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ヌナヴト野生生物管理委員会における「伝統的な生態学的知識」の活用

－現状と問題点―

大村　敬一

（大阪大学）

（１）はじめに

　今日、カナダ極北圏における野生生物資源の管理の現場では、極北の先住民であるイヌ

イトの人々の「伝統的な生態学的知識」（Traditional� Ecological� Knowledge:�TEK）と

近代科学の「科学的な生態学的知識」（Scientific� Ecological�Knowledge:�SEK）を両立

させるための方策を考えることが急務となっている。

　「伝統的な生態学的知識」とは、先住民の人々が過去数百年にわたる環境との相互作用

を通して培ってきた知識と信念と実践の統合的体系のことである（Berkes�1993,�1999;�Hunn

1993;�Lewis�1993;�Nakashima�1991）。かつて、この「伝統的な生態学的知識」は、自然

環境を精確に把握した実用的に優れた知識として欧米近代社会から高い評価を得てきたも

のの、近代科学より劣った「未開」の、あるいは「原始的」思考の産物とみなされるにす

ぎなかった。肯定的にイメージされるにせよ、否定的にイメージされるにせよ、「伝統的

な生態学的知識」は近代科学のような客観性や体系性をもたず、環境への適応という切迫

した必要性を満たすだけの具体的で実用的な範囲でしか発達することのなかった抽象性と

一般性に乏しい知識であるとみなされてきたのである。しかし、近年では、先住民の人々

の「伝統的な生態学的知識」は近代科学と対等な知的所産として認められるようになり、

人間中心主義的で自文化中心主義的になりがちな近代科学を相対化し、その欠点を是正す

る可能性を秘めた新しいパラダイムとして、欧米近代社会の一部から期待の眼差しを向け

られるようにすらなっている。環境破壊に象徴されるような近代科学の問題点への不信感

が高まるにつれ、自然環境を人間の都合に合わせて一方的に開発してゆこうとする近代科

学の欠点を是正するために、「自然と共生している」とされる先住民から学ぼうという機

運が盛り上がっているからである。

　特にカナダ極北圏においては、1970 年代後半に野生生物資源の管理に先住民が参加する

共同管理制度（co-management� regime）が芽生えて以来、共同管理に近代科学の「科学的

な生態学的知識」だけでなく、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」を活用する必要性が、

次の二つの理由から認識されるようになってきた。一つには、この 15 年ほどの間、主に

人類学を中心に「伝統的な生態学的知識」に関して数多くの研究が行なわれ、従来は「未

開の科学」とみなされてきたイヌイトの「伝統的な生態学的知識」が近代科学と対等なパ

ラダイムとして認められるようになり、生物学者や野生生物管理官を含めて広く一般に、

「伝統的な生態学的知識」を尊重する姿勢が浸透するようになってきたからである。また、
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もう一つには、共同管理が十全に機能するためには、意志決定の過程にイヌイトが参加す

ることはもちろんのこと、意志決定の根拠として近代科学の「科学的な生態学的知識」だ

けではなく、イヌイトの人々の「伝統的な生態学的知識」を活用する必要が生じるように

なってきたからである。

　しかし、このようにイヌイトの「伝統的な生態学的知識」を「科学的な生態学的知識」

とともに活用する必要性が高まっているにもかかわらず、「伝統的な生態学的知識」と近

代科学を両立させる試みは順調に進展していると言えない（Collings� 1997;�Nadasdy�1999;

大村 2001,2002;�Stevenson�1996;�Wenzel�1999）。むしろ、近年では、野生生物管理の現

場では、「伝統的な生態学的知識」と近代科学は、意志決定の主導権をめぐって競合しあ

う敵対的な関係に陥ってしまっているとさえ言える（Collings� 1997;�Morrow�and�Hensel

1992;�Nadasdy�1999;�大村 2002）。イヌイトの「伝統的な生態学的知識」と近代科学の「科

学的な生態学的知識」という二つの種類の知識と信念と実践の体系は、それぞれを駆動し

ているイデオロギーが大きく異なっているために統合することが困難であり、場合によっ

ては、共同管理の現場で対立してしまう場合すらあったからである（大村�2002）。そして、

「伝統的な生態学的知識」への認識が高まり、その研究がさかんに行なわれているにもか

かわらず、この 2 つの体系を統合する具体案がいっこうにあがってこない現状を前に、イ

ヌイトの人々は、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」の尊重というスローガンは科学者

の単なるリップサービスにすぎず、科学者や管理官が実は本気で「伝統的な生態学的知識」

をとりあげるつもりがないことを隠蔽するためのごまかしではないかと疑っていると報告

されている（Nadasdy�1999:�2-3）。また、一方で、科学者や管理官の側も、急激な社会・

文化の変化を経た今日の先住民社会には、「伝統的な生態学的知識」はすでに失われてい

るのであって、先住民の人々が「伝統的な生態学的知識」の重要性を強調することは、先

住民の人々が環境管理の主導権を奪取するための策略ではないかと疑っているという

（Nadasdy�1999:�2-3）。「伝統的な生態学的知識」と近代科学の統合や両立をめぐる問題

は、今日の極北圏の潜在的な火薬庫とでも呼べるような状態にあるのである。

　こうした状況を背景に、今日の共同管理の現場では、イヌイトの「伝統的な生態学的知

識」と近代科学の「科学的な生態学的知識」をうまく両立させるための方策について考え

ることが急務となっている。どのようにすればイヌイトの「伝統的な生態学的知識」を近

代科学の「科学的な生態学的知識」とともに活用してゆくことができるのか。この問題は

共同管理を推進するうえでの死活問題となっていると言えるだろう。

　本稿では、こうした共同管理の現場におけるイヌイトの「伝統的な生態学的知識」と近

代科学の「科学的生態学的知識」の両立をめぐる問題について考察するために、カナダの

ヌナヴト準州（Nunavut�Territory）のヌナヴト野生生物管理委員会（Nunavut� Wildlife

Management�Board:�NWMB）におけるイヌイトの「伝統的な生態学的知識」の活用の現状に

ついて検討する（注１）。まず、本稿では、カナダにおける共同管理制度の成立の背景に

ついて概観したうえで、ヌナヴト野生生物管理委員会の目的と組織、活動の概要について
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簡単に紹介する。そして、ヌナヴト野生生物管理委員会におけるイヌイトの「伝統的な生

態学的知識」の活用の現状について検討し、その成果と問題点について考察することによ

って、野生生物管理に「伝統的な生態学的知識」を活用するうえでの問題点について考え

る。さらに、最後には、以上の考察に基づいて、野生生物管理に「伝統的な生態学的知識」

を活用するためには、従来行なわれてきたような生物種ごとのイヌイトの知識の調査と研

究に加えて、「伝統的な生態学的知識」の全貌を明らかにするような調査と研究が依然と

して必要とされているのではないかという問題提起を行う。

（２）カナダにおける共同管理制度：背景と概況

　カナダ極北圏においては、1970 年代後半以来、先住民の人々が野生生物資源管理のため

に行われる調査、分析、意志決定の全過程に、国家や地方自治体の行政組織と対等の資格

で参加する共同管理制度（co-management� regime）が次々に実現されてきた。この共同管

理制度の実現にあたっては、主に次の二つの動向が重要な役割を果たしたと言える（注２）。

一つには、イヌイトの人々が自身の権利を再度手にするためにカナダ連邦政府もしくは州

政府に対して展開してきた先住民運動（注３）であり、もう一つには、人類学における「伝

統的な生態学的知識」の研究の進展による先住民の「伝統的な生態学的知識」の再評価で

ある�（大村�2002）。

　イヌイトの先住民運動が活発化するようになる 1970 年代以来、今日にいたるまで、イ

ヌイトは先住民運動の一環として、従来、欧米のドミナント社会が近代科学のパラダイム

に従ってイヌイトの意向とは関係なく勝手に展開してきた環境管理や環境開発に対して異

議を申し立てを行ってきた。イヌイトが自身のテリトリー（生活領域）で行われる環境管

理や環境開発の過程に主体的に参加する権利を主張するようになり、欧米のドミナント社

会の利害に基づいて一元的に行われてきた環境開発や環境管理をめぐる従来の政策決定の

あり方と、その基礎となってきた近代科学のパラダイムの一極支配に対して修正を求めて

きたのである。当初、この異議の申し立ては、カリブーやクジラ、様々な渡り鳥など、絶

滅が危惧された野生生物種を保護するために、イヌイトのあずかり知らぬ国際協定や国内

法によって決定された禁猟や禁猟期に対する反対や、マッケンジー川流域などで発見され

た埋蔵資源の開発などへの反対運動として始まった。

　こうしたドミナント社会の環境管理計画や大規模環境開発の推進者たちは、その環境に

暮らしているイヌイトへの配慮に欠け、イヌイトの意見を聞くことすらなかっただけでな

く、カリブーなどの絶滅が危惧されていた野生生物の減少は、高性能ライフルやスノーモ

ービルを手に入れたイヌイトが無節操な乱獲をするようになった結果であるとみなし、イ

ヌイトを管理能力に欠けた無謀な乱獲者として非難することすらあった（Nakashima� 1991）。

特に、生物学者の間では、外的規制がない自然状態の人間には自制心がないとするホッブ

ス的思想と、マンモスやサーベル・タイガーなどの生物種の絶滅が、初期人類の乱獲によ
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って引き起こされたという根拠の曖昧な仮説に従って、イヌイトを含めた狩猟・採集民は

本質的に無節操な乱獲者であるとみなす傾向が強く、高性能ライフルやスノーモービルな

どの近代的装備を手に入れる以前は、たまたまイヌイトの生業技術が「原始的」であるた

めに生態系のバランスが維持されてきたにすぎないとみなしてきたのである（Collings

1997;�Freeman�1985）。

　極北人類学における「伝統的な生態学的知識」は、こうしたイヌイトに対する偏見を是

正し、ドミナント社会の勝手な環境管理と環境開発に修正を求めるイヌイトの先住民運動

の理論的基盤を提供してきた。極北人類学では、この 20 年ほどの間にイヌイトの「伝統

的な生態学的知識」について盛んに研究され、極北の環境に関するイヌイトの「伝統的な

生態学的知識」が、欧米近代の自然観とは異質な独自の世界観に基礎付けられていること

が明らかにされてきた（大村�2002）。ユダヤ＝キリスト教思想とデカルト思想の流れを汲

む欧米近代の自然観が、「自然：人間」あるいは「自然：文化（社会）」という二元論に

基づいているのに対し、イヌイトは自然と人間を切り離さずに同一の一体的な全体として

捉える一元的な世界観をもっており、極北圏の厳しい環境に適応するために数千年にわた

って培ってきたイヌイトの「伝統的な生態学的知識」は、そうした一元的な世界観を基盤

としていることが明らかとなってきたのである。そして、こうしたイヌイトの世界観に沿

って読解してゆけば、かつては、非合理的で荒唐無稽な迷信とみなされてきた「伝統的な

生態学的知識」も、その精確さや説明力の点で、「科学的な生態学的知識」に勝るとも劣

らないことが明らかにされた（e.g.� Freeman�1985,1993）。また、これらの諸研究は、こ

うした「伝統的な生態学的知識」に従って実践されるイヌイトの生業活動が、環境管理の

面でも優れた能力をもっていることを実証的に明らかにし（Freeman� 1985,1993）、イヌイ

トに対する欧米近代社会の偏見を是正しただけでなく、近代科学に勝るとも劣らないイヌ

イトの「伝統的な生態学的知識」を環境開発や環境管理の現場で活用することの重要性を

強調することで（Freeman�1976,1985;�Freeman�and�Carbyn�1988）、欧米のドミナント社

会のイヌイトに対する偏見と勝手な環境開発に異議を申し立てるイヌイトの先住民運動に

理論的な基盤を提供してきたのである。

　こうした背景を受けて、カナダ極北圏においては、1970 年代後半以来、先住民の人々が

野生生物資源管理のために行われる調査、分析、意志決定の全過程に、国家や地方自治体

の行政組織と対等の資格で参加する共同管理制度が次々に実現されていった。まず、1975

年の「ジェームズ湾および北ケベックにおける狩猟・漁労・罠猟の管理制度」（James� Bay

and�Northern�Quebec�hunting、�fishing�and�trapping�regime）を皮切りに、1981 年に

は北アラスカでの「アラスカ捕鯨管理制度」（Alaska� whaling�regime）、1982 年の「ビヴ

ァーリーおよびカミノゲアク・カリブー管理制度」（Beverly� and�Kaminuriak�caribou

management� regime）、1985 年の「イヌヴィアルイト野生生物捕獲および管理制度」

（Inuvialuit�wildlife�harvesting�and�management�regime）、1986 年の「シロイルカ管

理制度」（Beluga�management�regime）と「カナダ・ポーキュパイン・カリブー群管理制
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度」（Canadian�Porcupine�caribou�herd�management�regime）、�1993 年の「ヌナヴト野

生生物管理制度」（Nunavut�wildlife�management�regime）など、イヌイトをはじめとす

る先住民の人々が野生生物の管理に参加する共同管理制度が次々に設立されてきた。

　これらの共同管理制度は、大きく次の二つの種類に分類することができる（Treseder� and

Honda-McNeil�1999）。一つには、先住民と連邦政府もしくは州政府との間に結ばれた協定

（例えば「ヌナヴト協定」）の結果として成立し、その協定が効力をもつ地域内における

多種の野生生物の管理を統合的に行うための制度（例えば、「ヌナヴト野生生物管理制

度」）であり、もう一つには、先住民と政府の協定とは関係なく、絶滅が危惧された広域

を移動する単一の野生生物を広域管理する制度（例えば、「ビヴァーリーおよびカミノゲ

アク・カリブー管理制度」）である。しかし、いずれの場合においても、こうした共同管

理制度では、野生生物資源管理のために行われる調査、分析、政策決定の全過程に、イヌ

イトが国家や地方自治体の行政組織と対等の資格で参加することが保証されると共に、そ

の調査と分析の過程では、近代科学とイヌイトの「伝統的な生態学的知識」が対等な資格

で協力すべきであることがうたわれている。

　確かに、これらの共同管理制度においては、それぞれの制度における意志決定の場であ

る委員会（board）は政策決定権をもたず、政府への勧告権しかもたないとはいえ（Osherenko

1988）、それぞれの委員会は政府側代表と先住民側代表の数が均等になるように構成され

ており、意志決定の場で先住民が政府と対等な資格を保持するように配慮されている。ま

た、「我々の任務は伝統的な知識と科学を統合することである」（De� Cotret� 1991:8：

Bielawski�1996 より引用）というカナダ環境大臣による発言にみられるように、1990 年

代には、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」を近代科学に統合することの重要性が認識

されるようになり、これらの共同管理制度においても、イヌイトの「伝統的な生態学的知

識」と「科学的な生態学的知識」を統合することが重要な課題となっている（Gunn、

Arlooktoo�and�Kaomayok�1988;�Treseder�and�Honda-McNeil�1999）。

（３）ヌナヴト野生生物管理委員会の概要

　ヌナヴト野生生物管理制度（Nunavut� wildlife�management�regime）は、以上のような

経緯を経て成立してきたカナダにおける共同管理制度の一つであり、その中心となってい

る組織がヌナヴト野生生物管理委員会（Nunavut� Wildlife�Management�Board:�NWMB）で

ある。このヌナヴト野生生物管理委員会を中心とするヌナヴト野生生物管理制度は、1993

年にイヌイトとカナダ連邦政府との間に結ばれた「ヌナヴト協定」（Nunavut� Land�Claim

Agreement�：NLCA）（注４）の結果として成立し（Article� 5）、この協定に従って 1999

年 4 月 1 日に発足したヌナヴト準州（Nunavut� Territory）内における多種の野生生物の

全般をイヌイトと連邦政府が共同で管理するために設立された。
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３－１　目的と組織の概略

　このヌナヴト野生生物管理制度の中心組織であるヌナヴト野生生物管理委員会の果たす

べき役割や従うべき原則、またその設立の法的根拠は、ヌナヴト協定法によって規定され

ており（Article�5.2.33）（NWMB�1999:�3）、その予算もヌナヴト協定法に基づいて連邦

政府から交付されている（NWMB� 1999:�8）。しかし、このように予算を連邦政府から受け

てはいるが、この委員会は政府機関ではなく、法人組織であり、政策の決定権はない（NWMB

1999:�3）。

　このヌナヴト野生生物管理委員会の目的は、その設立の法的根拠がヌナヴト協定にあり、

その原則と目的がヌナヴト協定に定められていることからもわかるように、第一にヌナヴ

ト協定で認められた生業権などのイヌイトの権益を守ることであり、そのうえで野生生物

の保全と持続可能な経済活動とを最大限に効果的に行うための調整を行うことである

（NWMB�1999:�3-4）。また、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」とイヌイトの野生生物

管理の有効性を認め、その補助を行うとともに、イヌイトが調査活動を含む野生生物管理

の全側面で適切な役割を果たすように調整することも重要な目的としている（NWMB� 1999:

3-4）。

　ただし、この委員会には法的には政策の決定権はなく、あくまでもその役割は政策の決

定権をもつ政府に対して勧告を提出することである（NWMB� 1999:�3）。また、ヌナヴト準

州はイヌイトの自治政府ではなく、非イヌイトの住民を含むヌナヴト準州の住民すべてを

代表する地域政府であり、イヌイトの権益を代表するわけではないため、ヌナヴト野生生

物管理委員会は、ヌナヴト準州政府と連邦政府の間の調停だけでなく、ヌナヴト・トゥン

ガヴィク会社（Nunavut�Tunngavik�Incorporated）（注５）やキチクミウト・イヌイト協

会（Kitikmeot�Inuit�Association）（注６）など、ヌナヴト準州政府とは別に存在する

イヌイトの代表組織と上記の二つの政府の間の調停も行わなければならない。つまり、ヌ

ナヴト野生生物管理委員会は、ヌナヴト準州における野生生物の管理を実際に実施する行

政組織ではなく、ヌナヴト協定に従ってイヌイトの権益を第一に守りながら、野生生物の

利用と管理をめぐる問題についてイヌイトとヌナヴト準州政府とカナダ連邦政府の三者間

の調整を行うための組織なのである。

　このヌナヴト野生生物委員会を中心とするヌナヴト野生生物管理制度の組織の概略は、

次のとおりである（図 1 参照）（注７）。

　ヌナヴト準州内の野生生物の管理をめぐる問題について協議を行い、ヌナヴト準州政府

と連邦政府に対して勧告を行う委員会の事務所はヌナヴト準州の州都であるイカルイト

（Iqaluit）にある。この委員会は、８名の構成員（member）と１名の議長（chairperson）

からなり、その内４名が政府の代表、４名がイヌイトの代表である。政府の代表４名は、

連邦政府の環境省（Department� of�Environment）からの代表１名、連邦政府の漁業海洋

省（Department�of�Fishery�and�Ocean）からの代表１名、連邦政府のインディアン北方

省（Department�of�Indian�Affairs�and�Northern�Development）からの代表１名、ヌナ
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図１：ヌナヴト野生生物管理委員会の組織の概要 
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ヴト準州の持続的発展省（Department� of�Sustainable�Development）からの代表１名か

らなっている。また、一方で、イヌイトの代表４名は、キチクミウト・イヌイト協会

（Kitikmeot�Inuit�Association）からの代表１名、ケケックタニ・イヌイト協会（Qikiqtani

Inuit�Association）からの代表１名、キヴァッレック・イヌイト協会（Kivalliq� Inuit

Association）からの代表１名、ヌナヴト・トゥンガヴィク会社（Nunavut� Tunngavik

Incorporated）からの代表１名からなっている。この委員会は３ヶ月に一回の定例会議を

開いているが、その会場はイカルイトではなく、ヌナヴトに２７カ所ある町村を一つずつ

回るかたちで開催される。また、この委員会の会議は原則としてすべて公開されており、

誰でも傍聴することができ、その会議録もインターネット上のヌナヴト野生生物管理委員

会のホームページで閲覧することができる。

　そして、この委員会のもとに、ヌナヴト準州の三つの行政地域であるキチクミウト

（Kitikmeot）地域、ケケックタニ（Qikiqtani）地域、キヴァッレック（Kivalliq）地域

の管理委員会（management�board）があり、さらに、これらの三つの管理委員会のもとに、

それぞれの地域にそれぞれ７カ所、１３カ所、７カ所ずつある町村のハンターおよびトラ

ッパー組合（Hunters� and�Trappers�Organization）が配置されている。ただし、ヌナヴ

ト野生生物管理委員会と三つの地域の管理委員会の間の関係は、ヌナヴト管理委員会が連

邦政府から交付された予算を三つの地域管理委員会に割り振るという予算上の関係だけで、

相互の連携はない。また、ヌナヴト野生生物管理委員会には、野生生物管理官（director）

１名と野生生物管理補佐官（assistant� director）１名、「イヌイトのホッキョククジラ

に関する知識の研究」（Inuit� Bowhead� Knowledge� Study）プロジェクトの調整官

（coordinator）１名、「捕獲量調査」（Harvest� Study）プロジェクトの調整官

（coordinator）１名が配置され、それぞれが野生生物管理の調整とそれぞれのプロジェ

クトの調整につとめている。

３－２　活動の概要

　以上のように、ヌナヴト野生生物管理委員会は、ヌナヴト協定に保証されたイヌイトの

権益を守ることを第一の目的とし、そのうえで、ヌナヴト準州内の野生生物の管理をめぐ

る問題について、イヌイトとヌナヴト準州とカナダ連邦政府の三者間の調整を行うことを

目的とする組織であるが、その具体的な活動については、次の４つの領域に分類して整理

するとわかりやすい。すなわち、（１）ヌナヴト準州内の様々な野生生物の管理を行うた

めの制度の整備と調整、（２）イヌイトの「伝統的な生態学的知識」とイヌイトの野生生

物捕獲の現状に関する調査と研究、（３）ヌナヴト準州内の野生生物管理にかかわる調査

と研究に対する資金援助とその査定、（４）野生生物管理に関する教育と啓蒙である。

　こうしたヌナヴト野生生物管理委員会の具体的な活動については、1998 年と 1999 年の

活動状況を事例にすると、次のように要約することができる（注８）。

３－２－１　野生生物管理制度の整備と調整
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　この活動には、イヌイトの生業活動、イヌイトと非イヌイトによる漁業、観光目的のス

ポーツ猟など、イヌイトと非イヌイトによる野生生物の利用を調整し、持続可能な利用を

可能とする管理制度を整備したり、すでに実働している管理制度の調整をしたりする活動

が含まれる。この領域の活動として、次のような活動をあげることができる。

（A）パングネグトング（Pangnirtung）で 1998 年に行われたイヌイトの生業ホッキョク

クジラ猟の許可と支援。

（B）イヌイトの各共同体での生業ホッキョクグマ猟に対するホッキョクグマ捕獲数の割

り当ての調整。

（C）デービス（Davis）海峡におけるヒラメ漁業への 1500�メトリック・トンのヒラメの

割り当ての決定と、レゾリューション（Resolution）島沖のエビ漁業への 500 メトリック・

トンのエビの割り当て。

（D）イグルーリク（igluulik）、コーラル・ハーバー（Coral�Harbour）、ハル・ビーチ（Hall

Beach）、ケープ・ドーセット（Cape� Dorset）、サッルイト（Salluit）における観光目的

のセイウチのスポーツ猟の規制。

（E）観光目的の大型動物のスポーツ猟をガイドするために必要な免許資格の再検討の開

始。

（F）現行のセイウチ管理制度について再検討を行うためのセイウチ研究部会（Walrus

Working�Group）の設置。

（G）南東バッフィン・シロイルカ管理委員会（Southeast� Baffin� Beluga�Management

Committee）からの勧告を受け、現行のシロイルカ管理制度である割当制について再検討

を開始。各地域共同体のハンターおよびトラッパー組合と連邦政府の漁業海洋省が共同で

シロイルカの実態調査を行うための共同監視計画（interactive� monitoring�program）の

検討。

（H）イッカククジラ研究部会（Narwhale� Working�Group）からのイッカククジラ管理制

度の改訂の勧告を受けて、各共同体にイッカククジラの捕獲数を割り当てる割り当て制度

の見直しを開始。各共同体の自主的な管理である共同体基盤型管理制度への移行の検討と

その試験的な実施。

３－２－２　イヌイトの「伝統的な生態学的知識」と野生生物捕獲の現状に関する調査と

研究

　現在、ヌナヴト野生生物管理委員会では、委員会が直接に行っている調査と研究が二つ

ある。一つは、「イヌイトのホッキョククジラに関する知識の研究」（Inuit� Bowhead

Knowledge�Study）であり、もう一つが「捕獲量調査」（Harvest� Study）である。

　前者の「イヌイトのホッキョククジラに関する知識の研究」は、ヌナヴト協定によって

ヌナヴト管理委員会が実施するように定められた研究であり（Article� 5.5.1-2）、1995 年
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より開始されて 2000 年に最終報告書（NWMB� 2000）が公表された。この調査の概略につい

ては、次の節で詳細に検討する。後者の「捕獲量調査」は、イヌイトの生業活動に必要な

適切な野生生物の捕獲量を明らかにし、野生生物管理の基礎データを収集するために、1995

年より開始された調査であり、ヌナヴト準州のすべてのイヌイトが行っている生業活動を

対象に、その野生生物の捕獲の実態に関する調査を現在でも継続して調査を行っている。

この調査では、ヌナヴト準州にある２７の町村のハンターおよびトラッパー組合から推薦

され、イカルイトのヌナヴト野生生物管理委員会で調査の訓練を受けたイヌイトの現役ハ

ンターが、各共同体での野生生物の捕獲の現状について、あらかじめヌナヴト野生生物委

員会で定められた調査項目と調査方法に従って調査を行い、その調査によって集められた

データが、ヌナヴト準州の三つの行政地域ごとに設けられた三つの野生生物管理委員会を

通して、ヌナヴト野生生物管理委員会の調整官のもとに集められ、そこで整理と分析が行

われている。この調査は現在でも進行中であり、その成果はまだ公表されていない。

　また、以上の調査と研究に加えて、ヌナヴト野生生物管理委員会は、カナダ連邦政府の

漁業海洋省、北西準州政府（Government� of�Northwest�Territory）、ヌナヴト調査機構

（Nunavut�Research�Institute）、ヌナヴト野生生物委員会のそれぞれが収集した野生生

物に関するデータを共有するために、これらの組織に共通のデータベースを作成する作業

も行っている。

３－２－３　ヌナヴト準州内の野生生物管理にかかわる調査と研究に対する資金援助とそ

の査定

　現在、ヌナヴト野生生物管理委員会は、ヌナヴト協定に従って連邦政府より受けている

資金をもとに、次の二つの種類の調査研究補助を行っている。一つは、ヌナヴト野生生物

調査信託基金（Nunavut�Wildlife�Research�Trust）であり、主に政府組織を対象として

いる。もう一つは、ヌナヴト野生生物管理委員会研究基金（Nunavut� Wildlife�Management

Board�Study�Fund）であり、各地域の野生生物管理組織やハンターおよびトラッパー組合

などの非政府組織を対象としている。

　これらの資金援助を通して、ヌナヴト野生生物管理委員会は、野生生物管理にかかわる

調査と研究を奨励するとともに、それらの調査と研究がヌナヴト準州の野生生物資源管理

やイヌイトの利益に役立つかどうか、それらの調査にイヌイトが参加し、イヌイトの意見

が効果的に採り入れられているか、あるいは、その成果がイヌイトを含め一般に効果的に

公開されているかなどについて監視し、現在行われている野生生物の調査と研究の指導と

監督を行っている（NWMB�1999:19-20）。

３－２－４　野生生物管理に関する教育と啓蒙

　以上の活動に加え、ヌナヴト野生生物管理委員会は、野生生物の管理の重要性を一般に

啓蒙するために、野生生物管理に関する教科書やパンフレット、ビデオなどを作成し、野
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生生物に関する様々な知識とイヌイトの生業活動の重要性に関する情報を広く一般に広め

る活動を随時行っている。

（４）ヌナヴト野生生物管理委員会における「伝統的な生態学的知識」の活用の現状

　以上のようにヌナヴト野生生物管理委員会は、野生生物管理のための制度の整備と調整

から、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」の調査、野生生物管理に関する啓蒙にいたる

広範な活動を展開しているが、その活動の中でイヌイトの「伝統的な生態学的知識」はど

のように活用されているのだろうか。この節では、ヌナヴト野生生物委員会でのイヌイト

の「伝統的な生態学的知識」の活用の現状について検討する。

４－１　「伝統的な生態学的知識」の活用の原則

　ヌナヴト野生生物委員会は、先にみたように、第一にイヌイトの権益を守るとともに、

イヌイトが調査活動を含む野生生物管理の全側面に適切な役割を果たすように調整するこ

とを目的としているため、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」を野生生物の管理に効果

的に活用することは、この委員会にとってもっとも重要な問題の一つである。

　しかし、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」をどのように活用するのかについて、ヌ

ナヴト野生生物管理委員会で取り決められた原則やガイドラインは存在しない（注９）。

一般に、ヌナヴト野生生物管理委員会では、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」と近代

科学の「科学的な生態学的知識」はまったく異なったパラダイムであり、この二つの体系

を統合することは、それぞれの独自性を損なうことになるという認識があり、「伝統的な

生態学的知識」と「科学的な生態学的知識」の統合を行うことについては否定的である。

むしろ、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」と近代科学の「科学的な生態学的知識」の

それぞれに基づく見解を委員会の会議の場で提示して吟味し、それぞれの事例ごとに協議

することによって、その時々の事例にもっとも適した「伝統的な生態学的知識」と「科学

的な生態学的知識」の活用を考えてゆく方針がとられている。

　具体的には、ある特定の動物種に関するイヌイトの「伝統的な生態学的知識」の活用が

必要な場合、その「伝統的な生態学的知識」を必要とする委員会や調査部会によってその

調査が行われ、その調査に基づく勧告が委員会の会議で審議されるというかたちをとる。

例えば、シロイルカの割り当て制について 1998 年に再検討を開始することが決定された

事例においては、南東バッフィン・シロイルカ管理委員会によって、シロイルカに関する

イヌイトの「伝統的な生態学的知識」の調査が行われ、その調査の成果（NWMB� 1998）が

公表されるとともに、その調査成果に基づいた勧告がヌナヴト野生生物管理委員会に提出

され、その結果、委員会の会議でその勧告の審議が行われた。そして、その勧告が採用さ

れ、各地域共同体のハンターおよびトラッパー組合と連邦政府の漁業海洋省が共同でシロ

イルカの実態調査を行うための共同監視計画についての検討がはじまったのである。

　つまり、ヌナヴト野生生物管理委員会におけるイヌイトの「伝統的な生態学的知識」の

活用は、原則として、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」と近代科学の「科学的な生態

学的知識」の全般的な統合によってではなく、問題となる個別の事例ごとに、その問題と
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関わるイヌイトの「伝統的な生態学的知識」と近代科学の調査を同時に行い、その結果を

委員会の会議で協議することによって行われるのである。そのため、イヌイトの「伝統的

な生態学的知識」の活用のあり方は問題となる事例ごとに多様であることになる。

　それでは、具体的に、こうしたイヌイトの「伝統的な生態学的知識」の活用はどのよう

に行われているのだろうか。ここでは、うえにあげた南東バッフィン・シロイルカ管理委

員会によるシロイルカに関するイヌイトの知識の調査と、ヌナヴト野生生物管理委員会が

直接に進めている「イヌイトのホッキョククジラに関する知識の研究」について検討し、

イヌイトの「伝統的な生態学的知識」の活用の現状について考察する。

４－２　「南東バッフィン・シロイルカに関するイヌイトの知識」調査

　「南東バッフィン・シロイルカに関するイヌイトの知識」（Inuit� Knowledge� of�the

Southeast�Baffin�Beluga）調査は、1997 年に、東南バッフィン・シロイルカ管理委員会

（Southeast� Baffin� Beluga�Management� Committee）によって、パングネッグトング

（Pangnirtung）とイカルイト（Iqaluit）とキッミゴト（Kimmirut）の三つの村で８人の

古老に対して行われ、1998 年に最終報告書（NWMB� 1998）がまとめられた。

　この調査は三つの段階にわけて行われた（NWMB� 1998:2）。まず、第１段階で、この調査

の調整官が、三つの村のハンターおよびトラッパー組合の委員会を訪れ、それらの委員会

と協議して調査の項目と方法を決定し、インフォーマントの人選を行った。さらに、第２

段階では、第１段階で決定された調査の項目と方法に従って、それぞれの村で、三日間に

わたるワークショップを開き、南東バッフィン・シロイルカに関するイヌイトの知識の収

集を行った。さらに、第３段階として、以上のワークショップで集められたデータが、調

査の調整官によってまとめられ、1998 年に「南東バッフィン・シロイルカに関するイヌイ

トの知識」という最終報告書にまとめられた。

　この報告書では、調査が行われた三つの村ごとに、その成果がまとめられ、シロイルカ

の個体数の増減、シロイルカの群れの種類と大きさ、それぞれの移動経路、シロイルカの

行動の特徴、シロイルカ猟の方法と現状などに関するイヌイトの知識が的確にまとめられ

ている。この報告では、シロイルカの目撃例が減っていることや、シロイルカの群れの移

動ルートが変わっていること、シロイルカの行動パターンに変化がみられるなどが報告さ

れている。また、シロイルカは音に対して敏感であり、スノーモービルやボートの船外機

などのエンジン音、村落が発せられる雑音などが、こうしたシロイルカの変化に影響があ

るのではないかというイヌイトの推測も報告されている。さらに、シロイルカの群れには、

その群れの先導と警戒を行っているシロイルカがおり、その先導役のシロイルカを狩るこ

とが慎まれていることが報告されている。ただし、この報告書では、イヌイトの証言それ

自体は省かれ、すべての記述は調査の調整官がとりまとめたものであるため、イヌイトの

知識の詳細については知ることができない。

　また、こうしたシロイルカに関するイヌイトの知識だけでなく、シロイルカ猟の管理の
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あり方に対するイヌイトの要望をはじめ、漁業海洋省によって行われた調査に対するイヌ

イトの不満なども載せられ、それらのイヌイトの要望や不満などに基づいて、ヌナヴト野

生生物管理委員会に対する勧告も述べられている。特に、漁業海洋省によって行われ、イ

ヌイトのハンターが多数参加したシロイルカのサンプル調査については、イヌイトの共同

体と参加したハンターに対して情報の公開が不完全であり、多くのイヌイトがその目的と

経過について知らされていないことに不満をもっていることが報告され、漁業海洋省はイ

ヌイトに調査の目的と経過、結果について適切な情報の公開を行うべきであるという勧告

を行っている。また、イヌイトの古老と熟練ハンターたちが、シロイルカに関する知識を

イヌイトの若者たちに伝達することの重要性を強く認識しており、そうした教育のための

教材の開発を強く望んでいることも報告されている。

　以上のように、この調査報告書は、確かに、イヌイトの証言がすべて省かれているため、

イヌイトの知識の詳細が分からないという欠点はあるものの、イヌイトのシロイルカに関

する知識を適切にまとめるとともに、シロイルカの調査と管理をめぐるイヌイトの要望を

まとめたものであり、シロイルカの管理にイヌイトの「伝統的な生態学的知識」を活用す

るうえで効果的な役割を果たしていると思われる。実際、この報告書に示された勧告は、

先にも触れたように、ヌナヴト野生生物管理委員会に受け入れられ、シロイルカの管理制

度の見直しが開始されるとともに、ハンターおよびトラッパー組合と漁業海洋省が共同で

シロイルカの実態調査を行うための共同監視計画の検討が開始されており、そうした実際

の効果から考えても、この「南東バッフィン・シロイルカに関するイヌイトの知識」プロ

ジェクトは、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」の活用の成功した事例として考えるこ

とができるだろう。

４－３　「イヌイトのホッキョククジラに関する知識の研究」

　先にも触れたように、「イヌイトのホッキョククジラに関する知識の研究」（Inuit

Bowhead�Knowledge�Study）は、ヌナヴト協定によって、ヌナヴト管理委員会が実施する

ように定められた研究であり（Article� 5.5.1-2）、1995 年より開始されて 2000 年に最終

報告書（NWMB�2000）が公表された。

　この調査は 1994 年にヌナヴト野生生物委員会に設けられた「イヌイトのホッキョクク

ジラに関する知識の研究」委員会の指揮下に行われ、1995 年と 1996 年にヌナヴト準州の

18 の村で、そのそれぞれの共同体のハンターおよびトラッパー組合と共同で行われた聞き

取り調査を中心に進められた（NWMB� 2000:3-8）。まず、1994 年末から 1995 年のはじめに

かけて、「イヌイトのホッキョククジラに関する知識の研究」委員会で、イカルイトの古

老と熟練ハンターに対する試験的なインタビューを参考に、調査方法の策定と質問事項の

洗い出しが行われた。そして、この調査方法と質問事項に従って、1995 年から 1996 年に

かけて、ヌナヴト準州における 18 の村の２５２人の古老と熟練ハンターを対象に、延べ

２５７回のインタビューが行われ、続く 1996 年と 1997 年には、そのインタビューに基づ
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いて、８つの村でワークショップが開かれた。これらのインタビューは、「イヌイトのホ

ッキョククジラに関する知識の研究」委員会が作成した質問事項のリストと調査方法に従

って、各村のハンターおよびトラッパー組合が選んだイヌイトのハンターが行った。これ

らのインタビューとワークショップは、あらかじめ質問事項が定められていたとはいえ、

基本的にはインフォーマントの自由な語りと討論を優先するものであり、その語りと討論

の様子すべてはオーディオ・テープもしくはヴィデオ・テープに録音された。また、イン

タビューを行ったハンターは、イカルイトの「イヌイトのホッキョククジラに関する知識

の研究」委員会で、この委員会の調整官からインタビューの訓練を受けた。以上のインタ

ビューの主な質問事項の概要は以下のようなものである。

（１）欧米社会の捕鯨が行われる以前のイヌイトの生業捕鯨の状況

（２）商業捕鯨（欧米社会による）の状況

（３）欧米社会の商業捕鯨が終わった以後のイヌイトの生業捕鯨の状況

（４）季節ごとのホッキョククジラの位置、移動ルート、行動パターン

（５）仔クジラ、未成熟のクジラ、成獣クジラの存在の状況

（６）ホッキョククジラの個体数、その群れの規模、群れの分布の通時的な変化

（７）ホッキョククジラの個体数、その群れの規模、群れの分布の年間サイクル

（８）ホッキョククジラとシャチの関係

（９）潮汐のサイクルがホッキョククジラに及ぼす影響

（１０）人間の行動がホッキョククジラに及ぼす影響

（１１）イヌイトにとってのホッキョククジラの文化的、伝統的な重要性

　さらに、1997 年以後、以上のインタビューとワークショップの結果のうち、１７５回分

のインタビューと８回分のワークショップの記録がイヌイト語で書き下ろされたうえで英

語に翻訳され、この英語で書き下ろされた記録が、上記のようにあらかじめ定められたイ

ンタビューの質問項目に従ってデータ・ベース化された（'Source� Book�of�Quotation'）。

そして、そのデータ・ベースをもとに、2000 年に最終報告書が作成されて公表された（NWMB

2000）。

　以上の手順によって作成された報告書では、イヌイトのホッキョククジラに関する知識

が的確にまとめられている。特に、この報告書では、20 世紀の前半までに終了した欧米社

会の商業捕鯨以後、ホッキョククジラの個体数、群れの種類と規模、群れの分布と移動ル

ート、行動パターンなどが、どのように変化してきたのかについてのイヌイトの知識に焦

点が合わせられている。この報告書によれば、商業捕鯨が終わり、捕鯨が政府によって禁

止されて以来、ホッキョククジラの目撃数は順次確実に増加しており、全体としてホッキ

ョククジラの個体数は増加しているとイヌイトは推測している。また、ホッキョククジラ

の分布地域と移動ルートは、この約１世紀の間に大きく変化してきており、その変化の一
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部は今世紀はじめまで続けられた商業捕鯨の影響であり、また、一部はシャチの分布状況

の変化によるものであるとイヌイトは推測している。ホッキョククジラをはじめとする海

棲哺乳類は、概してシャチを怖がっているため、シャチが進出した地域からはホッキョク

クジラはいなくなるという。

　こうした個体数と群れの変動に加え、この報告書では、ホッキョククジラの行動パター

ンに関するイヌイトの知識についてもかなり詳細に報告されている。例えば、イヌイトは

ホッキョククジラを攻撃的なクジラと従順なクジラという二種類に分けているという。そ

して、攻撃的なクジラは頭上に大きな突起をもち、概して若いクジラであることが多く、

危険であるので猟の対象からはずされると報告されている。また、仔クジラを失った母ク

ジラは攻撃的になるだけでなく、その翌年に再び仔クジラを失った海域に仔クジラを探し

て戻ってくるとされており、仔クジラを狩って母クジラを逃すことは危険であるのみなら

ず、母クジラの悲嘆に哀れみを感じるため、概して仔クジラを狩ることは慎まれるという。

また、ホッキョククジラは狩られる相手を選ぶと信じられており、銛を打ち込まれると、

狩られることを望む場合は陸側に向かい、狩られることを望まない場合は、ハンターをひ

きずって海側に急速度で泳ぎ、狩られることに抵抗すると言われている。また、ホッキョ

ククジラの群には、巨大で白っぽい年寄りのリーダーのクジラがおり、群れの全体を監督

するとともに、シャチの襲撃に対して群れに警戒を発する役割を果たしているという。

　さらに、この報告書では、イヌイトにとってのホッキョククジラの文化的重要性が強調

されており、ホッキョククジラに関する知識と適切なホッキョククジラ猟の方法を若い世

代に伝えてゆくことが、イヌイトの伝統とアイデンティティを守るうで重要であるという

イヌイトの古老と熟練ハンターの見解が示されている。また、こうした文化的重要性と現

在報告されているホッキョククジラの個体数の増加に照らして考えた場合、ホッキョクク

ジラ猟を持続可能なかたちで継続するために適切なホッキョククジラの捕獲割り当ては、

年間に一頭もしくは二頭、あるいは二年間に一頭が妥当ではないかという提案も行われて

いる。さらに、ホッキョククジラの文化的重要性に考えた場合、ホッキョククジラに関す

る知識と適切な狩猟方法を教えるためのシステムを現行の教育システムに組み込む必要が

あることも指摘されている。

　以上の報告にはすべてイヌイトの証言が抜粋のかたちではあるが引用されており、イヌ

イトの知識の細部やその語り口までが、ある程度再現されている。また、そのそれぞれの

引用には、そのもとになったインタビューの整理番号が付けられており、イヌイトの語り

の引用からインタビューのデータ・ベース（'Source� Book�of�Quotation'）に戻って検討

することが可能となっている。もちろん、このデータ・ベースは一般に対しても公開され

ており、ヌナヴト野生生物管理委員会で閲覧することができる。

　以上のように、「イヌイトのホッキョククジラに関する知識の研究」は、イヌイトのホ

ッキョククジラに関する知識を詳細かつ適切にまとめ、イヌイトにとってのホッキョクク

ジラの文化的重要性を明らかにするとともに、イヌイトによる生業ホッキョククジラ猟の
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継続の必要性とその適切な割り当てについて提案を行っており、今後、ヌナヴト準州にお

けるホッキョククジラの管理に重要な貢献をなすものと思われる。特に、この研究の最終

報告書の序文に明確に述べられているように（NWMB� 2000:�2）、従来は記録すらされてい

なかったイヌイトの知識が克明に記録され、データ・ベース化されて蓄積されたことは、

ホッキョククジラの管理にあたって参照すべきイヌイトの知識が容易に検索可能となった

ことを意味しており、今後、ホッキョククジラの管理にイヌイトの知識が適切に活用され

るための出発点として重要な意味をもっていると言えるだろう。

（５）考察：ヌナヴト野生生物管理委員会での「伝統的な生態学的知識」の活用の問題点

　以上に概観してきたイヌイトの「伝統的な生態学的知識」をめぐるヌナヴト野生生物管

理委員会の活動は、結果として、本稿で検討した「南東バッフィン・シロイルカに関する

イヌイトの知識」や「イヌイトのホッキョククジラに関する知識の研究」など、イヌイト

の「伝統的な生態学的知識」に関する優れた調査成果をもたらし、イヌイトの「伝統的な

生態学的知識」を広く一般に普及させるとともに、その知識を野生生物の管理に容易に活

用できるようにしたという意味で、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」を野生生物の管

理に効果的に活かす試みとして高く評価することができるだろう。特に、こうしたヌナヴ

ト野生生物管理委員会の活動を支えている原則、すなわち、イヌイトの「伝統的な生態学

的知識」と近代科学の「科学的な生態学的知識」を一つに統合せず、その両者の見解を事

例ごとに委員会の会議の場で検討するという原則は、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」

と近代科学の「科学的な生態学的知識」の関係に関する現状と照らし合わせて考えた場合、

重要な示唆を与えているように思われる。

　「我々の任務は伝統的な知識と科学を統合することである」（De� Cotret� 1991:8：

Bielawski�1996 より引用）という、先に触れたカナダ環境大臣による発言が象徴している

ように、「伝統的な生態学的知識」と「科学的な生態学的知識」の統合は、今日の極北圏

における野生生物の共同管理の重要な課題となっている。しかし、この統合にあたっては、

そのあり方を十分に考慮しなければ、その統合は単に「伝統的な生態学的知識」を近代科

学に従属させることになってしまったり、「伝統的な生態学的知識」を近代科学に吸収し

て最終的に「伝統的な生態学的知識」を消し去ってしまったりすることになりかねないと

いう指摘がなされている（Nadasdy� 1999）。

　例えば、定性的な性格の強いイヌイトの「伝統的な生態学的知識」を定量化し、定量的

な性格の強い近代科学に理解可能なかたちに翻訳したうえで、その翻訳された「伝統的な

生態学的知識」を近代科学の枠組みの中で活用するような試みの場合（e.g.、�Fergusson� and

Messier�1997;�Fergusson、�Williamson�and�Messier�1998）、確かにイヌイトの「伝統的

な生態学的知識」は近代科学に翻訳されて野生生物管理に活用されることになるが、イヌ

イトの「伝統的な生態学的知識」はあくまでも近代科学の基礎データを提示するという従
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属的な役割を果たすにすぎないことになってしまう。また、この場合、イヌイトの「伝統

的な生態学的知識」の活用は、近代科学の基準によって行われるのであって、意志決定の

根拠として最終的な正当性をもつのは、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」の基準では

なく、近代科学の基準であることになり、野生生物管理の場における近代科学の一極支配

に何の変わりもないことになってしまう。つまり、早くから主張されているように（Berkes

1993）、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」を野生生物管理に活用することとは、その

「伝統的な生態学的知識」に基づくイヌイトの見解の正当性を認めることであり、イヌイ

トの「伝統的な生態学的知識」を近代科学に理解可能なかたちに翻訳することは必要であ

るとしても、定量化や近代科学の術語への置き換えなどを通して、イヌイトの「伝統的な

生態学的知識」を無反省に近代科学に吸収することなのではない。にもかかわらず、イヌ

イトの「伝統的な生態学的知識」と近代科学を一つに統合しようとする場合には、イヌイ

トの「伝統的な生態学的知識」を近代科学に吸収してしまい、結果的に近代科学の一極支

配を強化してしまう危険性があるのである。

　このような「伝統的な生態学的知識」と近代科学の統合の背後にある危険性について考

えた場合、ヌナヴト野生生物管理委員会におけるイヌイトの「伝統的な生態学的知識」の

活用の原則は、そうした危険性を回避する方策として高く評価されるべきであると思われ

る。イヌイトの「伝統的な生態学的知識」と近代科学の「科学的な生態学的知識」を一つ

に統合するのではなく、それぞれに基づくイヌイトの見解と政府の見解を会議の場で事例

ごとに討議することによって、二つの集団の見解の是非を決めるというヌナヴト野生生物

管理委員会の原則は、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」を近代科学に吸収してしまう

危険性を回避し、「伝統的な生態学的知識」の意志決定の根拠としての正当性を近代科学

と同等なものとして認める道を開くからである。

　例えば、先に事例の一つとして検討した「南東バッフィン・シロイルカに関するイヌイ

トの知識」プロジェクトの場合、その報告書に、現行のシロイルカの管理に対するイヌイ

トの様々な主張が、近代科学に裏付けられたかたちではなく、イヌイトの「伝統的な生態

学的知識」に裏付けられたかたちで提示され、そのイヌイトの主張が委員会で採択された。

つまり、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」が意志決定の正当な根拠として認められ、

近代科学の裏付けがなくても、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」の裏付けだけで、イ

ヌイトの主張の正当性が認められたのである。このようにイヌイトの「伝統的な生態学的

知識」を単独でイヌイトの主張の根拠として認めるやり方は、イヌイトの「伝統的な生態

学的知識」と近代科学を一つに統合して、その統合された体系を意志決定の唯一の根拠と

するようなあり方よりも、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」を活用するにあたっては

より有効であるように思われる。少なくとも、このように単独でイヌイトの「伝統的な生

態学的知識」に意志決定の根拠としての正当性を認めれば、イヌイトの「伝統的な生態学

的知識」と近代科学を一つに統合する場合に生じる危険性、すなわち、イヌイトの「伝統

的な生態学的知識」を近代科学に吸収してしまう危険性を回避することができるからであ
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る。

　つまり、ヌナヴト野生生物管理委員会におけるイヌイトの「伝統的な生態学的知識」の

活用の基本的な原則は、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」が近代科学とは異なってい

るが同等な意志決定の根拠としての正当性をもつことを認め、意志決定の際に参考とされ

るべき近代科学とは別のもう一つの根拠の選択肢とされている点で、イヌイトの「伝統的

な生態学的知識」を近代科学に同化して吸収してしまう危険性を回避しながら、イヌイト

の「伝統的な生態学的知識」を近代科学と対等に活用する可能性を開く方策として高く評

価されるべきであると考えられるのである。この点で、ヌナヴト野生生物委員会の「伝統

的な生態学的知識」の活用の原則は、野生生物管理に「伝統的な生態学的知識」を活用す

るための方策を考えるうえでのモデル・ケースとみなすことができるだろう。

　しかし、このように高く評価することができるヌナヴト野生生物委員会でのイヌイトの

「伝統的な生態学的知識」の活用の現状にも、次のような問題点を指摘することができる。

それは、野生生物の管理の単位が、シロイルカやホッキョククジラなど、近代科学の基準

に従った野生生物の分類に依然として従っているため、イヌイトの「伝統的な生態学的知

識」にみられる全体的な視点が細切れにされてしまっている点である。

　すでに、ナダスディ（Nadasdy� 1999）が指摘しているように、シロイルカやホッキョク

クジラなどの生物種ごとに野生生物を分類し、そのそれぞれの種ごとに管理を行う野生生

物管理のあり方は、近代科学の「自然：社会」の二元論と近代生物学の民俗分類に基づい

ており、イヌイトの世界観に基づいた「伝統的な生態学的知識」とは折り合わない。多く

の人類学者によって指摘されているように（e.g.、�Body� 1976;�Fienup-Riordan� 1990;

Nadasdy�1999;�Osherenko1992;�大村�1999;�2001;�2002;�スチュアート�1995）、イヌイト

の「伝統的な生態学的知識」は、社会と自然を分割せず一体的な全体としてとらえる世界

観に基づいており、世界の全体を相互関係の網の目としてとらえる全体論的な視点に基づ

いているからである。例えば、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」では、シロイルカや

ホッキョククジラに関する知識は、それを狩る人間をはじめ、シャチやアザラシ、セイウ

チなどとの相互関係の中ではじめて理解されるものであり、「大地」（nuna）と呼ばれる

世界全体の中でとらえられなければならず、人間や他の動物種から切り離されたシャチや

ホッキョククジラなどの単一種としてとらえられているわけではない。そのため、社会科

学と自然科学が区別されたうえで、それぞれの分野が細分化され、それぞれの細分化され

た分野の知識が高度に専門化されているような近代科学の基準に従って、イヌイトの「伝

統的な生態学的知識」を細切れにしてしまうと、「大地」という全体の中での人間を含む

様々な生物の関係性を重視するイヌイトの「伝統的な生態学的知識」のもっとも重要な側

面が切り捨てられてしまうことになる。

　もちろん、確かに、先に検討したように、「イヌイトのホッキョククジラに関する知識

の研究」では、ホッキョククジラとシャチの関係や人間との関係についても触れられてお

り、こうしたイヌイトの「伝統的な生態学的知識」の全体性に一定の配慮がみられる。し
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かし、ホッキョククジラが相互関係にあるのはシャチや人間だけでなく、ホッキョククジ

ラは他の無数の生物との複雑な相互関係の網の目の中にあると想定される以上、一元論的

な世界観に基づくイヌイトの「伝統的な生態学的知識」では、シャチや人間以外の生物と

ホッキョククジラとの相互関係もとらえられていると予想される。その意味で、この調査

は不完全であると言えるだろう。また、ホッキョククジラの管理に必要な知識は、ホッキ

ョククジラと直接に関係する知識だけでなく、ホッキョククジラが位置付けられる「大地」

全体に関する知識を含むと考えられる。さらに、一元論的な世界観にたつイヌイトからみ

れば、そもそも、ホッキョククジラやシロイルカなどを単一の種として分離し、独立した

管理の単位とすること自体が不合理に映るだろう。むしろ、それぞれの種ごとに管理を行

うのではなく、人間を含む「大地」の全体のバランスをとるという発想のほうが、おそら

くイヌイトの視点に即していると言える。

　つまり、ヌナヴト野生生物管理委員会におけるイヌイトの「伝統的な生態学的知識」の

活用の原則は、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」を近代科学に同化して吸収してしま

う危険性を回避しながら、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」に意志決定の根拠として

の正当性を認め、近代科学とならぶ意志決定の根拠のもう一つの選択肢としての地位を与

えているという点で高く評価されるべきであるが、その根底には野生生物の管理を生物種

ごとに行うという近代科学の基準が依然として根強く残っており、その結果、本来は全体

論的なイヌイトの「伝統的な生態学的知識」を近代科学の基準に従って細分化してしまい、

そのもっとも重要な側面を取り逃がすことになってしまっているのである。また、このよ

うに、生物種ごとに管理を行うという根本的な原則は、欧米近代社会の「自然：社会」と

いう二元論的な世界観のみならず、知識の細分化と専門化という近代科学の基本的な原則

に従ったものであり、人間を含むあらゆる存在が相互関係の網の目をはりめぐらす「大地」

全体として世界を全体論的にとらえるイヌイトの「伝統的な生態学的知識」の基準に従っ

たものではなく、その意味で、結局は、ヌナヴト野生生物委員会においても、依然として

近代科学が支配的な影響力を保持していると言えるだろう。

（６）結論：イヌイトの「伝統的な生態学的知識」の全体論的な理解に向けて

　本稿では、カナダの極北圏における共同管理制度の一つであるヌナヴト野生生物管理制

度について概観し、その制度におけるイヌイトの「伝統的な生態学的知識」の活用のあり

方について検討してきた。そして、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」と近代科学の「科

学的な生態学的知識」を一つに統合するのではなく、それぞれの意志決定の根拠としての

正当性を認め、それぞれに基づいた見解を会議の場で協議してその是非を決めてゆくとい

うヌナヴト野生生物管理委員会の原則は、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」を野生生

物の管理に有効に活かすためのすぐれた解決策の一つとして高く評価されるべきであるこ

とを明らかにした。しかし、こうしたすぐれた側面をもつ一方で、ヌナヴト野生生物管理
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委員会の原則の基礎には、野生生物の管理を生物種ごとに行うという近代科学の基準が依

然として根強く残っており、その結果、本来は全体論的なイヌイトの「伝統的な生態学的

知識」を近代科学の基準に従って細分化してしまい、そのもっとも重要な側面を取り逃が

すことになっていることも指摘した。

　以上のようなヌナヴト野生生物管理委員会におけるイヌイトの「伝統的な生態学的知

識」の活用の現状から、野生生物の管理にイヌイトの「伝統的な生態学的知識」を活用す

るにあたって、次のような二つの教訓を得ることができるだろう。

　すなわち、一つには、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」と近代科学の「科学的な生

態学的知識」の統合に潜む危険性、すなわち、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」を近

代科学に同化して吸収してしまうことになりかねないという危険性を回避するという意味

で、この二つの体系を性急に統合することは避けたほうがよいということである。むしろ、

ヌナヴト野生生物管理委員会でとられているように、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」

と近代科学の「科学的な生態学的知識」のそれぞれに基づく見解を委員会の会議の場で提

示して吟味し、それぞれの事例ごとに協議することによって、その時々の事例にもっとも

適した「伝統的な生態学的知識」と「科学的な生態学的知識」の活用を考えてゆく方策の

ほうが、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」と近代科学の統合に潜む危険性を回避する

ことができるという意味で、この二つの体系を統合する方策よりも適切な方策であると考

えることができる。

　もう一つには、以上のように、イヌイトの主張の根拠として独立でイヌイトの「伝統的

な生態学的知識」を活用する場合には、対処すべき個別の事例がホッキョククジラやシロ

イルカのような単一の生物種であるとしても、ホッキョククジラやシロイルカのような単

一の生物種に関するイヌイトの知識だけをとりあげるのではなく、イヌイトの「伝統的な

生態学的知識」の全体に目を配る必要があるということである。あるいは、より理想的に

言えば、これまでのように単一の生物種ごとに管理を行うという観点だけでなく、人間を

含めた様々な生物種が相互関係を結ぶ複雑なネットワーク、すなわち、イヌイトが呼ぶと

ころの「大地」全体のバランスを維持してゆくというイヌイトの観点をもう一つの選択肢

として野生生物の管理に導入することが必要であろう。これは、野生生物の管理の基礎に、

欧米近代の二元論的な世界観に基づく「管理」という発想に加えて、人間を含めた野生生

物間の関係性を重視するイヌイトの「伝統的な生態学的知識」の発想を導入することにつ

ながるだろう。

　いずれにしても、近代科学の基準に従ってイヌイトの「伝統的な生態学的知識」を細分

化してしまうことを避けながら、その一元論的な原理を十全に活かすようなかたちでイヌ

イトの「伝統的な生態学的知識」を活用する必要があることに疑いはない。そのためには、

まず何よりも、イヌイトの「伝統的な生態学的知識」の全体像を明らかにする調査と研究

が不可欠であると言えるだろう。本稿で検討した「南東バッフィン・シロイルカに関する

イヌイトの知識」と「イヌイトのホッキョククジラに関する知識の研究」など、これまで
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に行われてきたような生物種ごとのイヌイトの「伝統的な生態学的知識」の調査と研究だ

けでなく、人間を含めた様々な生物が結ぶ相互関係の網の目全体を全体論的にとらえる点

にこそ本来の特徴があるイヌイトの「伝統的な生態学的知識」の全体像を明らかにする必

要があるのである。そして、そうしたイヌイトの「伝統的な生態学的知識」の全貌を明ら

かにする調査と研究を基盤にしてこそ、単一の生物種ごとの「管理」という欧米近代の発

想のみならず、野生生物を含めた「大地」の全体的な関係を重視するイヌイトの「伝統的

な生態学的知識」の発想をもう一つの選択肢として導入する道が開けるのではないだろう

か。

注

（１）�本稿は、平成１２年度および１３年度科学研究費補助金（基盤 A� (2)）「先住民に

よる海洋資源の利用と管理：漁業権と管理をめぐる人類学的研究」（研究代表者：

岸上伸啓、課題番号：11691053）の助成を受けて、2000 年 10 月 29 日～11 月 13 日

にかけてカナダのオタワとヌナヴト準州のイカルイトで行った調査と 2001 年 12 月

1 日～23 日にかけてカナダのエドモントンとヌナヴト準州のペリー・ベイ村で行っ

た調査に基づいている。助成をいただいた日本国文部科学省と研究代表者の岸上伸

啓先生（国立民族学博物館）に感謝の意を示したい。

（２）�共同管理の実現と急速な普及の背景としては、ここにあげたイヌイトの先住民運動

と極北人類学の成果に加えて、近代科学に従って展開されてきた環境開発が深刻な

環境汚染を誘発するなど、欧米近代主導の知のシステムが綻びをみせる中、欧米ド

ミナント社会自身が近代科学に対して抱きはじめた不信感もあげることができる。

また、スチュアート（2001）が「イヌイト」という民族呼称の普及の背景として指

摘しているような、マイノリティの尊厳と権利を認知しようという風潮が 1970 年

代のカナダ社会に拡がっていたことも、共同管理制度の実現の追い風になったと考

えられる。

（３）�イヌイトの先住民運動は、1960 年代の定住化以来ますます強くなってゆく欧米ドミ

ナント社会への従属性を意識するようになったイヌイトが、1960 年代のアメリカ合

衆国の黒人解放運動や凡インディアン運動、アジア、アフリカの植民地解放運動な

どに刺戟を受けて、先住権の回復を通してイヌイト社会の現状を改善するために

1970 年代以来進めてきた運動である（スチュアート�1997a,1998a）。この先住民運

動の核となり、イヌイト社会の従属的な現状を改善するために回復すべきであると

主張されている先住権とは、「大地」に対する固有の権利としての土地権を中心に、

自治権、言語権、生業権、教育権など、本来はイヌイトに固有の生得的な権利であ

ったにもかかわらず、ドミナント社会によって奪われてしまったとイヌイトが主張

する諸権利のことである（スチュアート�1997a,1998a）。そして、そうした先住権
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を回復することを通してイヌイトが実現しようとしているのは、「未開」で「野蛮」

な「原住民族」として「大地」に対していかなる権利も認められず、欧米のドミナ

ント社会によって同化あるいは温情的な保護の対象とされてきた「エスキモー」か

ら脱皮し、「国家と対等な立場を前提に（中略）独自の権限や主権を有する」（ス

チュアート�1998a:116）「イヌイト」という「先住民族」へ変貌を遂げることであ

る。

（４）�このヌナヴト協定では、先住民権の完全な回復や完全な民族自治を実現するまでに

はいたらず、むしろ、協定の結果として先住民権を放棄し、カナダの主権を認める

ことにはなったものの、そうした先住民権の放棄の代償として、金銭的な補償を得

る他に、あくまでもカナダの主権のもとではあるが、一般の市町村の同等な自治権、

一定の面積の土地や教育、生業などに関する特別の権利を回復することに成功する

など、一定の成果をあげた（岸上�1990,1996,1998;�スチュアート�1997a,1997b）。

特に、このヌナヴト協定の結果として、旧北西準州のイヌイトのテリトリーが北西

準州より分離して 1999 年 4 月に誕生したヌナヴト準州においては、同州の人口の

80％がイヌイトから成っているため、事実上のイヌイトの自治政府が誕生すること

になった。確かに、このヌナヴト協定によって、先住権を放棄してカナダの主権を

容認するという妥協をしながらも、現在のヌナヴト準州のイヌイトは、そのカナダ

の主権のもとで、あくまで部分的にしかすぎないとはいえ、先住権の一部をかちと

ってきたのである。ヌナヴト野生生物管理制度は、こうしたヌナヴト協定の一部と

して成立した制度であり、その意味で、1970 年代以来のイヌイトの先住民運動が達

成した重要な成果であると言える。

（５）�ヌナヴト協定が実施されるにあたって、イヌイト側の権益を代表するためにつくら

れた組織。

（６）�ヌナヴト準州の三つの行政地域であるキチクミウト（Kitikmeot）地域、ケケック

タニ（Qikiqtani）地域、キヴァッレック（Kivalliq）地域にそれぞれつくられた

イヌイトを代表する組織の一つ。

（７）�ヌナヴト野生生物委員会の組織の概略については、ヌナヴト野生生物委員会の議長

である Ben�Kovic 氏、野生生物管理官である Michelle� Wheatley 氏、ヌナヴト・ト

ゥンガヴィク会社の Glenn�Williams 氏から教示を賜った。心からの感謝の意を示

したい。また、図１はヌナヴト野生生物管理委員会で配布しているパンフレットに

従って作成した。

（８）�この概要は、ヌナヴト野生生物管理委員会の年次報告（NWMB� 1999）の記述を整理

したものである。

（９）�ヌナヴト野生生物管理委員会でのイヌイトの「伝統的な生態学的知識」の活用の原

則については、ヌナヴト野生生物委員会の議長である Ben� Kovic 氏、野生生物管理

官である Michelle�Wheatley 氏から教示を賜った。心からの感謝の意を示したい。



９７

引用文献

大村　敬一

1999　「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』網走：北海道立北方民族博物館 pp.13-28。

2001�「イヌイトのナビゲーションにみる日常的実践のダイナミズム：交差点と

しての民族誌」博士学位論文（早稲田大学大学院文学研究科）。

2002�「カナダ極北地域における知識をめぐる抗争：共同管理におけるイデオロ

ギーの相克」『紛争の海』（秋道智邇・岸上伸啓編）京都：人文書

院.pp.149-167。

岸上　伸啓

1990�「イヌイット（カナダ）：その歴史的展開と現状」『文化人類学 7』（綾部

恒雄編）東京：アカデミア出版会 pp.14-26。

1996�「カナダ極北地域における社会変化の特質について」『採集狩猟民の現在』

（スチュアート　ヘンリ編）東京：言叢社 pp.13-52。

1998�『極北の民：カナダ・イヌイット』東京：弘文堂。

スチュアート　ヘンリ

1995��「現代のネツリック・イヌイット社会における生業活動：生存から文化的

サバイバルへ」『ツンドラ地域の人と文化：第 9 回北方民族文化シンポジ

ウム報告書』網走：北海道立北方民族博物館 pp.� 37-67。

1997a�「先住民運動：その歴史、展開、現状と展望」『紛争と運動』岩波講座文

化人類学第 6 巻、�東京：岩波書店 pp.� 229-256。

1997b�「ヌナブト協定」『多文化主義・他言語主義の現在：カナダ・オーストラ

リア・そして日本』（西川長夫、渡辺公三編）京都：人文書院 pp.� 276-284。

1998a�「共同体としての先住民」『共同体の 20 世紀』（中牧弘充編）東京：ド

メス出版 pp.106-123。

2002��Ethnonyms�and�Images:�Genesis�of�the�'Inuit'�and�Image�Manipulation.

In�H.�Stewart,�A.�Barnard�and�K.�Omura�(eds.),�Self�and�Other�Images

of� Hunter-Gatherers�(Senri� Ethnological� Studies� No.� 60).� Osaka:

National�Museum�of�Ethnology.

Berkes,�Fikret

1993��Traditional�Ecological�Knowledge�in�Perspective.�In�Julian�T.�Inglis

(ed.),�Traditional�Ecological�Knowledge:�Concepts�and�Cases.�Ottawa:



９８

International� Program� on� Traditional� Ecological� Knowledge,

International�Development�Research�Center,�Canadian�Museum�of�Nature.

pp.�1-10.

1999� �Sacred� Ecology:� Traditional� Ecological� Knowledge� and� Resource

Management.�Philadelphia:�Taylor�and�Francis.

Bielawski,�Ellen

1996��Inuit�Indigenous�Knowledge�and�Science�in�the�Arctic.�In�Laura�Nader

(ed.),�Naked�Science:�Anthropological�Inquiry�into�Boundaries,�Powers,

and�Knowledge.�NewYork�and�London:�Routledge.��pp.�216-227.

Brody,�Hugh

1976��Land�Occupancy:�Inuit�Perceptions.�In�M.�M.�R.�Freeman�(ed.),�Report:

Inuit�Land�Use�and�Occupancy�Project�vol.�1.�Ottawa:�Department�of

Indian�and�Northern�Affairs.�pp.�185-242.

Collings,�Peter

1997��Subsistence�Hunting�and�Wildlife�Management�in�the�Central�Canadian

Arctic.�Arctic�Anthropology�34(1):�41-56.

De�Cotret,�R.�R.

1991��Letter�to�the�Editor.�Arctic�Circle�1(4):�8.

Fergusson、�Michael�and�Messier,�Francois

1997��Collection�and�Analysis�of�Traditional�Ecological�Knowledge�about�a

Population�of�Arctic�Tundra�Caribou.�Arctic�50(1):�17-28.

Fergusson,�Michael,�Williamson,�Robert�and�Messier,�Francois

1998��Inuit�Knowledge�of�Long-term�Changes�in�a�Population�of�Arctic�Tundra

Caribou.�Arctic�51(3):�201-219.

Fienup-Riordan,�Ann

1990��Eskimo�Essays:�Yup'ik�Lives�and�How�We�See�Them.�New�Brunswick:�Rutgers

University�Press.

Freeman,�Milton�M.�R.�(ed.)

1976��Report:� Inuit� Land� Use� and� Occupancy� Project� (3� vols.).� Ottawa:

Department�of�Indian�and�Northern�Affairs.

Freeman,�Milton�M.�R.

1985� � Appeal� to� Tradition:� Different� Perspectives� on� Arctic� Wildlife

Management.�In�J.�Brosted,�J.�Dahl、�A.�Gray,�H.�C.�Gullov、�G.�Henriksen,

J.�B.�Jorgensen�and�I.�Kleivan�(eds.),�Native�Power:�The�Quest�for

Autonomy�and�Nationhood�of�Indigenous�Peoples.�Bergen,�Oslo,�Stavanger,

Tromso:�Universitetsforlaget�as.�pp.�265-281.



９９

1993� � Traditional� Land� Users� as� a� Legitimate� Source� of� Environmental

Expertise.�In�Nancy�Williams�and�Graham�Baines�(eds.),�Traditional

Ecological�Knowledge:�Wisdom�for�Sustainable�Development.��Canberra:

Center�for�Resource� and�Environmental� Studies,�Australian� National

University.�pp.�153-161.

Gunn,�Anne,�Goo�Arlooktoo�and�David�Kaomayok

1988��The�Contribution�of�the�Ecological�Knowledge�of�Inuit�to�Wildlife

Management�in�the�Northwest�Territories.�In�M.�M.�R.�Freeman�and�Ludwig

N.� Carbyn� (eds.),�Traditional� Knowledge� and� Renewable� Resource

Management�in�Northern�Regions.�Edmonton:�Boreal�Institute�for�Northern

Studies.�pp.�22-30.

Hunn,�Eugene

1993��What�is�Traditional�Ecological�Knowledge.�In�Nancy�Williams�and�Graham

Baines� (eds.),�Traditional� Environmental� Knowledge:� Wisdom� for

Sustainable� Development.� Canberra:� Center� for� Resource� and

Environmental�Studies,�Australian�National�University.�pp.�13-15.

Lewis,�Henry�T.

1993��Traditional�Ecological�Knowledge:�Some�Definitions.�In�Nancy�Williams

and�Graham�Baines�(eds.),�Traditional�Ecological�Knowledge:�Wisdom�for

Sustainable� Development.� Canberra:� Center� for� Resource� and

Environmental�Studies,�Australian�National�University.�pp.�8-12.

Morrow,�Phylis�and�Chase�Hensel

1992��Hidden�Dissension:� Minority-Majority� Relationships� and�the�Use�of

Contested�Terminology.�Arctic�Anthropology�29(1):�38-53.

Nadasdy,�Paul

1999��The�Politics�of�TEK:�Power�and�the�"Integration"�of�knowledge.�Arctic

Anthropology�36(1-2):�1-18.

Nakashima,�Douglas

1991��The�Ecological�Knowledge�of�Belcher�Island�Inuit:�A�Traditional�Basis

for�Contemporary�Wildlife�Co-Management.�Ph.D.�Dissertation,�Montreal:

Department�of�Geography,�McGill�University.

NWMB�(Nunavut�Wildlife�Management�Board)

1998��A�Study�of�Inuit�Knowledge�of�the�Southeast�Baffin�Beluga.�Iqaluit:

Nunavut�Wildlife�Management�Board.

1999��The�Flight�of�the�Century:�Nunavut�Wildlife�Management�Board�Annual

Report�1998/99.�Iqaluit:�Nunavut�Wildlife�Management�Board.



１００

2000��Final�Report�of�the�Inuit�Bowhead�Knowledge�Study.�Iqaluit:�Nunavut

Wildlife�Management�Board.

Osherenko,�Gail

1988��Wildlife�Management�in�the�North�American�Arctic:�The�Case�for�Co-

management.�In�M.�M.�R.�Freeman�and�Ludwig�N.�Carbyn�(eds.),�Traditional

Knowledge� and� Renewable� Resource� Management� in� Northern� Regions.

Edmonton:�Boreal�Institute�for�Northern�Studies.�pp.�92-104.

1992��Human/Nature� Relations�in�the�Arctic:�Changing�Perspective.�Polar

Record�28(167):�277-284.

Stevenson,�Marc

1996� � Indigenous� Knowledge� in� Environmental� Assessment.�Arctic� 49-3:

278-291.

Treseder,�Leslie�and�Jamie�Honda-McNeil

1999��The�Evolution� and�Status�of�Wildlife� Co-management� in� Canada.� In

Canadian� Circumpolar� Institute� Press� (ed.),�Northern� Eden:

Community-based�Wildlife�Management�in�Canada.�London:�International

Institute�for�Environment�and�Development.�pp.�5-20.

Wenzel,�George�W.

1999� � Traditional� Ecological� Knowledge� and� Inuit:� Reflections� on� TEK

Research�and�Ethics.�Arctic�52�(2):�113-124.


