の獲物の分配は、相互に助け合うイヌイットという自覚と仲間意識

を生み出し続ける。ハンター・サポート・プログラムによる村全体での分配では、村人意

識、村全体での助け合いの規範が確認され、維持、強化されているのである。

　イヌイットをめぐる政治・経済状況が大きく変化した現在、食料資源の分配という実践

は、助け合いという機能のみならず、社会関係や仲間意識（イヌイット意識）の再生産と

深く関連している。このように見ると、アクリヴィク村のシロイルカ猟とその獲物の分配

は、経済的かつ、社会・文化的に重要な実践である。かかる理由からもイヌイットにとっ

てシロイルカ資源を管理し、長期的な視野に立って持続的に利用していくことは重要な課

題である。

（6）新たなシロイルカ管理計画（２００１年－２００３年）

　２００１年の春にシロイルカ管理５カ年計画の実施が終了した。ヌナヴィクの各村、ヌ

ナヴィク地域の狩猟・漁労・ワナ猟協会、マキヴィク、ケベック州政府、カナダ連邦政府

の漁業海洋省の代表者がシロイルカ管理のあり方について協議したところ、各村の代表か

らシロイルカの割り当て頭数について少なすぎると異論が噴出した。クアタック村はこの

管理体制から脱退することを表明した。新たな管理計画の確定が紛糾し、協議を重ねた結

果、旧体制では１年間の捕獲割り当て頭数の総数が２４３頭であったものが新体制では３

７０頭となった。

　北ケッベクのシロイルカ管理計画（２００１－２００３年）の概要を述べてみよう。

　北ケッベク全域は、ウンガヴァ湾、ハドソン海峡、東部ハドソン湾の３つのゾーンへと

分けられた。

　北ケッベクの全域には、次のような規則が適用されることになった。

1.�メスの成獣と子供のシロイルカのペアは捕獲しないこと。

2.�灰色の体色をもつ幼獣は捕獲しないこと。

3.�網を用いてシロイルカを捕獲しないこと。

4.�銛をうってからライフルを使用すること。

5.�しとめた獲物を村へ持ち帰ることができない場合には、狩猟しないこと。

6.�マッタクや肉を無駄にしないこと。食料として利用しうるパートは分配す

ること。

　これ以外に各ゾーンごとに規制が設定された。ウンガヴァ湾ゾーンは、カンギスカル

ジュアック、クージュアック、タシウヤック、アウパルク、カンギスクからなる。各村の

年間捕獲割り当ての上限は２５頭ずつである。捕獲はウンガヴァ湾ではなく、ハドソン海

峡で実施することが好ましいと言うことが決められた。さらに、ウンガヴァ湾内では８月

中、マカック河口では一年中、禁猟が決定された。
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　ハドソン海峡ゾーンはクアタック、カンギスッジュアック、サルイト、イヴィヴィクの

４ヶ村から構成されている。各村の年間捕獲割り当ての上限は３０頭ずつと定められた。

　東部ハドソン海峡ゾーンはアクリヴィク、プヴンニツック、イヌクジュアク、ウミウ

ヤック、クージュアラピクの５か村からなる。各村の年間捕獲割り当ての上限は２５頭ず

つと定められた。捕獲は主にハドソン海峡でおこなわれるべきとされ、ナスタプーカ川と

リトル・ホエール川の河口では７月中は禁猟とされた。さらに各地域での上限も設定され

た。ハドソン湾内の東側、ジェームズ湾内での年間最大捕獲頭数はそれぞれ３０頭、ナス

タプーカ川とリトル・ホエール川での年間最大捕獲頭数はそれぞれ１５頭と決定された。

　このようなシロイルカ資源の管理計画が実施されることになった。

　この資源管理は関係政府側と資源利用者側との共同管理であるが、新体制は利用者側の

要求を政府側がのむかたちとなった。利用者側は現在でも捕獲頭数制限の上限に不満を

持っている一方、政府関係者は新しい捕獲頭数制限の上限は高すぎるとの見解を持ってい

る。このような状態では、共同管理がうまく機能しているとは言い難いと言えよう。

（７）結びにかえて

　ここでは、カナダ・ヌナヴィク地域におけるシロイルカ資源の管理の状況とアクリヴィ

ク村における１９９９年１０月のシロイルカ猟とその獲物の分配について報告した。

　ヌナヴィク地域においては、シロイルカのマッタックや肉はハンター間、親族や他の村

人へと分配されるため、イヌイットの全世帯に行き渡っている。さらにこの分配の社会的

実践は村人意識、イヌイットであること、既存の社会関係の再生産に貢献している。シロ

イルカ資源をイヌイットが持続的に利用することは、イヌイットの社会関係や意識の再生

産にとって重要な要素のひとつであると言える。

　１９９６年より５カ年計画でマキヴィクが中心となりシロイルカ資源の管理を実施して

きた。その中心は、村ごとの捕獲頭数割り当て制の実施であった。さらに、２００１年か

ら２００３年かけて新たな資源管理体制が開始された。ここではヌナヴィク地域における

資源管理の問題点を整理しておきたい。

　筆者の調査によると、共同管理の一端を担うシロイルカ捕獲のクオータ制の実施には問

題がある。ヌナヴィクのイヌイットは村ごとにシロイルカの捕獲制限が課せられているこ

とは知っているものの、個々人のハンターの狩猟行動にはほとんどその制限が反映されて

いない。シロイルカ資源は減少していないと主張する多くのイヌイットは、シロイルカ資

源が減少しており、捕りすぎは禁物であるというマキヴィクらの見解や、捕獲割り当て頭

数制の理由を理解していないのである。また、村役場が村人のシロイルカの捕獲頭数を逐

一調べているわけでもない。例えば、１年間の捕獲頭数の割り当てが１５頭であるアクリ

ヴィク村では、１９９９年の１０月から１１月にかけて少なくとも４６頭が捕獲されてい

た。この頭数は国や州による法的な規制ではないため違法ではないが、共同管理の取り決
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めからみると好ましい捕獲頭数ではない。

　２００１年から開始された新しい管理体制は、政府関係者側の主張と資源利用者側の主

張がはげしくぶつかり、前者が後者に妥協する形で決着がついた。一年間における捕獲頭

数の上限が２４３頭から３７０頭へと増大したが、この頭数が妥当なものかに関しては何

ら科学的な裏付けも無ければ、先住民側からの民俗知識に基づく主張でもない。これは、

一種の協議による政治的妥協の産物であり、共同管理が効果的に機能しているとは言い難

いと思う。私は、共同管理において不可欠な要素の一つは、資源利用者側が主体となって

積極的に管理に参加し、取り組むかどうかであると思う。この点が、ヌナヴィク地域にお

けるシロイルカの管理において欠落している側面ではないかと思う。

　現在の共同管理の制度を実施する場合には、資源の現状や村ごとの捕獲頭数割り当ての

意義について村人に熟知してもらう必要がある。一方、ハンター側は自分たちの意見を科

学者や政府関係者側に理解してもらう必要がある。そのためにはマキヴィクの調査部と

HFTAは各村で説明会や意見交換会を繰り返し実施し、相互に意見や情報を交換しながら地

元からの協力を得ることが不可欠である。

　シロイルカのような大型の海洋生物は広域を回遊するため、広域のイヌイットがその同

じ資源を利用することになる。第二の問題は、他の地域のイヌイット、特にヌナヴトのイ

ヌイットとの資源利用をめぐる関係である。諸権益請求問題(land�claims)がカナダ政府

と４つの地域のイヌイットとの間で話し合われた結果、現在のイヌイットは北西準州、ヌ

ナヴト、ヌナヴィク、ラブラドールの４つの地方政府に属しており、それぞれ異なる規則

が適用されている。同一の回遊する海洋資源を利用している場合でもヌナヴトとヌナヴィ

クのイヌイットの間では異なる規制が適用されるのである。資源を地域間で適正に配分し、

公平に利用するためには、相互狩猟権などヌナヴトとヌナヴィクの代表者による話し合い

と取り決めが不可欠となる（注10）。同一の資源が地域外や外国の人々、企業によって開

発や利用の対象になっている場合には、事情がより複雑になることはいうまでもないこと

であるが、当事者（利害関係者）間の対話と相互合意のみが資源開発・利用問題の解決の

糸口になる。この場合、国家や地方自治体の調整者としての行政的な役割が重要となる。

国家や自治体が公平性を欠く場合には、NGO組織や文化人類学者らの監視者としての役割

が重要になると言えよう。

　第三の問題は、食料資源の安全性の問題である。ヌナヴィクのイヌイットは、「ジェー

ムズ湾および北ケベック協定」（１９７５）の中で、カナダ政府やケベック州政府と環境

保全に関して協定を締結しているが、政策としては効果的に実施されていない(Peters

1999)。近年、北極地方は大気汚染物の沈殿場所であるとの指摘がなされるようになった。

極北地方に熱帯や温帯地域から化学的汚染物が海流やジェット気流によって運ばれ、それ

が北極海周辺に沈殿し、食物連鎖を経てPCB、DDT、水銀など有害物質が動物の体内に蓄積

され、それを摂取すると人体に悪い影響が出てくる可能性があるということである。１９

９０年代に実施された母乳調査がきっかけとなって９０年代半ばより極北地域全域におい



４０

て環境汚染の調査やイヌイットの健康調査が実施されるようになった。そのような成果を

ふまえて資源管理の対策を講じるべきである。すなわち資源の安全性という質的な側面が

資源管理の上で重要になる。

　動物資源の存続や安全性を左右する環境問題は、その原因をさかのぼれば熱帯や温帯地

域における化学農薬の利用や工業廃棄物であり、地元のイヌイットだけでは解決すること

は不可能であり、カナダ政府、諸外国の政府や国際連合の協力が不可欠である。極北地域

の海洋資源の管理は、極北地域やカナダという国を越えた国際問題であることがわかる。

　ここで見てきたように、極北地域における海洋資源を持続可能な状態で利用するために

は、数量と安全性、公平な資源利用・分配という量的かつ質的な資源管理が必要である。

さらに、極北地域における食料としての海洋資源の管理は地域内、地域間、国家と地域、

国家間のさまざまなレベルのことがらが輻輳しながらかかわっており、広い視野と協力な

くしては成功し得ない事業であると言えよう。そして当事者であるイヌイットだけの努力

では資源・環境問題を改善したり、解決することができないことを我々は地球に住む一員

として肝に銘ずるべきである（注11）。

　最後に、先住民による資源の利用と管理に関する研究アプローチについて簡単に述べて

おきたい。本研究は問題解決の研究と言うよりも問題提起で終わってしまったが、ここで

提起した資源管理の問題を今後、どのように研究すべきなのか。筆者は、近年、脚光を浴

びつつある広義のポリティカル・エコロジー論(political�ecology)に注目したい。

　資源問題は地球環境問題と不可分な関係にあるが、後者については1980年代後半以降、

人文地理学者、社会学者、文化人類学者によってポリティカル・エコロジー論の視点から

活発に研究されるようになってきた（金沢�1999）。そこでは、「広義のポリティカル・

エコノミーの概念を導入し、人間による資源利用の政治経済的側面に焦点を当て、ミクロ

ないしローカルな文化・社会組織との機能的連関よりも、よりマクロないしグローバルな

政治経済システムとの関係にまで視野を拡大」している（金沢�1999:225）。金沢は既存

のポリティカル・エコロジー論のレビューを通して、当事者の相互作用に焦点を据える

「アクター分析」、環境に係わる「政策・制度分析」、「言説分析」を、地元での資源利

用の実態調査を総合させる必要性を述べている。さらに環境問題について環境破壊の連鎖

性を考慮に入れることを主張している（金沢�1999:226-229）。

　先住民が係わる資源問題の課題の一つが地球環境を破壊することなく、先住民とそれ以

外の人々が社会生活を営む上で必要な資源を持続的に利用するための資源管理の方法を模

索することであるとすると、金沢の主張は先住民の資源問題を考える上で、ひとつの指針

を示している。先住民が直面する資源問題の解決を目指すためには、現地での先住民によ

る資源の利用と管理の実態について現地調査を行い、ポリティカル・エコロジー論の視点

から、(1)資源問題の発生とその原因、（２）資源問題の社会・経済的な諸影響および環

境への諸影響、(3)資源問題の対策という資源問題に係わる動的な連環性を調査・研究す

ることが不可決であると言えよう。
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（＊）本研究の資料や情報は基盤研究(A)２・海外「先住民による海洋資源の利用と管

理」（研究代表者　岸上伸啓　課題番号１１６９１０５３）の一部として、１９９９年９

月１７日から１１月１２日までの期間にカナダ国オタワ、また、２００１年１１月２７日

から１２月９日までの米国ワシントンとカナダ国モントリオールでの調査において、シロ

イルカ管理に関する最新の情報を収集した。モントリオール、クージュアック村、アクリ

ヴィク村において収集された。モントリオールにおいてはマキヴィク調査部のStas

Olpinski氏からマキヴィクの生物資源調査や管理についての話しをうかがった。アクリ

ヴィク村ではAdamie�Anautak、Adamie�Alayco、Lukassie�Qinuajuak、Johny�Qaqutuk、

Eli�Aullalukの諸氏からシロイルカ猟について話しを聞いた。また。Ainalik�Alayco氏は

２度、小型ボートによるシロイルカ猟へ同行させてくれた。これらの方々に感謝の微意を

表すものである。

注

（注１）シロイルカについては、生物学的な研究(Born�et.�al.�1994;Heide-Jorgensen

et.al.�1998;�Richard,�P.R.et.al.�1998a,�b;�Hubbard�et.al.�1999)、考古学やエスノ

ヒストリー研究(Lucier�and�Vanstone�1995;�Savelle�1995)、民俗知識(Huntington,�et.

al.�1999;�Mymrin�1999)、狩猟の変化(Morseth�1997)、共同管理(Adams�et.al.�1993;

Richard�and�Pike�1993;�Sejersen�2001)などについての研究が近年、盛んに行われてい

る。

（注２）遺伝子分析は、イヌイットのどのグループが、どのグループのシロイルカを捕獲

しているかを確定するために実施されている。

（注３）イヌイットが使用済みの乾電池、石油缶、プラスチック袋などをツンドラや海中

に投棄することからの環境への悪影響も存在している（スチュアート　1992:81）。

（注４）HFTAは各村に委員会があり、本部はクージュアックのマキヴィク・ビルの中にあ

る。主な役割はヌナヴィクのイヌイットに資源管理についての問題点を知らせることであ

る。同委員会の決定事項は法的な権威性をもっていない。一方、狩猟・漁労・ワナ猟調整

委員会（HFT�Coordinating�Committee）はカナダ連邦政府、ケベック州政府、クリー、ナ

スカピ、ヌナヴィク・イヌイットの代表からなり、年に４回、動植物資源の管理について

アドヴァイスをする。また同委員会はライセンス、調査許可、狩猟権を与える力を持つ。

（注５）１９８０年代の半ばから１９９０年頃まで、アクリヴィク村の村有大型ボートは

ハドソン湾南のリッチモンド湾まで約２週間遠征し、シロイルカ猟を行っていた（岸上

1993）。ガソリン代ほか経費がかさむため狩猟地はリッチモンド湾からイヴイヴィク村周

辺へと変更になった。

（注６）１９９９年１０月にはプヴンニツックから来た２つのグループのうち１つは、

ケープ・スミス島でキャンプ生活を送りながら、シロイルカ猟に従事していた。
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（注７）シロイルカのような大型動物を捕獲することは、１人前のハンターになった証と

なる。はじめてシロイルカを捕獲した若者は、シロイルカの頭部をまるごと、彼の助産人

にプレゼントするために、プヴンニツックへ持ち帰った。

（注８）ハンター・サポート・プログラムとは、「ジェームズ湾および北ケベック協定」

(James�Bay�and�Northern�Quebec�Agreement)を締結した結果、ケベック州政府が１９８

２年１２月に法案８３として制定したものである。そのプログラムの目的は、イヌイット

の狩猟、漁労、ワナ猟など食料獲得活動を促進させ、長期的に維持させ、かつそのような

活動から得られる産物をイヌイットに供給することを保障することであった。そのプログ

ラムの資金の運用は、配分後は各村に任されており、村用の大型ボートや大型冷凍庫を購

入したり、肉や魚を村のハンターや隣村から購入し、村人にそれらを無料で提供すること

が可能となった（岸上�1998b:32-33,�1998a,�c）。

（注９）イヌイットの人口が1265名あまりのウンガヴァ湾にあるクージュアックでは、１

９９９年の初夏にある親子がカンギスク村の近くでシロイルカを２頭捕獲した。その親子

は２０センチメートル四方の大きさににマッタックを切り、村の全世帯へと分配したと言

う。また、同年、学校の狩猟実習で子どもちがシロイルカを１頭捕獲したが、これは同村

の老人がいる４０世帯へ分配したと言う。

（注10）ヌナヴトとグリーンランドとの間にもシロイルカなど鯨類について同様な問題が

あり、国際協定がある(Richard�and�Pike�1993)。アラスカ北西部とカナダ西部極北地域

の先住民の間で共同管理のための委員会(Adams,�et.al.�1993)を創設しようとしたが、こ

れは失敗した。

（注11）地域環境問題との関連で第三世界のポリティカル・エコノミー論を概観した金沢

謙太郎は、「第三世界の環境や資源をめぐる問題は、今や同時に日本国内の問題でもある。

それは、第三世界に対して何をするかという問いだけでなく、日本国内において何をする

かという社会的・政治的な選択肢とも関わっている」（金沢�1999:224）と述べている。
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