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米国アラスカ地域の捕鯨文化における気候変動の諸影響 

―ウトキアグヴィクのイヌピアットの事例を中心に―                 

 岸上伸啓（国立民族学博物館教授） 

 

はじめに 

 アラスカ先住民の中でかつてエスキモ

ーと呼ばれていた人々は、現在、イヌピ

アット（もしくはイヌピアック）やユピ

ート（もしくはユピック）と自称してい

る。彼らの中でも沿岸部に住む人びとは、

ホッキョククジラ（学名 Balaena mystice-

tus）のハンターとして有名である。 

 ホッキョククジラ（以下、クジラと略

称）は、成獣で体長が 15 メートル、体

重が 50 トン以上になるヒゲクジラの一

種である。北太平洋海域で越冬したクジ

ラは春になるとベーリング海を北上し、

アラスカ北西沿岸にそってチュクチ海か

らボーフォート海へと移動し、その海域

で夏を過ごす。そして秋にはその逆のル

ートをたどって北太平洋海域へと戻る。

このような移動パターンを利用し、アラ

スカ沿岸地域の先住民は春季と秋季に地

先に出現するクジラを捕獲し、食料とし

てきた。 

 ベーリング海峡の沿岸地域において捕

鯨は 2500 年ぐらい前から散発的に行わ 

 

れてきたが、1000年ぐらい前に温暖期に

入ると中心的な生業となった。以降、ク

ジラは、この地域の先住民にとってもっ

とも重要な獲物となり、捕鯨に関連する

祭りや祝宴は重要な活動となった。 

 ここでは、アラスカ州ウトキアグヴィ

ク（Utqiaġvik、旧称バロー）のイヌピア

ットの捕鯨文化とその存続を脅かす気候

変動について紹介する。 
 

アラスカ先住民のホッキョククジラ猟 

2019 年現在、国際捕鯨委員会(IWC)に

よって、アラスカ全体で年間約 55 頭の

クジラの捕獲が認められており、ウトキ

アグヴィクなど 11 カ村の先住民が捕鯨

を行っている（地図１）。北緯 71 度 18

分、西経 156 度 44 分に位置するウトキ

アグヴィクは、アラスカ最大の捕鯨村で

あり、年間 22 頭のクジラの捕獲が認め

られている。その人口は約 4400 人で、

うち約 65 パーセントがイヌピアットで

ある。現在、狩猟･漁労のみで生計を立 
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北極圏の  印は本号話題になった地域  

アークトスとは、ギリシャ語で大熊座、つまり北斗七星のことだ。転じてこの星の下に広がる地域、北極圏を欧米諸国ではアークチクと呼ぶ 
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てている人はほとんどおらず、大半の成 

人は郡役場や町役場、商店、学校、企業

の事務所などで仕事をしている。言い換

えれば、彼らが狩猟漁労活動に従事する

のは、捕鯨を除けば休日や長期休暇中の

みである。 

捕鯨を行うのは、クジラが村の近くの

海域を移動する春季と秋季である。春季

捕鯨は 4 月下旬から 5 月中旬にかけて、

ウミアック（大型皮製ボート）を用いて

行われる。クジラの捕獲後、集団ごとに

捕鯨キャプテン宅の祝宴、ウミアックの

陸揚げ式アプガウティと祝宴、捕鯨祭ナ

ルカタックとその祝宴を実施する。これ

らの機会には村びとが集まり、クジラ料

理を一緒に食べ、その後にはドラムダン

スを楽しむ。 

秋季捕鯨は 9 月下旬から 10 月中旬に

かけて、モーターボートを利用して行な

われる。捕獲後には捕鯨キャプテン宅の

祝宴が開催されるのみであるが、捕鯨キ

ャプテンは、11 月の感謝祭と 12 月の教

会でのクリスマスの祝宴のために鯨肉な

どを提供する。これらの機会にも村びと

はクジラ料理を一緒に食べ、その後には

ドラムダンスを楽しむ。 

 現在でも多くのイヌピアットは、捕鯨

の準備と実施や、捕鯨に関連する祭りと

祝宴に多大の労力と時間を費やしてい 

 
 
 

る。捕鯨は文化的に貴重な食料を

もたらすのみならず、お祭りや祝

宴、ドラムダンスといったイヌピ

アットの伝統行事に欠かせないも

のである。また、捕鯨は他のアメ

リカ国民やほとんどの先住民が行

っていないため、自他を区別する

民族の象徴でもある。さらに、捕

鯨を通してクジラに関する知識や

世界観、儀礼を保持してきた。こ

れらの理由から、捕鯨は現代のイ

ヌピアットにとってそのアイデン

ティティを維持するためにも重要  

な活動である。 

 

地図１ アラスカの 11 の捕鯨村 

写真１ クジラの出現をまつイヌピア

ット 2013 年 5 月 岸上伸啓撮影 

写真２ クジラをウミアックで追うハ

ンター 2013 年 5 月 岸上伸啓撮影 
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気候変動がもたらす諸影響 

 21世紀に入り、進展する温暖化は極北

地域の自然環境や動物、捕鯨活動に深 

刻なダメージを与えつつある。温暖化は、

海氷の形成時期や風向きを変え、クジラ

の回遊ルートやイヌピアットの捕鯨活動

にこれまでになかった現象が起こってい

る。海氷の下や周辺は、クジラのエサと

なるプランクトンの生息場であるため、

海氷の分布、すなわちエサ場の位置が変

われば、クジラの移動ルートも変わる可

能性が高い。また、海水温の上昇は、ク

ジラの移動時期を変える可能性もある。

温暖化がクジラの生態環境に良い影響を

及ぼしているのか、悪い影響を及ぼして

いるのかは不明であるが、間違いなく変

化は起こりつつあり、それは捕鯨をする

イヌピアットの人々にとても大きな影響

を与えている。 

クジラは、呼吸をする必要があるた 

め、海氷原に覆われた海中では生息でき 

ない。したがって、春季にはリードと呼

ばれる海氷原と海氷原の間にできた海域

を利用して移動する。春季捕鯨は主にこ

のリードで実施するが、気候変動によっ 

て風向きが安定せず、リードが海氷原に

よって閉ざされたり、捕鯨のためのキャ

ンプ地を設営した海氷原が海に流された 

 
 
 

りすることが頻発しており、イヌピアッ 

トの捕鯨活動に支障が出始めている。ま

た、捕獲したクジラの肉などを貯蔵する

地下天然冷凍庫の気温が上がり、水浸し

になる事態も発生している。 
 

気候変動による極北地域における経済活

動の活発化 

 夏季を中心に温暖化によりこれまで海

氷によって覆われていた海域から海氷が 

消え始めた。この結果、これまで不可能

であったことが可能になった。ひとつは

チュクチ海域における石油や天然ガスの

開発であり、もうひとつは北極海を利用

した海運である。 

 以前よりアラスカ周辺の大陸棚には大

量の石油や天然ガスが埋蔵されているこ

とが知られていた。しかし、脆弱な極北 

地域の自然環境を破壊する危険性がある 

ことやアラスカ周辺の海域は一年中、海 

氷や海氷原に覆われていることなどから、

石油や天然ガスの開発は難しいと考えら

れてきた。ところが、近年の温暖化はこ

の状況を一変させ、21世紀に入るとチュ

クチ海でシェル石油などの大企業が石油

探索活動を開始した。これらによる環境

破壊を危惧したオバマ大統領は 2016 年 

12月に同海域での地下資源開発を禁止し

た。ところが、トランプ政権になると、

国内でのエネルギー資源を確保するた 

写真３ クジラを解体する捕鯨キャプ

テン 2013 年 5 月 岸上伸啓撮影 

写真４ ウミアックの陸揚げアプガウテ

ィの様子 2011 年 6 月 岸上伸啓撮影 
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めに資源開発を容認する方向に転換した。

こ の 地 下 資 源 開 発 が 本 格 化 す れ 

ば、多数の船舶が同海域を航行するのみ

ならず、操業に伴う騒音が、音に敏感な 

クジラを遠ざけると考えられる。また、

クジラと船舶の接触や衝突の頻度も増加

するだろう。 

 さらに地球温暖化に伴う海氷の融解は、

夏季に限定されるとは言え、北米東部沿 

 
 

岸とアジアを結ぶ北極海の北西航路とヨ

ーロッパとアジアを結ぶ北極海の北東航

路の利用を可能にした。この航路を利用

すると、それぞれ両地域間の運航距離が

大幅に縮減されることになる。しかし、

両航路ともチュクチ海、ベーリング海峡、

ベーリング海などホッキョククジラの活

動領域と重なっており、両航路を利用し

た運輸の増加は、船舶の騒音問題やクジ

ラと船舶の接触や衝突の増加を引き起こ

し、クジラの生息状況に悪影響を及ぼす

だろう。 
 

捕鯨文化の将来 

 イヌピアットにとって捕鯨は、多面的

な社会･文化的効果を有しており、イヌ

ピアット文化の基盤となっているため、

捕鯨の存続は彼らの文化の存続と深くか

かわっている。ところが、近年、温暖化

が極北地域で引きこしている諸問題が、

直接的にも間接的にも捕鯨の存続に暗い

影を落としており、イヌピアット文化は

存亡の岐路に立たされていると言っても

過言ではない。幸いにしてウトキアグヴ

ィクのイヌピアットの多くは彼らの文化

に誇りを持ち、困難な状況の中で捕鯨を

続けている。私は文化人類学の研究者と

してイヌピアットの捕鯨文化の現状を世

界に発信することで、その存続に貢献し

たいと考えている。 
 

参考文献 

岸上伸啓 (2014) 『クジラとともに生きる

―アラスカ先住民社会の現在』京都：臨

川書店。 

 
 

北極の海氷減少と北極海航路 
山口 一（東京大学大学院新領域創成科学研究科教授） 

 

地球表面の氷は 9 割が南極氷床であり、

残りの 1 割のうちの 9 割、すなわち 9％

がグリーンランド氷床である。そして残

り 1 ％が海の氷と高山の雪氷であ 

写真６ 祝宴の後のドラムダンス会 

2011 年 6 月 岸上伸啓撮影 

写真５ 捕鯨の成功を祝うナルカタッ

クの様子 2012 年 6 月 岸上伸啓 
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る。つまり海氷の体積は陸氷の 1％にも

満たないほどであるが、面積は陸氷のも

のとほぼ同じになり、全海洋の約10％が

凍る海となる。すなわち、海氷は陸氷よ

りも桁違いに薄く、温暖化の影響を強く

受ける。雪や氷は太陽からの放射エネル

ギー（短波長放射）の殆どを反射するが、

地面や海面は逆に殆どを吸収する。温暖

化により雪や氷が融解すると海や地面が

顔を出し、太陽エネルギーを多く吸収し

て更に気温が上がり、氷が少なくなる。

これをアイス・アルベドー・フィードバ

ックと言い、雪氷が気候の変化を拡大す

ることを表す。加えて、海に浮かぶ海氷

は風や海流の力を受けて絶えず運動して

いるが、温暖化により海氷が解けて薄く

なったり、氷の間が開いて動きやすくな

ると、海水温の高いところに運ばれて更

に解けるようになる。 

この 30 年間の北極域の気温上昇は、

地球全体の平均の 2〜3 倍大きい。それ

に伴い、北極の海氷、特に夏の海氷が大

きく減少してきている。北極海の海氷面

積は毎年 9 月中頃に最小になるが、1980

年には 7.89×106km2 であった海氷最小面

積が、2012年には人工衛星による観測史

上最小の 3.44×106km2 になった。1979 年

からの人工衛星観測によると海氷最小面

積は 10 年あたりに 10％程度の割合で 

 
 
 

減少している。 

北極の温暖化増幅と海氷減少は大きな

環境問題の一つであり、そのメカニズム

解明と将来予測は、地球気候変動の重要

な研究課題である。一方で、海氷の無く

なった海の安全かつ効果的な利用につい

ても検討を進めなければならない。その

ひとつとして、北極海航路の活用が挙げ

られる。北極海を通過してアジアに至る

海路は、ヨーロッパの大航海時代の夢で

あった。そのため、ヨーロッパから東に

向かうロシア側航路を北東航路、西に向

かうカナダ側航路を北西航路と呼ぶ様に

なった。一方、ロシアはソ連時代から強

力な砕氷船の先導によるキャラバン航行

で北東航路の利用を行っており、ロシア

では北東航路とは呼ばず、北方航路 

（Northern Sea Route, NSR）と呼んでいる。

但し、NSR には明確な定義があり、ロシ

アの NSR 管理局が管轄するカラ海からベ

ーリング海峡までの航路を言う。夏季の

北極海を貨物船の航路として利用すれば、

日本をはじめとするアジア域と欧州・米

国東海岸との航行距離が 30 から 40%も

短縮できる。これにより輸送時間とコス

トを削減できるばかりでなく、輸 

送に伴う CO2 の排出量も減らすことが可

能である。これは、温暖化への適合策と

緩和策が、同時に実現される希有な事例 

図 1  IPCC 第 5 次報告書の RCP4.5

（中位安定化シナリオ、上段）

と RCP8.5（高位参照シナリオ、

下段）による、特定の気候モデ

ルを用いた北極海の海氷計算結

果を基にした航行頻度予測。

左：現在、右：2050 頃。青：通

常船、赤：PC6 Ice Class 船。 

（ Smith and Stephenson, 2013; 
https://www.pnas.org/con-

tent/110/13/E1191） 

https://www.pnas.org/content/110/13/E1191
https://www.pnas.org/content/110/13/E1191
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である。 

図 1は IPCCの気候モデル計算のうち、

現実的と思える海氷長期予測を用いた、

北極海の貨物船の航行頻度予測の例であ

る。2050 年頃には、耐氷船によ

る最短航路輸送が行われるとと

もに、カナダ側の北西航路の常

用も始まると予測されている。 

 安全を担保しつつ経済的な航

行を実現するためには、正確な

海氷変動予測が必要不可欠であ

る。実用性の観点からは、以下

の 3種の海氷予測が必要である。 

(1) 短期予測：1 週間程度先まで

の天気予報レベルの予測。北極

海に入ってから抜けるまでの

日々の航路計画に必要である。

数値天気予報と海洋・海氷数値

モデルを用いた計算により予測

する。 

(2) 中期予測：数ヶ月先までの予

測。当該年の夏の北極海の航行容易性を

早期に判断し，海運会社が配船計画を考

えるのに必要となる。数ヶ月予測は数値

天気予報計算では精度が悪く、まだ実用

に供せないため，冬季海氷の衛星リモー

トセンシングデータの高度解析と経験

的・統計的手法を組み合わせた方法を開

発している。 

(3) 長期予測：1 年から数 10 年先までの

予測。北極海航路向けの新造船の建造や

港湾整備など，大きな投資の意思決定に

必要。地球温暖化予測に用いられている

気候モデルの細密化・高精度化により達

成する。 

上記の(1)と(3)は数値モデルの高度化

であるが，(2)については独自の手法を開

発している。現在，マイクロ波放射計に

よる衛星観測により，北極海の海氷分布

がほぼ毎日得られる。海氷は決して一枚

板ではなく，衛星画像にも不均一性を 
 

 
 
 

反映したパターンが見られる。それを追

跡すれば、冬から春にかけての氷の動き

が得られる。氷が広がる動きをしている

所は開水面ができる。冬なので直ちに結

氷するが、そこは新しくできた薄い氷で

あり、夏に早く解けるはずである。一方、

氷が集中する動きをしている所は、氷同

士積み重なって厚い氷になり、夏に解け

残る。この様な考え方のもと、12 月 1 日

から 4 月 30 日までの海氷の動きを追跡

し、海氷の拡散、収束の状況と夏の海氷

分布との相関式を、過去 10 数年のデー

タを基に作成する。そして、その相関式

を、予測をしたい年の冬の海氷変動に適

用し、夏の海氷予測分布を得、7 月 1 日

から 9 月中旬までの海氷分布予報として

5 月下旬に公表している。図 2 は、本手

法による 9 月 11 日（海氷最小期）の海

氷域範囲と、観測された海氷域範囲の

2015年以降の比較である。数ヶ月先の北

極海の海氷分布が、この手法により精度

よく予測できていることが分かる。また、

図 3 は米国 ARCUS の SIPN プロジェクト

により収集された世界の組織、グループ、 
 

図 2  筆者のグループによる海氷中期予報の 9 月 11

日（海氷最小期）の海氷域分布の比較。緑線が 5 月

下旬に予報したもの。白塗りが人工衛星により観測

された海氷域 
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個人による各年の海氷最小域面積予測の

比較を、正解であるそれぞれの年の観測

値とともに示す。本手法による予測は、

観測値に対して誤差 1%（2015 年）、3%

（2016 年）、2%（2017 年）、0%（2018

年）と推移してきており、世界トップレ

ベルの予測となっている。すなわち、世

界最高精度の北極海氷中期予報が北極圏

国でない日本から発信されているのであ

り、日本はこのことを誇りに思い、周知

に努力するとともに利用して欲しいもの

である。  

筆者らは最適航路探索手法を用いた航

行シミュレーションも行なっている。こ

こでは、気候モデルによる長期海氷変動

予測に適用して、北極海通過航行の可能

性を評価した例を紹介する。図 4 は、日

本の気候モデルの一つである MIROC5 の 

 
 
 

 

RCP8.5 シナリオによる海氷域面積の長期 

変化と、現在までの観測値の比較である。 

 

図 4  日本の気候モデル MIROC5 による RCP8.5

シナリオの最小海氷域面積の変化とその改

良版ならびに観測値の比較。改良版「新し

い計算」は観測値に近付いているが、まだ

10 年ほどの遅れがある。 

図 3  米国 ARCUS の SIPN プロジェクトによる、世界から集められた最小海氷域面積予測の比

較。青線がその年の観測値であり、我々の予測は毎年観測値によく合う予測になっている。 
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気候モデル全般に言えるのだが、

MIROC5 も観測のものより海氷面積を大

きく計算している。そこで、海氷・海洋 

部の解像度を上げた計算をMIROCグルー

プに依頼した。この結果はまだ暫定的な

ものであるが、図中の「新しい計算」が

それであり、かなり観測値に近付いた。

そこでこの海氷分布を使って、4 日おき 

 
 

 
 
 

に北極海通過航行の航路探索をして航行 

容易性評価図にしたのが、図 5 である。

砕氷船によるエスコートを想定しない完

全単独航行の結果である。現在では耐氷

船しか航行できないが、2040年頃から通

常船でも航行できる様になり、2060年頃

には通常船でも最短航路（ロシア EEZ の

外、つまりロシアの管制を受けずに北極

点近くを通る航路）を行ける様になる。

なお、図 4 に示した様に、これらのこと

が 10 年早く起きても不思議ではない。

一方、今世紀末になっても通年航行には

耐氷船が必要であり、海氷研究や氷海船

舶研究が必要でなくなることはない。 

北極海の海氷減少と北極海航路につい

て簡単に紹介した。日本では北極海航路

への関心が異常に低く、その国際感覚の

欠如は元寇以来変わっていない様である

が、世界は既に新たな海上輸送経路とし

て利用し始めている。今後ご注目いただ

きたい。 

 
 

 

イヌイト社会の民芸品 
本多俊和（スチュアート  ヘンリ）（放送大学） 

 
西のシベリアから東のグリーンランド

までの極北地帯に住むイヌイト社会では、

4500年以上前から手工芸品ともいわれる

民芸品を作ってきました。工業製品が普

及する 18 世紀までは、動物の骨や角を

材料に日常生活に使う道具や、精神生活

にかかわるものを作製してきました。樹

木が育たない極北地帯ではあるが、夏の

海流や冬の海氷に運ばれてくる流木を利

用したものもあります。 

 生活道具は狩猟用具―  銛、弓矢、

魚扠
や す

など― が多く、その作り方や様式

によってどの時代のどこの地域のもので

あるかわかることが多い。精神生活にか

かわるものには妊娠していると思われる

女性像や魔物を象った、人を呪うために

作られたトゥピラク（tupilak）が有名で

す。トゥピラクについてはあとで少し詳

しく取りあげます。 

 イヌイト社会の民芸品を二つの視点か

ら考えることにします。一つの視点は日 

常的に使われる道具としての手作り物で

す。ヨーロッパからの工業製品が入る 18

世紀までは、金属はほとんどなく、わず

かに入手できた鉄は北グリーンランドの

シオラパルクより数百キロメートルの南 

 

図 5  図 4 の「新しい計算」の海氷分布を

基に航行シミュレーションした北極海通過

航行可能期間の長期変化。 
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に衝突した隕石から得たも

のでした。肉の料理は滑石

（石鹸石）をくりぬいた鍋

で、漁はカリブー（野生ト

ナカイ）やジャコウウシの

角とホッキョクグマの骨を

組み合わせた魚扠という具

合、周囲にある資源で生活

に必要な道具をすべて作っ

ていました。 

なお、先史時代の工芸品 

に興味のある読者は「イヌ 

イト文化伝統の装飾について： 

極北 4600 年の「美術史」序説」
http://doi.org/10.15021/00006003)   

をご参照ください。 

次いでに断わっておきますが、イヌイ

トは現在私たちと同じように工業製品を

フルに活用している生活を営んでいます。 
 

 
 

民芸品の第 2 の視点は観光客を目当て

に作られている土産物です。有名な石彫

りや版画､壁掛けアップリケをはじめ、

キーホルダー、Ｔシャツや衣服などの数

ある土産物の中でも興味をとくに引いた

のはグリーンランドのトゥピラクとアラ

スカの「ビリケン」です。 

 グリーンランドへ行ったことのある人

が必ず目にするトゥピラクと呼ばれるグ

ロテスクな彫り物です。縁起物だとうた 

われるトゥピラクは元々人を呪い殺す不

吉なものであり、絶対に他人に見られて

はならない恐ろしいものでした。不義理

をされたり、恨まれたりした相手を苦し

ませて死なせる目的でこしらえたトゥピ 

ラクでした。鳥やキツネなどの小動物の

骨を皮袋につめて「肉付け」のためにコ

ケや海藻を骨の間にはさんでから､呪う

相手の物――髪の毛でも切った爪でも―

―を皮袋に入れて「命を吹き込む」ので

した。「命」を吹き込むために性器を吸 

わせてから皮袋を地面に埋めるか、海に

投げました。 

「命」を吹き込まれたトゥピラクは自ら

行動して、殺す相手を捜したとされてい

ます。キツネの鋭い嗅覚や、空から俯瞰

するという超能力を持ったトゥピラクか

ら逃れることは不可能でした。自分が狙

われていると思ったらシャーマンの力を 

トゥピラク 命の吹き込み 

トゥピラク 

http://doi.org/10.15021/00006003)　　　をご参
http://doi.org/10.15021/00006003)　　　をご参
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借りてトゥピラクを無害化することが唯

一の避難方法でしたが、狙われているこ

とに気づく前にトゥピラクに襲われると

信じられていました。現実として、トゥ

ピラクに殺傷能力があるわけではないが、

その能力があるとする通念は、恨まれる

行動を未然に防いで社会的な調和を保つ

役割をはたしていた側面もあったようで

す。 

東グリーンランド独特なものだったト

ゥピラクが皆に恐れられていたおどろお

どろしい物の怪は、なぜ幸せを呼ぶ縁起

物に変質したのでしょうか。東グリーン

ランドは背後の氷床と凍り付いた正面の

海という閉ざされた地理的な条件が、18

世紀からグリーンランドを植民地にして

いたデンマークの研究者の長い間、東グ

リーンランドへの進出を阻んで、19世紀

末期に民族学者がようやくトゥピラクを

「発見」して、記録を残すようになりま

した。キリスト教の浸透などの劇的な近

代化の波に呑まれた東グリーンランド・

イヌイトの文化は急速に変化して、本来、

他人に開示したり話したりしてはならな

かったトゥピラクを求められるまま説明

する、あるいはその様子を絵に描くこと

に抵抗がなくなっていきました。あげく

に人の目に触れてはならなかったトゥピ

ラクの恐ろしさを誇張した化け物にしま

した。しかし、民族学者は恐ろしさを感

じず、ヨーロッパのいたずら好きな妖精

になぞった、かわいいモンスターとして

トゥピラクを世に広めました。 

 今は東グリーンランドに限らず、トゥ

ピラクはどのグリーンランドのお土産店

でも売られています。中には「美術品」

として評価され、10万円を超す値札がつ

いているものまであります。 

興味を引いたもう一つの民芸品はビリ

ケンでした。実はビリケンは日本独特な

招福神だと私は思い込んでいましたが、

この稿を準備している過程で、アラスカ

のイヌイト社会で 20 世紀初頭から土産

物として売られていました。1908年にア

メリカの女性デザイナーが考案したビリ

ケンはアラスカと同じ 1909 年に日本に

伝わりました。日本で抵抗もなく定着し

た背景には、布袋
ほ て い

によく似た姿があった

からでしょう。日本のビリケンは足を投

げ出した格好で、足の底を掻いてあげる

とご利益があるとされているが、アラス 
 

アラスカのトゥピラク 女 

アラスカのビリケン（20 世紀初頭） 

https://thumbs.worthpoint.com/zoom/images1/1/1007/12/early-alaskan-ivory-carved-billiken-sculpture_1_5e9296e32d35338237cbe6efa66c5498.jpg
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カでは足が矮小化された立像が多く、お

腹をさすると願い事は叶えられるとされ

ています。 

セイウチの牙を材料に彫ったビリケン

は飛ぶように売れたそうです。また、外

部からのイメージであるにもかかわらず､

いつの間にかビリケンはシャーマンの儀

礼に関連するとされ、そうした誤った認

識のためなのか、アラスカ・イヌイトの

伝統的な伝統工芸とされました。  

このように、イヌイト社会の民芸品の

中には、元々恐怖を覚えさせる以外のも

のではなったトゥピラクが、かわいい魔

物になって、イヌイトの文化とは本来何

らの関連もなかったビリケンがイヌイト

の伝統工芸品に化けてしまう話はこの程

度にします。

 

 

日本発信の国際北極シンポジウム（ISAR） 
                     神田啓史（国立極地研究所） 

 

第 6 回国際北極研究シンポジウム

（ ISAR-6： Sixth International Symposium 

on the Arctic Research）が 2020 年 3 月 2～

6 日に、東京、一橋講堂で開催される。

テーマは「過去の 10 年と未来の 10 年の

北極研究」である。本シンポジウムは第

5 回目から北極環境研究コンソーシアム

（JCAR）が主催を担い、現在、First circu-

lar で 参 加 を 呼 び 掛 け て い る 。
https://www.jcar.org/isar-6/ 

 本稿では今日の日本発信の国際北極シ

ンポジウムがどのような経緯で発展して

きたのかについて取りまとめた。 

極地研究の中核となっていた国立極地

研究所は 1990 年に北極圏環境研究セン

ターを設置した。日本が国内体制を整え、

国際北極科学委員会（IASC）に加盟する

ために、前年に北極科学研究推進特別委

員会を設置しており、この委員会が中心

になって 1990 年 5 月 12 日に、東京・虎

ノ門、発明会館ホールで「北極圏、日本

にとって身近なその自然を考える」をテ

ーマに、北極シンポジウムが開催された。

そして、日本が 1990 年に IASC に加盟し

てから 5 年目で、第一回北極圏環境研究

国際シンポジウム（International Sympo-

sium on Environmental Research in the Arctic）

を開催し、2005 年まで 5 年置きに 3 回ま

でそのシンポジウムが続いた。この頃は

他にも、アラスカ大学の国際北極研究セ

ンター（IARC：International Arctic Re-

search Center）が日本国内の大学関係者

と共同で開催してきた和達国際会議

（Wadachi Conference）が 1995 年と 2001

年に開催され、さらに、北極域の温暖化

を 扱 っ た 北 極 地 球 変 動 国 際 会 議

（GCCA： International Conference on 

Global Change: Connection to the Arctic）が

米国と日本で 2000 年から 2007 年まで 7

回開催されていた。しかし、日本発信の

統一した国際北極シンポジウムとして位

置づけられるシンポジウムはなかった。

2006年頃から国立極地研究所、和達国際

会議、GCCA シンポジウムに関連してき

た研究者有志によるアドホックな「北極

域研究検討委員会」が立ち上がり、日本

発信の国際シンポジウムはどうあるべき

かなどの議論を進めてきた。その成果の

一つが 2007 年 5 月の地球惑星科学連合

大会でユニオンセッション「北極域の科

学」を企画し、約 100 名の参加者を集め

たことであった。翌年の 2008 年より同 

連合大会のレギュラーセッション「北極 

域の科学」として位置づけられた。この 
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セッションは今日まで続いているが、日

本学術会議地球惑星科学委員会との関連

も深く、日本発信の国際シンポジウムを

設置するための引き金になった。 

結果的に、2008年にオールジャパンの

国際シンポジウムとして位置づけられる

国際北極研究シンポジウム（ISAR） が設

立された。主催は日本学術会議地球惑星

科学委員会の国際対応分科会国際北極科

学委員会（IASC）対応小委員会であった。

これまでに 1998 年より 2018 年まで、隔

年で 5 回実施している。  

第 1 回国際北極研究シンポジウム

（ISAR-1）は 2008 年 11 月 4～6 日、東京

の日本科学未来館で開催された。テーマ

は「地球温暖化の急激な変化」であった。

主催は日本学術会議地球惑星科学委員会

の国際対応分科会 IASC 対応小委員会、

WCRP/IGBP 合同分科会 CliC 小委員会、及

び北極域検討委員会を中心とした開催実

行委員会であった。参加者は 12 か国、

188 名であった。 

第 2 回国際北極研究シンポジウム

（ISAR-2）は 2010 年 12 月 7～9 日、東京

の一橋記念講堂で開催された。参加者は

14 か国、230 名であった。テーマは「変

動する地球における北極システム」であ

った。初日は市民を対象にした一般講演

会「北極の温暖化はどうなっているの

か？」を開催し、130 名の参加があった。

第 2 回国際北極研究シンポジウムが終了

してからは、これまでの  アドホックな

「北極域検討委員会」の活動は日本学術

会議地球惑星科学委員会の国際対応分科

会 IASC対応小委員会の活動として位置づ

けられるようになり、新たにシンポジウ

ムを動かす母体、事務局、北極コンソー

シアム等についての議論が始まった。

2011年より「北極域検討委員会」は北極

環境研究コンソーシア（JCAR）に発展的

解消した。コンソーシアムには 400 人を

超える研究者等が登録している。この時

の ISARは運営委員会等でシンポジウムの

開催決定などの運営に携わっていた。 

第 3 回国際北極研究シンポジウム

（ISAR-3）は 2013 年 1 月 14 日～17 日、

日本科学未来館で開催された。テーマは

「北極システムにおける変動の検出とグ

ローバルな影響評価」であった。また、

進行中のGRENE北極気候変動研究事業の

成果も発表された。 

第 4 回国際北極研究シンポジウム

（ISAR-4）は 2015 年 4 月 27 日～30 日ま

での 4 日間、富山市の富山国際会議場で

北極科学サミット週間（ASSW）の会期

中に開催され、世界 26 の国と地域から

700 名を超す参加があった。ここでは

GRENE 事業の多くの成果が発表された。

また、人文・社会科学系のセッションが

設けられたことも特徴であった。

Conference Statement では北極域の急激

な変化とその影響について理解を深め、

様々な分野が連携してとり組み、また科

学者と住民、政府や産業界との連携の重

要性が述べられた。 

第 5 回国際北極研究シンポジウム

（ISAR-5）は、2018 年 1 月 15 日～18 日

に、一橋講堂で開催された。18か国から

344 名の参加があった。テーマは「変動

する北極と地域から地球規模への影響、

― 情報から知識と行動へ ―」であった。

ISAR-5 では ISAR が初めてシンポジウムの

主催を担ったが、これは ISARの順調な発

展を物語るものであった。前述の GRENE

事業に代わる北極域研究推進プロジェク

ト（ArCS）は公開講演会「北極の未来と

科学」を開催し、152 名の参加があった。  

シンポジウムは 21 セッションで発表

があり、全セッションの 1/3 が人文・社

会科学分野であった。このことは文理融

合研究の重要性が増していることを示し

ている。
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北極クラブ例会の話題提供 

以下に、「北極クラブ」例会での話題提供の演者と演題を紹介します。 

第一回北極クラブ例会 

2014 年 5 月 24 日（土）  

話題提供：兒玉裕二『最近の北極

海状況、日本の北極研究の動向

など』 

 

第二回北極クラブ例会 

2014 年 10 月 25 日（土） 

 話題提供：小島 覺『北極圏：いま

世界の熱い焦点』 

 話題提供：スチュアート  ヘンリ

『極北の植物：文化的な利用』 

 

第三回北極クラブ例会 

2015 年 5 月 30 日（土） 

話題提供：大村敬一『イヌイトの知

識と近代科学はどう違うのか？カ

ナダ・イヌイトを通して人類秘密

を探る』 

話題提供：森永由紀『美味しい馬乳

酒はどう造られるのか？モンゴル

遊牧知の検証から寒冷・乾燥フロ

ンティアでの暮らしを考える』 

 

第四回北極クラブ例会 

2015 年 11 月 7 日（土）  

話題提供：高橋美野梨『グリーン

ランドの近代―自己決定権をめぐ

る政治学を振り返って―』 

話題提供：内田雅己『カナダ北極：

ツンドラの生態』 

話題提供：山内 恭『わが国の北極圏

研究の興亡―北極研究の歴史から』 

 

第五回北極クラブ例会 

  2016年 6 月 4日（土） 

話題提供：井上敏昭『アラスカの先住 

社会と石油開発』 

話題提供：角幡唯介『グリーンランド 

の夜』 

 

第六回北極クラブ例会 

 2016年 10月 29 日（土）    

話題提供：渡邉興亜『グリーンランド

と北極支援』 

話題提供：神田啓史『北極カナダの植

物調査（氷河後退域生態系の映画上

映）』 

 

第七回北極クラブ例会    

2017年 5 月 27 日（土） 

話題提供：佐藤 淳『解けるグリーラ

ンド ー極北のイヌイットはいまー』 

話題提供：小島 覚『その美しき自然

をめぐる世界の動向』 

 

第八回北極クラブ例会 

2017年 11月 11 日（土） 

話題提供：山崎哲秀『極北のエスキ

モー民族 ～グリーンランド北西

部地方～そしてエスキモーはいな

くなる』 

話題提供：岡野昭一『カナダ、イエ

ローナイフのオーロラ、自然、

人々』 

話題提供：奥村政義『北極圏の観光』 

 

第九回北極クラブ例会 

2018年 6 月 2日（土） 

話題提供：大畑哲夫:『今日の北極研

究の国際情勢』  

話題提供：田口章利『観光でめぐる 

アイスランド』 
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第十回北極クラブ例会 

2018年 10月 27 日（土）  

話題提供: 山口 一『北極の海氷減少

と北極海航路』 

話題提供:岸上伸啓『アラスカ先住民

社会における捕鯨文化の現状― 

米国アラスカ州バロー村のイヌピ 

アットの事例を中心にー』  

展示コーナー：スチュアート ヘン 

 

 

 

 

 

リ『北極に伝わる民芸品』 

 

第十一回北極クラブ例会 

    2019 年 6月 1 日（土） 

話題提供：小嶋一男『極北・未知へ

の挑戦 ― 2 万 2 千キロの犬橇探検 

―』 

  話題提供：和泉雅子『私の北極点』 

 話題提供：矢吹裕伯『北極域のデータ

マネージメント』  

 

 

 

 

  編集後記

 

北極クラブ会報「アークトス」第

54 号をお届けします。本号は平成 30

年 10月 27日の例会でご講演いただい

た岸上伸啓氏、山口一氏、スチュアー

ト ヘンリ氏よりご投稿をいただきま

した。また、自由投稿では神田啓史氏

にご投稿をいただきました。 

2018年 1月に開催された日本発信の

第 5 回国際北極研究シンポジウム

（ISAR-5）では 21 セッションを通じ

て自然科学から人文・社会科学の多く

の分野にわたって発表が行われ、全セ

ッションの 3 分の 1 が人文・社会科学

関連のものでした。北極における文理

融合研究の重要さを物語っているもの

でした。 

投稿原稿は常時、受け付けています

ので、下記の宛先にお送りください。 

会報・編集連絡先：神田啓史 

〒357-0043 

埼玉県飯能市前ケ貫 257-2 

kanda.hiroshi@hotmail.co.jp 
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