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2019 年度 北極域研究共同推進拠点 共同研究等報告書
申請区分：

■萌芽的異分野連携共同研究

□共同推進研究

□産学官連携フィージビリティ・スタディ
□共同研究集会
研究課題名：

□産学官連携課題設定集会

北米北極域における気候変動起因の環境的社会的課題への日本的貢献の在り方

研究期間：

2018 年度～

共同研究員

氏名

研究代表者

本多 俊和

2019 年度
所属・職名

専門分野

放送大学 元教授

区分

文化人類学、考
古学

研究分担者 大村 敬一

放送大学、教授

文化人類学

（拠点外）

井上敏昭

城西国際大学・ 教授

文化人類学

白井裕子

北海道大学・学術研究員

農業システム
論、地域研究

研究分担者 大西富士夫

北海道大学・准教授

北極国際政治・

（拠点内）

政策研究
高橋美野梨

北極域研究センター／スラ 北極国際政治
ブ・ユーラシア研究センタ
ー・助教

研究協力者

岸上 伸啓

人間文化研究機構・理事

文化人類学

Lynn Zender

Zender Environmental Helth

環境工学

and

Research

Group

・

Executive Director
Simone Sebalo

Zender Environmental Helth
and

Research

Group

環境工学

・

Executive Director
近藤 祉秋

北海道大学 アイヌ・先住民

文化人類学

研究センター、助教

【研究の内容】
(1) 図表や写真も交えて、研究の内容や成果等を 1000 字程度で簡潔に以下にまとめてください。
ア）研究会の開催
研究会を計 3 回開催した。 第１回研究会（2019 年 4 月 26 日）では、Zender environmental health
& research group の研究成果を中心に、生活ゴミ問題の課題の洗い出しを行うとともに、課題解決の
ための可能な貢献としてゴミに関する教育の実施、人体に与える影響の調査があることを確認した。
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第２回研究会（2019 年 7 月 26 日）では、カナダとアラスカそれぞれにおけるフィールドワークの成果
の報告会を実施した。第３回研究会（2019 年 9 月 5 日）では、健康科学、環境工学、ロシア国際協力
担当などの外部協力者を招聘し、課題解決に向けて日本が実施できる研究について学際的に議論
した。
イ）フィールドワーク等の成果
2019 年 7 月 2～5 日にカナダ・ヌナブト準州ケンブリッジ・ベイ（写真１）、そして 2019 年 10 月 29～
31 日にカナダ・ヌナブト準州イカルイトにおいて、ゴミ捨て場の視察および生活ごみ処理と生活用水
など生活環境を対象に地元が抱えている課題および問題点について、村役場でインタビュー調査を
行なうとともに、市民が参加する town meeting でごみに対する市民の問題意識に関する情報を収集
した（写真２）。その結果、大がかりなごみ処理について日本が寄与できることが困難ではあるが、い
くつかの点でごみ処理の効率化や生活環境の改善に関して小規模であるが、貢献できることが明ら
かになった。
比較的簡単に貢献できることは、ごみ収集について日本で通常に行なわれている分別の方法の具
体的な情報、なかんずく札幌市が HP で紹介されている充実した情報と具体的な手続きを英訳して
ヌナブト準州政府に提供することである。それに関連して、小・中学生に対するごみ処理の重要さ―
―環境および健康保護――を教える教育プログラムが焼却炉の建設に匹敵する効果があることを準
州政府と村役場にアドバイスして、ごみ問題のソフトな側面をも啓発する。現在、ごみは不燃ごみと
「その他のごみ」だけの分別が行なわれているので、紙やプラスチックがごみ捨て場周辺を覆ってい
る【写真】。分別収集はこの事態の緩和に役立つであろう。
調査を通じて浮かび上がってきたもう一つのポイントは、川や湖から汲まれ各家庭に設置してある
1500 リットル以上のタンクに貯水する飲み水の水質はよくなく（雑味が強い）、各家庭で簡単に浄水
できる、比較的廉価な措置が望まれている。日本の製品を紹介する要請があった。「ブリタ」という商
品名で知られている簡易な浄水器では需要に追いつかない。日本で普及している、蛇口に取り付け
る簡易浄水器に対して多くの住民が関心を示したので、機器の効果および入手方法に関する情報
を提供した。

写真１
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写真２

写真３
また、協力者の近藤は、アラスカ先住民のコミュニティにおけるごみ問題に関する先行研究を
整理し、これまでの研究状況を把握するとともに、この問題に関する聞き取りを 2019 年 7 月に実
施した。その結果、
（１）焼却施設の不備により先住民コミュニティでの健康被害が確認されたが、具
体的な汚染物質の同定にまでは至っていないこと、
（２）ゴミ捨て場にクマが出没して、村内の生活に
支障をきたす可能性が生じうることがわかった。この聞き取りの結果を受けて、アラスカ北部沿岸地

域に位置するカクトヴィック（Kaktovik）で予備調査をおこなった（2019 年 8 月）
。予備調査の
目的は、海氷の融解によって住処を失ったホッキョクグマが集落の近く出没するようになったこ
とについて、文化人類学と生態学の観点から現地調査の可否に関して現地で情報収集するととも
に、村民との協力関係を築くことを決めた。短期滞在中に得た情報によれば、これまでの調査で
確認したクジラの解体場所やゴミ捨て場のみならず、村内にある家庭用のゴミ箱や村民の住居内
にもホッキョクグマが侵入する事例が散見され、調査中にもホッキョクグマを集落近くで観察す
ることがたびたびあった。家庭ごみや住居近くに廃棄された動物遺骸、伝統的な食料であるアザ
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ラシ油の貯蔵などがホッキョクグマ侵入の誘因となっていること明らかになった。カクトヴィッ
クでは、ホッキョクグマが「やってくる」というよりも、
「村を生活圏としている」という事態である
ことがわかった。今後は、本格的な現地調査をおこない、クマの糞や行動痕跡の収集も同時並行で

進め、学際的なクマ／人の関係研究に発展させていきたい。

分担者の大西は、2019 年 9 月にアイスランドで開催された北極評議会の持続可能な開発作業部
会（SDWG）に出席し、情報の収集を行ったほか（写真４は会議の様子）、北極評議会のアイスランド
議長国が進めようとしている海洋プラスティックゴミについての取り組みについて担当者に聴聞した
（写真５は担当者による全体説明の際のスライド）。SDWG では、北極小規模コミュニティにおける廃
棄物処理が新規立ち上げされる準備がカナダのリードの下に進められている。ここでは、フィンランド
がロシアが有害物質の放出やごみ削減の最小化等について協力するとのことであった。

写真４

写真５
加えて、12 月 5 日（木）、外務省の対日理解促進交流プログラム「カケハシ・プロジェクト」
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にて訪日中のアラスカ先住民の高校生、大学生等 10 名が北極域研究センターを訪問した機会をと
らえ、分担者の大西が本プロジェクトの紹介し、高校生、大学生等にアラスカにおけるごみ処理
問題の現状、リサイクルへの意識等についての意見を聴取した。アンカレッジ、フェアバンクス
等の都市部では、環境意識に対する取り組みから若者の間でもリサイクルに関する関心が高まり
つつあるが、郊外や遠隔地のコミュニティではそうした意識はまだ高くないとのことであった。
この意見交換を通じて、ゴミ処理のされ方は、行政の取り組みやごみに関する教育教材での普及
といった改善の余地が多々あるとの認識を確認できた。

ウ）成果の発信等
分担者の大西は、本研究会のメンバー及び海外研究者らとともに、戦略的国際科学技術協力推
進事業として科学技術振興機構が進めるベルモントフォーラムの共同研究活動の国際公募に
Resilient Garbage：Bettering Arctic Waste Management to Meet Future Local, Regional, and Global
Needs という課題を申請した。結果的に採択されなかったが、本課題を発展させて、ゴミ問題に関す
る国際的共同研究に発展させようとした試みであった。
また、研究代表者の本多を今ベナーとして Sixth International Symposium on Arctic Research
（ISAR-6、2020 年 3 月）において、Coping with Waste Disposal in Arctic and Sub-Arctic North
America: The Role of Japanese Scientists と題する企画を立てたが、新型コロナウィルスの影響でシン
ポジウム自体が中止となった。本研究で得られた成果およびネットワークを基礎として、引き続き北極
域における社会的課題、とくにゴミ処理の問題に関する課題解決型の研究につなげていく予定であ
る。
(2) 本共同研究に関連する活動 (研究打合せ、学会参加、調査等)を実施した場合には、下表に記
入してください。
日程(月日)

日数

活動内容

場所

共同研究員・研究協力者の参加者名

(日)
2019.04.26

1 研究打合せ

参加者数
(人)

札幌

本多俊和、大西富士夫、高橋美野梨、
5

5

近藤祉秋、白井裕子
2019.07.26 1

研究打合せ

札幌

本多俊和、大西富士夫、高橋美野梨、

5

近藤祉秋、白井裕子
2019.09.05 1

研究打合せ

札幌

本多俊和、大西富士夫、高橋美野梨、
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近藤祉秋、白井裕子、石井一英、東條
安匡、森太郎、山内太郎、杉山慎
Julie Babin 、 小 俣 友 輝 、 加 藤 知 愛 、
Marina Lomaeva
【研究論文や著書等】
著者名(共著者名含む)、発行年、論文タイトル、掲載誌名、巻・号、ページ数、DOI、査読の有無、イ
ンパクトファクター(IF、分かれば)、分野(表下にある(注 3)から一つ番号を選択)を記入して下さい。
著者名, 発行年, 論文タイトル, 掲載誌名, 巻・号, ページ, DOI

査読の

IF

有無

分野
(注 3)

Honda, S. (2020): Whales and whaling in Greenland: Historical and 〇

⑨

Contemporary Studies, Senri Ethnological Studies (SES), 国立民族学博物館
（編集中）
本多俊和、高橋美野、「現代グリーンランド捕鯨をめぐる儀礼と政治」（出版交

⑨

渉中）
大西富士夫（2020）「北極」『現代地政学辞典』丸善出版、644-645 頁．

⑨

ISBN: 978-4621304631
大西富士夫（2020）「国際関係」田畑伸一郎・後藤正憲編著『北極の人間と社

⑨

会 ― 持 続 的 発 展 の 可 能 性 』 北 大 出 版 会 、 185-204 頁 ． ISBN ：
978-4-8329-6856-1
田畑伸一郎、立澤史郎、高倉浩樹、榎本浩之、柴田明穂、成田大樹、大西

⑨

富士夫、高橋美野梨（2020）『これからの日本の北極政策の展望』北極域研
究推進プロジェクトテーマ７「北極の人間と社会：持続的発展の可能性」、
23-26 頁．https://www.arcs-pro.jp/about/pamphlet/report202002.pdf
近藤祉秋（2020）「先住民とモニタリング」田畑伸一郎・後藤正憲（共編）『北極

⑨

の人間と社会――持続的発展の可能性』北海道大学出版会、pp. 151-181。
知北和久, 大八木英夫, 牧野 昌, 漢那直也, 刀根賢太, 坂元秀行, 波多 〇

⑥

俊太郎, 安藤卓人, 白井裕子 (2020): 山岳湖沼における結氷現象と気候
変動との関係、陸水物理学会誌、2:1-11
Shirai, Y., Leisz,S., Fox, J. and Rambo, A.T. (2019): Commuting distances to 〇

0.9

local non-farm workplaces and out-migration: The case of Northeast

64

⑨

Thailand, Asia Pacific Viewpoint 60(3): 280–295, 10.1111/apv.12223
高橋美野梨（2019）：日本のなかの北極、北極のなかの北海道、日本ネシア
論（別冊『環』25）、藤原書店、434-436
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⑨

Takahashi, M. (2019): Политическая система и

⑨

устойчивое будущее в Арктике, Вечн
ая мерзлота и культура: Глобальное
потепление и Республика Саха (Якут
ия), Российская Федерация (Permafrost and
Culture: Global Warming and Sakha Republic (Yakutia), Russian Federation),
56-59
高橋美野梨（2019）：EU の「クジラの生と死に対する管理」とその政治的含 〇

⑨

意 、 国 立 民 族 学 博 物 館 調 査 報 告 （ SER ） 、 149 号 、 175-193 、
doi/10.15021/00009435
Takahashi, M. (2019): The Future of Greenland: Political and Economic 〇

⑨

Implications for the Arctic - Commentary: An International Relations
Perspective, The Arctic in World Affairs: A North Pacific Dialogue on
Global-Arctic Interactions - The Arctic Moves from Periphery to Center /
2019 North Pacific Arctic Conference Proceedings, 114-119.
高橋美野梨（2020）：開発と先住民族、北極の人間と社会：持続的発展の可 〇

⑨

能性（スラブ・ユーラシア叢書）、北海道大学出版会、261-288
(注 3) 分野：① 化学 ② 材料科学 ③ 物理学 ④ 計算機＆数学 ⑤ 工学
⑥ 環境＆地球科学 ⑦ 臨床医学 ⑧ 基礎生命科学 ⑨ 人文社会系
【研究発表】
以下の事項をご記入ください。
発表年月日、発表者名（共著者を含む）、発表タイトル、発表学会等名称、発表地（国、県、市など）、
招待講演についてはその点も明記してください。
発表年月日

発表者名

発表タイトル

発表学会等名称

発表地

招待
講演
(〇)

2019.11.10

井上敏昭

グィッチンのサ

J-ARC Neｔ 共

ケ漁にみる変

同推進研究集会

化への対応力

「変動する機構

その可能性と障

や社会状況の中

害

で主体的に地域

札幌

作りに取り組む先
住民社会の研
究」
2019.10.7

近藤祉秋（北海道大学

アラスカ先住

第 34 回北方民族

アイヌ・先住民研究セ

民による環境

文化シンポジウ

管理

ム「環北太平洋の

ンター）
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網走

〇

伝統と文化 4 ア
ラスカ・ユーコン
地域」

2019.9.5.

近藤祉秋（北海道大学

米国アラスカ

J-Arc Net 萌芽的

アイヌ・先住民研究セ

州カクトヴィ

異分野連携共同

ンター）
・松本朋華（東

クにおけるご

研究「北米北極域

京外国語大学大学院）

み処理とホッ

における気候変

キョクグマ管

動起因の環境的

理

社会的課題への

札幌

日本的貢献の在
り方」研究集会

2019.07.02

Honda, Shunwa

Exploring

Japan/Canadian

Canadian

Possibilities of Future

High Arctic

Japanese

Collaboration

Research

Contributions

Workshop

to

on Station

Alleviating Arctic

Arctic

Living Environment

(CHARS
Cambridge

Environment

Bay,

Problems,),

Nunavut,
Canada

2019.07.25

ケンブリッジベイにお

ケンブリッジ

J-Arc Net 萌芽的

ける生活ゴミに関する

ベイにおける

異分野連携共同

調査概報

生活ゴミに関

研究「北米北極域

する調査概報

における気候変

札幌

動起因の環境的
社会的課題への
日本的貢献の在
り方」研究集会

2019.5.25

Takahashi, M.

The Politics of ASSW: Arctic

(Hokkaido University)

Sustainability

Arkhangel'sk

Science Summit

Surrounding the Week 2019
Development of
Non-living
Resources

in

Contemporary
Greenland
2019.6.8

高橋美野梨（北海道大 開発とグリーン 北 海 道 大 学 研 札幌
学）

ラ ン ド 独 立 ： い 究所・センター合
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ま、北極で起き 同一般公開 サイ
ていること
2019.6.14

エンス・トーク

高橋美野梨（北海道大 北極グリーンラ スラブ ･ユーラシ 札幌
学）

ンドにおける非 ア 研 究 セ ン タ ー
生 物 資 源 開 発 公開講演会
と独立問題

2019.8.15

Takahashi, M.

SESSION II:

2019 North

(Hokkaido University)

The Future of

Pacific Arctic

Greenland:

Conference

Political and

Global-Arctic

Economic

Interactions

Honolulu

Implications for
the Arctic
(Commentary:
An
International
Perspective)
2019.10.31

Takahashi, M.

To what extent

2019 年度北海道 札幌

(Hokkaido University)

is the

大学共同利用・

development of

共同研究拠点ア

non-living

ライアンス部局間

resources

横断シンポジウム

compatible with
the “indigenous
knowledge” in
Arctic
indigenous
communities?
2020.3.9

Takahashi, M.

Rethinking

International

(Hokkaido University)

Whaling in

seminar on Arctic

Relation to

Future, Trans‐

Ritual and

disciplinary

Taboo: A

discussion of

Consideration

transforming

of the Present

Arctic and human

Situation of

society

Arctic
Indigenous
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Sapporo

〇

Societies with a
Focus on
Greenland
【特許等】
なし
【本共同研究に関連して実施した集会(注 4)等】
(注 4) 共同研究者、研究協力者、招へい者以外を含む参加募集によるもの
実施日、実施地（国、県、市など）、集会等名称、概略内容、対象者（「主に研究者」あるいは「主に研
究者以外」）、参加人数（「主に研究者を対象」とした場合は外国研究機関の所属者の内数について
も括弧内に明記ください。）
実施日

実施地

集会等名称

目的及び内容概略

対象者

参加人数
(

)

【本共同研究の発展】
本共同研究の成果が科学研究費などの外部資金の応募(予定を含む)やプロジェクトに発展した例
があればご記入ください。
研究内容の項目ウ）を参照のこと。
【アウトリーチ、取材、その他】
取材・新聞掲載などがありましたら、日時、新聞名、記事コピ－を添付して頂くようにお願いします。
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