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評論 展望

なぜ、今、北東アジア地域研究か
2016 年 4 月から、人間文化研究機構（以下、人文機

構）において「北東アジア地域研究プロジェクト」が
始まった。そのねらいは、日本における北東アジア地
域研究をさらに促進するために、人文機構内の機関の
研究者を中心にして全国的なネットワークをつくり、
国内外に研究成果を発信することである。国内では、
国立民族学博物館（以下、民博）を中心として、北海
道大学スラブ・ユーラシア研究センター、東北大学東
北アジア研究センター、富山大学極東地域研究セン
ター、島根県立大学北東アジア地域研究センターとの
間に連携がつくられた。これまで、日本における地域
研究では、中東、南アジア、中国、スラブ地域などで
は科学研究費を使用しての大型のプロジェクトが行わ
れてきたが、北東アジア地域という枠組みでは初めて
のものである。同時に、経済学、政治学、歴史学、地
理学などを中心とする学際的な地域研究が多いなかで、
文化人類学を拠点の中心にすえようとする新たな試み
にもなっている。
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北東アジア地域の範囲（出典：北東アジア地域研究みんぱく拠点 Official webサイト http://www.minpaku.ac.jp/nihu/cnaas/index.html）。

北
東
ア
ジ
ア
地
域
研
究
の 

新
し
い
地
平

―
人
や
も
の
の
移
動
か
ら
み
た
　
　
　 

自
然
・
文
化
・
文
明



民博通信 2017 No.156 05

訪問したことがある。なかでも、日本の東北地方とシ
ベリアの北東部のチュコトカ自治管区が主なフィール
ドである。自然環境と密接に関わるクマやクジラやセ
イウチの狩猟、山菜やアワビの採集、サケの漁撈、ト
ナカイの家畜飼育などの生業活動を中心に、生態人類
学や文化地理学の視点から研究を進めてきた。その結
果、1 冊の単著に加えて 3 冊の編著、多数の論文を英語
や日本語で刊行してきた（池谷 2004）。しかしながら、
それぞれの地域に関する個別研究が中心であり、地域と
地域を比較する研究はあまり進めてこなかった。プロ
ジェクトは、自らのこれまでの研究成果を北東アジア
地域全体のなかで位置づける絶好の機会になっている。

同時に、筆者は、現代社会の諸問題を解決するため
には、自然、文化、文明の 3 要素をどのようなバラン
スにしたらよいのかという問題意識をかねてから持っ
ている。それは、ますます拡大する都市文明のなかで
各地域の文化や自然の状態をどのように維持するのか
ということでもある。たとえば、北東アジアにおいて
は、陸域と海域の豊かな自然、その自然と密接に関
わって育まれてきた各地域の文化、それに影響を与え
てきた古代や近代の文明という要素を無視することが
できないであろう。

1）陸域生態系の研究
まず、陸の側から北東アジア地域をながめてみよう。

その一例としてクマと人との関わりあいは、北東アジ
ア地域内で共通して広くみられるテーマである。北か
らホッキョクグマ、ヒグマ、ツキノワグマなど多様な
クマが存在するが、文化人類学者のハロウエル（A. 

本稿では、人文機構の「北東アジア地域研究プロ
ジェクト」の意義や活動内容を筆者の研究経験を中心
として紹介する。具体的には、民博拠点においてどの
ような研究が意図されており、どのような新たな研究
が生まれそうであるのかについて述べる。現在、北東
アジア地域（ここでは、東北アジア地域と同義とする）
のなかでは、日本を中心とみても北方領土問題、ロシ
アから日本への石油や天然ガスなどの輸送問題、各国
のなかでの先住民の権利に関わる問題、自然資源の持
続的利用と流通に関わる問題など、多くの政治・経済・
社会問題の存在がよく知られている。一方、民博のグ
ループでは、これらの諸問題を考える際の基礎となる
研究テーマを扱っている。それは、「北東アジアにおけ
る人やものの移動をとおしてみた自然、文化、文明の
研究」である。

さて、北東アジア地域とは、いったいどの範囲の地
域を示しているのだろうか。この問いについて、上述
の 5 機関からなる本プロジェクト全体の合意のもとに、
国境という便宜的な境界に沿いながら、ロシア（ウラ
ル山脈以東のシベリアおよび沿海州を対象）、モンゴ
ル、北朝鮮、韓国、中国、日本の 6 ヵ国を北東アジア
地域として設定した。それにともない、中央アジア諸
国やアメリカのアラスカ州などを隣接地域としてとら
えた。その結果、北極海に面するツンドラからその南
のタイガの広がる森林地帯（写真 1）、さらにはモンゴ
ル高原のステップ地帯やゴビ砂漠（写真 2）、日本や中
国東北部の落葉広葉樹林地帯（ナラ林帯、日本ではブ
ナ林も発達）（写真 3）、そしてその南の照葉樹林地帯や
亜熱帯のマングローブ林までの多様な自然環境が対象
になっている。

民博拠点では、北東アジア地域内の大部分の地域を
研究者がカバーできるという特徴を持っている。個々
のメンバーの専門の調査地域から、とくに日本、中国、
韓国、アイヌ、エヴェンキ（中国）、モンゴル、カザフ

（モンゴル）、チュクチ（ロシア）、エスキモー（ロシア
ほか）などの諸文化や地域の研究に焦点を当てている。

北東アジアの地域研究がおもしろい：陸域と海域から
の 2 つの視点

筆者は、これまで北朝鮮以外の北東アジアの国々を
写真 1　ツンドラ植生（ロシア、1997年 10月）。
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2）海域生態系の研究
海の側から北東アジア地域における自然と人の関わ

りをながめてみよう。この地域では、北から南にかけ
て、ベーリング海、オホーツク海、日本海、東シナ海
などと続いている。そこには、ホッキョククジラ、コ
ククジラ、セイウチ、アザラシ、ラッコのような海獣
類、サケやマス、コンブやアワビやナマコなど、世界
的にみてももっとも豊かな海洋資源が存在していて、
人びとによってそれらが利用されてきた（写真 4）。し
かも、これらのなかには地域内にとどまらず地域を越
えて移動していくものが多い点が興味深い。たとえば、
歴史的にみるとラッコの毛皮は欧米や中国市場へ、コ
ンブやアワビなどは、江戸時代には長崎俵物として日
本から海外へ輸出された産品である。近年では、セイ
ウチの牙からつくられる彫刻品は国外への輸出は禁止
されているがロシア国内ではアート作品として売られ
ている。

筆者は、このなかでアワビに焦点を当て、東アジア
3 ヵ国内におけるものの移動に関心を持ってきた。現
在でも日本の三陸海岸の天然アワビは 2011 年の東日本
大震災の影響を受けながらも、香港に輸出されている。
同時に、近年、韓国や日本ではアワビの養殖が進行し
ており、アワビは庶民の食べ物になりつつある。この
ように、天然および養殖アワビと人との関わりの歴史
と現在を探っていくと、北東アジアにおける食文化と
新しい地域間の結合関係がみえてくると考えている。

3）筆者の研究枠組み
以上のように筆者は、これまで、シベリア北東部と

日本の東北地方という個別地域でのフィールドワーク
の成果をもとにして、陸域と海域の両方の視点から北
東アジア地域をみてきたが、地域内での中国文明（と
くに 18 ～ 19 世紀の清王朝）の存在を無視することが
できないことも気になっていた。

中国文明は、過去の歴代の王朝の中心地は変動する
ものの、中心と周辺から構成される同心円状の枠組み
が共通にみられると説明されてきた。それを踏まえて
濱下は、中国文明と東南アジアとの関係をとくに重視
したモデルを提示して、海からの視点の重要性を強調
する（濱下 1997）。一方、筆者は、その議論に触発され

Irving Hallowell）が述べているようにクマ狩猟やクマ
祭りなどの文化は共通している。とくに、日本国内で
はアイヌのクマ祭りがマタギに伝播したとみる人もい
るが、山で捕獲してきたコグマを飼育するか否かで、
両者のクマに対する考え方は大きく異なっている。つ
まり、アイヌの場合にはクマそのものがカミであるが、
マタギのなかでは山の神がクマなどの森の動物を管理
しているという見方がある。これに加えて、近年にお
ける日本のクマに関する獣害問題は、2016 年 6 月の秋
田県で 4 名が殺害された事件が端的に示すように、北
東アジアのほかの地域ではみられない出来事になって
いる。

これに対してロシア北東部では、近年の地球温暖化
の影響を受けて北極海の氷が解けておりこれがクマの
生活にも影響を与えている。クマがチュコトカ半島の
東側に位置するチュクチの村にゴミをあさりにやって
きているが、日本の事例のような人的被害までには
至っていない。また、韓国では、クマはすでに絶滅し
ているが、ほかの地域からクマを移入しようとする計
画もみられる。

以上のように、人とクマとの関わりの研究は、日本
では人とクマとが山の神を媒介として長らく共存して
きたが、近年では獣害が激しいという地域もあれば、
ロシアのような共存、韓国のような絶滅など多様に
なっている。このため、クマと人との関わりあいは、
北東アジア地域における文化史をふまえて地域間の比
較や影響関係、そして現在の獣害問題を射程に入れな
くてはならない研究テーマになっている。

写真 2　ウランバードル郊外で飼育されているラクダ（2015年 2月）。
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平）、チュクチを中心としたシベリアの民族誌映像の動
向（アレクセイ・ヴァフルシェフ）、アイヌの首飾り

（斎藤玲子）などの話題が提示されており、館内で活発
な議論が展開されてきた。

筆者は、月例会をとおして 2 つの点を学んだ。まず
月例会での発表は、自らの研究地域の事例を北東アジ
ア地域のなかで位置づける試みとなった。たとえば、
ツンドラとタイガでのトナカイ飼育方法の違い、ポス
ト社会主義時代におけるカザフとモンゴルの牧畜の違
い、モンゴル人やカザフ人の国外への人の移動の違い
など、個々の研究テーマに応じて北東アジア地域内の
比較を進めることによって北東アジア地域の概念がど
こまで有効であるか否かがわかってきた。もう 1 つは、
たとえば、モンゴルで生産されたカシミアが日本で受
容されている現状からみても、個々の集落単位の研究
を広い地域の研究にどのように発展させていくのかを
考えていくことの重要性が明らかになった。

その一方で、北東アジア研究に民族誌映像を導入す
ることで、トナカイ遊牧民研究への新しい展開を得た。
それは、2016 年 12 月 23 日に開催された「極北の自然
とチュクチの人びと」をテーマとした国際公開セミナー
である。このセミナーは、民博の展示場と映画の世界と
をつなげる試みになった。館の北アジア・中央アジアの

常設展示場には、トナカイの皮
製衣装、トナカイを捕獲する投げ
縄、雪おろしの道具、皮なめしの
道具など、筆者らがロシアのチュ
コトカ自治管区内の集落で集め
た資料がある。このセミナーで上
映された映画の舞台は、筆者が調
査した集落であったことから、展
示場の資料の使い方がよくわかる
内容になっている。しかも、モス
クワから参加した映画監督アレク
セイ・ヴァフルシェフ（Aleksei 
Vakhrushev）に加えて、呉人徳
司（東京外国語大学）および山
田孝子（金沢星稜大学）とによ
る映画をめぐる討論がなされた。
先住民の学校教育をめぐって、

つつアワビ、クマの胆、マツタケなどの個々のものの
産地とそれぞれのものの移動を示していく方法をとる。
そこからは、それにともない、地域での採集者、交易
人、都市での消費者など人とものとの関わり方がみえ
てくる。これらの個々の事例が集積されていくと、時
間軸と空間軸を無視することなく、人やものの移動か
らみた北東アジア地域内の諸文化や文明の動態を把握
できると考えている。なお、この視角からみると、北
東アジア地域内では中国文明の影響下の地域とそれ以
外の地域とに分けられる。ロシアの沿海州は前者に含
まれるが、チュクチの暮らすシベリア北東部は含まれ
ない。この地域は、ホッキョクキツネの毛皮の流通か
らみても欧米のシステムのなかに組み込まれてきたか
らである。

北東アジア地域研究プロジェクトの活動概要：地域と
分野を越える道

冒頭で述べたように、2016 年 4 月に本プロジェクト
が始まり、本稿執筆の時点でほぼ10ヵ月が経過したが、
本プロジェクト全体では、いったいどのような活動が
行われてきたのであろうか。簡単にまとめておく。

1）地域間比較の試み
まず民博拠点では、個々の研

究者がそれぞれの研究を進めな
がら、月例会をとおして北東ア
ジア研究における論点の整理や
方向性に関する議論を深めてい
る。月例会は、月に 1 回、館内
で行っている研究会である。こ
れまで、日本列島におけるクマ
と人（池谷和信）、モンゴルの牧
畜と社会変容（辛嶋博善）、中
国・東北部のマイノリティーの
移動史と民間信仰（韓敏）、民
族誌映像からみたチュクチの暮
らし（池谷和信）、カザフの定
住化と土地利用の変容（藤本透
子）、シベリア・エヴェンキの
トナカイ飼育と角生産（卯田宗

写真 3　 日本の落葉広葉樹林帯でのクマ狩猟（1985年 4月）。



評論・展望

民博通信 2017 No.15608

年 12 月 3 ～ 5 日に開催され
た第 6 回アジア食文化国際会
議において筆者らがセッショ
ンを組織したものである。東
アジアにおける食文化のなか
での海洋資源の利用、日本の
食文化へのドイツの影響など
が報告され、新たな研究に展
開する可能性がある。

北東アジア地域研究の行方：世界の地域研究への貢献
最後に、冒頭でも若干触れた、北東アジア地域をめ

ぐって浮かびあがる「地域」という問題に触れておき
たい。

すでに述べたように、筆者は、陸域生態系と海域生
態系という 2 つの地域を設定して北東アジア地域にお
いて研究を進めているが、北東アジア地域の概念が本
当に有効か否か、研究事例が北東アジア以外の地域に
適用できる広がりを持つものか否かという問いについ
ても考えている。クマと人との関係は、ヨーロッパや
北米でも共通していて北東アジア内で完結する現象で
はない。すでに言及したが、中国文明を軸にした中心・
周辺論についても、東南アジアの位置づけとの比較が
欠かせないであろう。狩猟採集民と隣人との関係もま
た、世界中の至る所で共通するテーマである。このよ
うに、研究テーマに応じてどのような地域範囲を設定
するのがふさわしいのかが変わることは、地域研究で
は欠かせない認識である。

同時に、北東アジア地域における内陸部と海岸部と
のあいだの人やものの相互関係の研究も、新たなテー
マとして注目してよいであろう。災害後の人びとの対
応の事例では、東日本大震災の際に海岸部での津波の
被害が大きかったが、災害後の海岸部から内陸部への
人の避難的な移動、内陸部から海岸部への援助物資の
補給などの事例がみられた。たとえば、岩手県大槌町
では町内の内陸部に多くの避難所がつくられて、その
周辺の地域住民の協力が避難所をささえた所もある。
その一方で、大槌町の外である盛岡市などの内陸部に
移動した人もいる。同様に、ロシアのチュコトカ自
治管区では、内陸部に暮らすチュクチが海岸部に移動

この映画では政府の政策を軽
視しているという問題が指摘
された。

2）学際的研究の試み
本プロジェクトは、もう 1

つ、民博を中心にほかの研究
機関と積極的に連携しなが
ら、北東アジアについて学際
的に研究を進めていくという
目的も持っている。

その学際的研究には、2 つのレベルがある。まず、
人文機構内に属する国立歴史民俗博物館（以下、歴
博）との関わりである。歴博は、日本の弥生時代から
古代にかけて、朝鮮半島と日本列島の間の人やものの
移動を軸にした地域交流史に研究テーマを設定してい
る。このため、民博側では新たに「北東アジアにおけ
る農耕民の移住と地域社会への対応」というテーマを
立ち上げて、共通の論点を設けることにした。それ
は、弥生時代における朝鮮半島から日本列島への人の
移動と日本列島内の当時の先住民である縄文人との関
係に関わる問題である。その研究成果は、2016 年 8 月
に開催された世界考古学会議（World Archaeological 
Congress, WAC）で公表された。

一方で、プロジェクト内の民博拠点とほかの拠点
との関係も新たな研究分野を切り開く可能性がある。
2016 年 5 月 29 日には島根県立大学の拠点で北東アジア
の国境に関わる問題が議論された。とりわけ、日本の
国境地帯における漁業とその問題の報告は興味深かっ
た。筆者も対馬での韓国漁民のアワビの密猟の問題に
関心をもっていたので、海洋資源利用と密猟問題の視
点から議論に参加した。また、2017 年 1 月 18 日には富
山大学の拠点での国際セミナーで筆者は報告をし、北
東アジアの森林資源をめぐる諸問題について非木材産
物の利用の観点から貢献することができた。このよう
にプロジェクト内では、文化人類学、経済学、政治学
などの学際的な研究が進められている。

さらには、ユーラシア大陸の食文化の交流史という
研究テーマにおいても北東アジア地域研究プロジェク
トの存在をアピールすることができた。これは、2016

写真 4　 日本製のエンジンがロシアのチュコトカで使用されている
（2004年 9月）。
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Bestor）の業績である。彼は、残念ながら上述の第 6
回アジア食文化国際会議では欠席となってしまったが、
彼のいう地球全体を視野にいれて複数の地点での民族
誌をつなげた研究の枠組みは（Bestor 2001）、とくに
北東アジア地域研究では有効であると考えている。彼
の研究はスシやマグロが対象であったが、今後、そこ
に山菜やアワビやクジラなどを加えることで、新たな
研究の地平を切り開いてみたいと筆者は考えている。

【参考文献】
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することが知られている。内陸部でのトナカイ飼育が
雪害などでうまくいかない際に海岸部に滞在するもの
である。日本の三陸沿岸と同じく、チュクチが暮らす
ベーリング海の沿岸は海洋資源が豊かである。

そして先にも述べたが、北東アジア地域の特徴は、
東南アジア地域を加えることでさらによくみえてくる
であろう。そこからは、寒帯から熱帯までの自然多様
性の豊かな「東ユーラシア地域」という枠組みが浮か
びあがり、それぞれの地域をその枠組みの中で考える
ことができる（上図参照）。また、この緯度に沿った南
北の軸をさらに西へ展開させると、西ユーラシア地域
であるヨーロッパとの比較が可能になり、この視角は、
地球全体のなかでの自然、文化、文明の関わりについ
て東ユーラシア地域の視点から考えることにつながる。

現在、本プロジェクトは、5 年間の計画のうちの 1 年
目が終わりつつある。今後に残された課題は多いが、
対象地域のなかに日本が含まれていることで日本研究
に関与する国内外の研究者に影響を与えるような研究
も求められている。その参考になるのは、たとえば築
地の研究で有名なテオドル・ベスター（Theodore C. 

いけや かずのぶ

国立民族学博物館民族文化研究部教授。人類学・地理学専攻。アフ
リカを中心に、日本を含むアジア、シベリア（チュコトカ）、アマゾ
ンの狩猟採集文化について研究をしてきた。おもな著書に『人間に
とってスイカとは何か』（臨川書店 2014 年）、『地球環境史からの問
い』（岩波書店 2009 年）編著に、『狩猟採集民からみた地球環境史』
（東京大学出版会 2017 年）など。

食の人類史における東ユーラシア地域の位置。なお、図中の点線で囲った四角部分が東ユーラシア地域（佐藤洋一郎 2016『食の人類史―ユーラシアの
狩猟・採集、農耕、遊牧』pp. 50–51．点線の四角は筆者が追記）。


