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Abstract 

The Northwest Coast Indians Jiving along the Pacific 

Coast from Southeastern Alaska, British Columbia to 

Washington, are hunters-gatherers who traditionally depended 

greatly upon marine resources for food. 

Indians of this area categorised killer whales ( Orcinus 

Orea) into two types, resident killer whales and transient 

killer whales. Resident killer whales range in Discovery 

Passag巴duringthe summer, and eat fish there. Discoverγ 

Passages co汀espondsto the summer range of resident killer 

whales，”tribal”boundaries, as well as watershed and tree 

community boundaries. 

Transient killer whales, eating primarily marine 

mammals, are observed on the Pacific (west) west side of 

Vancourver Island. 

In this paper, I will compare observations of people on 

the east-side of Vancouver Island with those of people on 

the west-side of Vancouver Island. 

The Kwakwaka'wakw people live along Discoverγ 

passage, on the east-side of Vancouver Island and the main 

land. They observe resident killer whales everγsummer. 

Transient killer whales sometimes pass through Discovery 

Pass, and are considered as gods of longevity for 

K wakwaka'wakw. 

The Nuu-chah・nulth People live along Pacific, or 

west-side of Vancouver Island. They observe transient 

killer whales throughout the year, and resident killer whales 

during the summer. They were a whaling people hunting 

grey whales in the Pacific. Transient killer whales catch 

small marine mammals in both Discovery Passage and the 

Pacific. But they catch whales only in the Pacific. 

Wolves, a special category among all animals for 

Nuu-chah-nulth people, are believed to be killer whales that 

emerged from the sea to live on the land. 

The impression held by peoples of the east and west 

coasts of Vancouver Island differ because: 

1. The different types of killer whales (resident and 

transient) observed. 

2. The Kwakwaka'waku are primarily salmon 

fishers with whom the killer whales compete, while 

the Nuu-chag-nulth are whalers. 

The K wakwaka’waku are salmon fishers who depend 

largely upon the late summer to fall salmon run in the 

Discovery Passage. Resident killer whales also congregate 

in the Discovery passage at the same time to eat salmon. 

The Nuu-chag-nulth also are fishers but depend more on 

large whales. 

Thus, both humans, the most powerful land-based 

predators, and killer whales, the most powerful aquatic 

predators, both depend upon marine resources. In other 

words, both humans and killer whales take food from the 

ocean on the east and west sides of Vancouver Island. 

はじめに一北西海岸の住人たち一

1. 北西海岸インディアンの人々

東南アラスカからカナダ ・ブリテッシュコロンビア州

ならびにアメリカのワシン トン州までの範囲の北アメリ

カ大陸西海岸の沿岸に住む北方先住民族は、北西海岸イ

ンディアン（NorthwestCoast Indians）と総称される狩猟

採集民である。言語的な基準を元に、いくつかの民族に

大別されている。

北西沿岸イ ンディアンは、海において豊富で多種な海

洋資源を食料源としていた。主にサケをはじめとする魚

類・貝類・海楼ほ乳類などであった。

2. シャチ

北アメリカ大陸西海岸の沿岸海域に生息しているシャ

チ Killer Whale (Orcinus Orea）が、25年あまりの写真撮
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図l 北西海岸インディアンの文化領域

影による個体識別調査で明らかになっている。個体識別

調査は1973年にマイケル・ビッグによってはじめられ、

現在も続行されている。

北西海岸のシャチは3タイプに別れる。レジデン卜、

トランシェン ト、オフショアと呼lまれる 3タイプである。

このうちオフショアは沖合のタイプであり、行動海域は

クイーンシャーロ ット島の周りと考えられている。した

がって、北アメリカ西海岸の沿岸で目撃されるシャチは

「レジデントJと「トランシェントJの2タイプである。

このタイプの相違は、行動範囲と食性の違いによる。

－レジデント ・シャチ（residentkiller whales) 

6月～9月に一定範囲の海域に回遊し、魚類を捕食す

る。

・トランシェント ・シャチ（transientkiller whales) 

広い海域を回遊し、主に海棲晴乳類を捕食する。魚類

も捕食をする。

2タイプのシャチの行動範囲

レジデント ・シャチが夏の問に回避する一定海域と

は、ディスカパリー ・パッセージ（別名イ ンサイド ・

パッセージ）と呼ばれる、パンクーパー島と北アメリカ

大陸にはさまれた、南北500kmのせまい海峡を中心とし

た海域である。 6月から 9月の聞に頻繁に目撃されるが、

冬期にはアラスカ方面に移動すると考えられている。季

節移動をする。

個体識別調査では、パンクーパ一島周辺海域のレジデ
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ント行動範囲について調査がなされてきた。 1994年発行

の Killer Whalesでは、その行動範囲図が示されていた

が、 2000年6月に新たに発行された改訂版には、この図

は掲載されていない。調査が進むにつれて、 1994年版の

図では正確に表せないと考えられたのが理由である。

改訂版では、 「レジデントの南北2グループの境界線は、

パンクーパ一島のほぼ半分である」ことが記されている

のみとなった。

このシャチの境界線は、 クワク ワカワ ク民族

(Kwakwa’wakw、クワキウトルと呼ばれてきた民族）と

セイリ ッシュ民族（CoastSalish）の2民族の、海峡におけ

る境界線とほぼ一致していることが知られている。

もう一方のタイプであるトランシェント ・シャチは広

域回避性であり、その行動範囲は、北西海岸インディア

ン諸民族の居住する全体の沿岸域にわたる。一年を通じ

て見られ、季節的な変動はない。

つまり、北西海岸沿岸では2タイプのシャチが見られ

るが、季節と地域によって、頻繁に目撃されるタイプの

頻度が違うということになる。

海域をパンクーバー島の東西の海域に絞って、シャチ

のタイプの比較をしてみよう。

パンクーパー島東側は、 夏期にレジデン ト・ シャチが

頻繁に見られるインサイド ・パッセージ側である。 トラ

ンシェン ト・シャチは通過していく様子も見られるが、

夏期に限れば、レジデント・シャチほど目撃は頻繁では

ない。

バンクーパー島西側は、太平洋側である。 2タイプの

シャチが見られるが、特筆すべきは、 コククジラが見ら

れることである。この沿岸は、コククジラの季節回遊の

ルー トに当たる。 トランシェン ト・ シャチはインサイ ド

．パッセージにおいてもイルカやアザラシなと、の小型の

海楼ほ乳類を捕食することが目撃されているが、コクク

ジラを捕食することが知られているのは、太平洋側のみ

である。

北方民族のシャチ観

北西海岸インディアンにおいて、シャチは海の神とさ

れている。シャチは、ほかの種類の鯨を襲い、襲われた

鯨が岸に漂着することがある。これほ寄り鯨と呼ばれ、

沿岸地帯の人びとが肉や脂肪は食料に、骨や他の部分は

道具として、あまさず利用されて来た。シャチが神とさ

れるのは、その強大な力とともに、鯨の肉を人に贈って

くれることが一因と考えられている。

北西沿岸インディアンにとって、動物は超自然的な存

在であったと言われている。神話の中では、動物は人間
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の言葉を話し、人間の形態をとることができた。動物は

人間と対等な存在であり、人間に勝る賢さや強さを持つ

存在であることもあった。

一方で、「北西海岸インディアン」という単一の名前

に総称されるが、各民族には、 言語はもとより、文化に

違いがある。そして、民族によって、シャチへの見方や

イメージにもまた、違いが認められるのである。

比較方法

パンクーパー島の東側地域と西側地域を比較する。東

側・クワクワカワク民族と、西側・ヌチャヌルス民族

(Nuu-chah・nuIth）を比較対象とする。

比較考察は生態調査のような観察手法ではなく、民族

の伝説や神話から、推測するものである。

クワクワカワク民族のシャチ観

パンクーパ一島の東側、すなわちインサイド・パッセ

ージ側の北半分は、クワクワカワク民族（旧名クワキウ

トル）の居住地域である。クワクワカワクにとって、シ

ャチは「長寿Jの神である。シャチは生態調査によって

長く生きることで知られていることと一致する観察であ

る。オス平均30年、メス平均50年であるが、80年生きた

という記録もある。クワクワカワクの人々はそれを知っ

ていたことになる。どうしてそれを知り得たのであろう

か。

前述のように、インサイド・パッセージにはレジデン

ト・シャチが夏の聞やって来ることが知られている。個

体識別調査はシャチの行動調査であり、調査が始まる以

前について、どのくらい前からシャチがそのようにやっ

て来るのかは、残念ながら明らかにはならない。しかし、

その地域に居住する民族の伝説や神話という形で残され

たものから、それを推測することが可能であると考える。

クワクワカワクの口承伝承では、病人は岸近くをシャ

チが泳いでいるのを見ると、海の中に入って水を一口含

み、それをシャチに向って吹き出す。こうするとシャチ

は病気を連れ去り、長寿を授けてくれると考えられてい

た。そして、死後は、シャチは死んだ人間を背中に乗せ

て、西にある死者の国へ送る役目を担うと信じられてい

た。

また、シャチの群れがサケを捕食している様子を、魚

を捕るカヌー船団に喰えることもある。クワクワカワク

はシャチが集団でサケを捕食することを知っていたと考

えられる喰えである。

現在、毎年同じ群れ（pod）のシャチがやって来るのが

図2 ヌチャヌルス民族の帽子。

シャチを狩猟する様子が描かれている。

確認されているのと同じように、海峡沿いに住む人々は、

毎年同じ群れのシャチを目撃して、その個体の特徴や群

れの構成頭数から、個体識別ができたのではないだろう

か。そして、ある特定の個体や群れが、毎年、夏期に繰

りしやってくることを知っていた、と考えるのである。

民族の言い伝えや伝説から推測して、ディスカパリー

・パッセージに大量のサケが遡上する季節になると、ク

ワクワカワクは海でサケ漁をするが、レジデント・シャ

チもサケを捕食しにやって来ていたと考えられる。

クワクワカワクは、大型捕鯨は行わない。寄り鯨があ

れば利用したが、それは頻繁ではなかったと言われてい

る。

ヌチャヌルス民族のシャチ観

パンクーパー島西側、太平洋に面する側は、ヌチャヌ

ルス民族（旧名ヌートカ）の居住地である。ヌチャヌル

スは大型捕鯨を行う。特にコククジラが主な対象であり、

ザトウクジラ等の鯨類も捕獲された。海の資源では、魚

類はもちろん利用するが、オットセイやアザラシなどの

海楼ほ乳類を利用する比率が、他の北西海岸の民族より

高い。

ヒマラヤスギ（cedar）の樹皮等の繊維で編んだ帽子は、

北西海岸諸民族に共通するものであるが、絵柄に捕鯨の

様子が描かれる帽子は、ヌチャヌルスのチーフとその家

族の帽子である。鯨捕りはすなわちチーフの家系で世襲

された。帽子には、泳ぐ鯨と、船上で話を構える人物像

とが描かれているものが多い。

その鯨の模様には、ときにシャチとして描かれること

がある。シャチを神とする北西海岸インディアンは、シ

ャチには話を向けない。しかし、ヌチャヌルス民族はシ

ャチも狩猟の対象とする場合があった。捕獲はもっとも

難しく、普段は狩猟しないが、成功した場合は食料とし
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ていた。肉は良い肉とされ、味はイルカ肉に似ていると

いう。

また、シャチには普通のシャチと特別なシャチがいる

と考えられていた。

捕獲対象になっているのは、普通のシャチである。特

別なシャチは、陸に上がるとオオカミに姿を変えると信

じられた。オオカミは、ヌチャヌルス民族ではすべての

動物の中で特別で偉大な存在のひとつであった。

ヌチャヌルス民族における 2タイプのシャチが、現在

確認されている 2タイプのシャチ、レジデント・ シャチ

とトランシェント・シャチと言い切ることはできない。

しかし、民族の生業である 「捕鯨」を中心に考えた場

合、鯨を襲うシャチと襲わないシャチに対して、見方の

違いがあったことは十分に考えうると思う。

まとめ

パンクーバ一島東側のディスカパリー ・パッセージ沿

いに居住するのがクワクワカワク民族と、パンクーバー

島西側の太平洋沿岸に居住するヌチャヌルス民族であ

る。この二民族におけるシャチ観の違いの原因として考

えられるのは、次の2点である。

1. 目撃される頻度の高いシャチのタイプの違い

2.主要な食料としての海産資源の違い

クワクワカワク民族は非捕鯨民族であり、レジデント

・シャチという魚食性のシャチが季節的によく見られ

る。ヌチャヌルス民族は捕鯨民族であり、主な捕獲対象

であるコククジラは、 トランシェン ト・ シャチの捕食対

象でもある。

クワクワカワクは、 夏から秋にかけて、 ディスカパリ

ー・パッセージにおいて、遡上する大量のサケを捕獲し

て主な食料としていた。レジデント・シャチも、同じ時

期に、ディスカパリ一・パッセージにサケを求めて集ま

ってくる。

ヌチャヌルスは、魚類を漁するが、太平洋を岸沿いに

高橋 景子

移動する大型鯨類を捕獲し、大きな食料源のひとつとし

ていた。 トランシェント・ シャチは魚類も捕食するが、

太平洋側で鯨類を襲って食料としている。

これによって、海の資源に依存して生活する陸の最強

捕食者である人間と、海に生活する海の最強捕食者であ

るシャチは、主な海からの食料源が同じであると考える。

パンクーバー島の東側と西側の各海域において、もっと

も利用することのできる海産資源を、人間とシャチは食

料として捕えて生活していた、と言う ことができるだろ

つ。

クワクワカワクとレジデント ・シャチは 「サケ」であ

り、ヌチャヌルスとトランシェント ・シャチは、魚類と

共に 「大型鯨類j である。

さらに諸民族のシャチ観の調査を続ける。
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