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摘　要

　沖縄本島の北部地域は，山原（ヤンバル）と俗称されている．山原地域には，亜熱帯特有の樹種であるイタジ

イを優占種とする常緑広葉樹林が広がっている．また，山原独自の固有種を含めた山原地域の生物たちは多様性

に富んでおり，世界的にみても貴重な自然環境を有しているといえる．しかし現在の山原地域においては環境破

壊が深刻であり，貴重な自然環境が失われつつある．一方，山原地域の自然環境は歴史的にみても人の手が加え

られてきたのも事実である．集落独自で自然の利用方法を決めたり，またあるいは暗黙裡に利用が制限されてい

た．本稿は，山原地域の共同利用空間（コモンズ）において伝統的に地元の人々がどのように自然資源を利用し，

管理してきたかを探ることを目的に考察を行ったものである．

キーワード：コモンズ，山原，自然資源，共同利用空間

Key words：commons，Yambaru，natural resource，communal space

Ⅰ　は じ め に

　現在，山原と呼ばれる沖縄本島北部地域を生物多様

性の保全の面から，国立公園の指定や世界自然遺産へ

の登録を目指そうとする動きが出てきている．

　山原地域の自然環境は，イタジイ（スダジイ）を優

占種とする亜熱帯常緑広葉樹林が広がっており，さら

に固有種を含む多種多様な生物たちが生息しているた

め世界的にみても貴重な自然環境を有し，自然保護上

も重要な地域である．また，山原地域の沿岸部に沿っ

てサンゴ礁が発達し，そこに棲む生物たちも生物多様

性の保全の面から注目を集めている．

　しかし，山原地域を国立公園化，世界自然遺産化し

ようという動きが出てきている一方で，現在の山原地

域では自然資源の適切な管理が行なわれているとはい

い難い．それに加え，山間部での各種開発による樹木

の伐採，それに伴う海域への赤土流出など問題は多い．

さらに，地元住民が歴史的に利用してきた地先の海（サ

ンゴ礁）で埋立地造成が行なわれるなど，地域社会が

自然資源を採取してきた自然環境が次第に劣化，減少

してきている．

　もちろん開発自体を否定しているわけではなく，地

元が望むのであれば開発を行なうべきなのではないだ

ろうか．しかし，必ずしも地元が望んでいるものでは

なく，一方的な開発である場合は問題である．また，

山原地域の自然環境は，歴史的にみても地元住民の生

活と密接にかかわっており，自然が人間の活動によっ

て影響を受けているのも事実である．そのため，実際

に地元住民が自然環境とかかわりを持とうというとき

に，どのような方法が用いられていたのかを明らかに

する必要がある．

　なお，本稿で使用する用語の定義として，「山原地

域（または山原）」を生物地理学上にも関心が高く，

自然保護上も重要な地域であり，現在においても比較

的自然環境とかかわりが深いと思われる沖縄本島北部

に位置する国頭村・大宜味村・東村の三村を指すこと

とする．そして「自然資源」を『環境用語辞典』から，「必

要なときに役立つ，天然にあるすべての有益なもの」

（上田・赤間，2005:243）という説明を基本に，具体

的には森林資源，河川資源，沿岸海域資源を主に扱う．
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Ⅱ　問 題 の 所 在

　沖縄本島北部における研究は生物学や動・植物生

態学，地理学をはじめ，人類学や民俗学，さらには

経済学など，幅広い分野で行なわれている．その中で

も，自然環境と直接かかわりの深い生物学や生態学

の分野での研究がさかんであり（池原，1981；玉城・

中村，1988；沖縄計画機構，1989；宮城，1993；宮

城，1997；宮城，2001；宮城，2005；日本野鳥の会や

んばる支部，1994；伊藤，1995；伊藤，1997；伊藤，

2005；玉城，1996；玉城，1997　など），その中には動・

植物の生態の解明を目的としたものにとどまらず，（貴

重な）野生動・植物の絶滅の危機に警鐘を鳴らしてい

るものも多数含まれる．また，農地開発やリゾート開

発に伴う大規模な森林伐採や，山間部での各種開発に

よる河川や海域への赤土流出などの問題も指摘されて

いる（目崎，1990；渡久山，1994；渡久山，2004；吉

嶺，1996；吉嶺 1997；大見謝，1997；藤原，2002；呉，

2002；浦島，2002；関根，2007　など）．

　しかし，これらの研究では人為的な影響による動・

植物の生息環境の悪化や個体数の減少が議論の主な焦

点になっている．つまり，生物などの自然環境そのも

のを分析の対象にしたものがほとんどであり，地域レ

ベルで行なわれる人間の活動と自然との直接的なかか

わりを扱ったものはほとんどない．

　地理学や民俗学の分野ではサンゴ礁における民俗語

彙の研究や土地利用，他にも地名などの研究がみられ

る（仲原，1988；島袋，1992；中島，1992　など）．

地理学や民俗学の分野で行なわれている研究をみてみ

ると，人間の生活に関連した研究はいくつかみられる

（西島，1986；安陪，1992　など）．しかし，これらの

研究でもやはり地域社会レベルでの人と自然との直接

的な関係を扱ったものはほとんどみられない．

　これから先，山原地域，ひいては地域社会における

人と自然とのよりよい関係を考えていくには，人と自

然が歴史的にどのようにかかわってきたのかを探り，

その方法（かかわり方）を明らかにしていくことが必

要になるのではないだろうか．なお，本研究ではそれ

らのことを有効にみていくために各集落の共同利用空

間と考えられる場所を対象に調査を行った．

　集落の人たちが共同で利用する空間を分析の軸にし

ようというとき，ひとつの示唆を与えてくれるのが「コ

モンズ論」である．コモンズ研究は経済学や政治学，

社会学や人類学，地理学などの学問分野で行われ，現

在ではコモンズ論を活かした資源・環境問題に関して

も幅広い研究がなされている．

　コモンズ（commons）は一般的に「共有地」や「入

会地」，あるいは「入会」と翻訳されることが多い
1）．

そして研究者などによって様々な定義・類型がある
2）．

そうしたなかで井上真は，様々な研究者によって多義

的に使用されるコモンズの定義・分類を整理し，コ

モンズを「自然資源の共同管理制度，および共同管理

の対象である資源そのもの」（井上，2001：11；井上，

2004：51）と定義している
3）．

　現在，さまざまな研究者がコモンズの機能に注目し，

そこから環境問題などにアプローチをしようとしてい

る
4）．そして多くの報告がなされている一方で，沖縄

におけるコモンズ研究は現在でもそう多いものではな

い．

　沖縄におけるコモンズ研究は玉野井（1990）が沖縄

の海を「コモンズの海」として捉えたことを皮きりに，

地域主義を掲げる経済学者を中心になされている
5）．

これらの研究では各々の視点にもとづき沖縄における

コモンズの重要さを示しているが，実際にどのような

手法をもって人々が自然とかかわってきたかを具体的

に表しているものはまだきわめて限られている．また，

自然とかかわろうとする場合に，自然を利用しようと

する人に地域社会が与える影響を考察することも求め

られるのではないだろうか．

　そこで本稿では，山原地域における共同利用空間で

地域社会の人々が伝統的に自然環境をどのように利用

し，地域社会と自然環境との直接的なかかわりがどの

ようなものであったかを明らかにする．また，共同利

用空間の自然環境を利用する際にどのような規範や規

則が存在していたかも明らかにしていきたい．さらに，

自然資源を利用する上で，伝統的にどのような利用方

法や管理方法が存在していたかも明らかにしていく．

　方法としては，調査地域を沖縄本島北部に位置する

国頭村・大宜味村・東村の各集落に設定する（図 1）．
そして地元住民が共同で利用してきた，いわゆる共有

地（コモンズ）を対象に，そこでの伝統的な自然資

源の利用方法と管理方法をフィールドワークや聞き取

り調査などから明らかにしていく．なお，本稿では集

落単位での自然資源の利用が顕著にみられた戦前から

1960 年代周辺までの事例を主に扱う．

　本稿に関する調査は 2006 年 4 月から 2008 年 1 月ま

での期間に断続的に行ったものであり，主な調査対象

は各集落のリーダー（区長）や古老である．

　地域社会における過去のコモンズの利用の仕方を振

り返って探っていくことは，現在のコモンズ利用のあ

り方，または自然環境の利用の仕方を考えようとする

ときに重要な意味を持つものではないだろうか．つま
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り地元住民が実際に自然環境とかかわろうとするとき

にどのような規範意識が働き，実際にどのような規制

や規則が存在していたかを具体的に示すことはこれか

らの人間と自然環境のよりよい関係を考えるときに有

効な手立てとなるものではないだろうか．

Ⅲ　山原地域における自然資源の伝統的な利用形態

　山原地域の共同利用空間では実際にどのようなこと

が行なわれていたのか．本研究の調査で得られた事例

をみながら考えていきたい． 
　本稿では分析と記述の便宜上，共同利用空間をそれ

ぞれ山・川・海に分けて論じていく．山，すなわち森

林地帯の利用に関しては , 国頭村楚洲集落の事例を挙

げ，河川の利用に関しては , 大宜味村田嘉里集落の事

例を挙げる．沿岸海域の事例では , コモンズ利用が顕

著にみられた国頭村奥集落と辺戸集落の事例を挙げる

（図 1）．

1．森林地帯における自然資源の利用と管理

　山原地域の森林地帯は，ヤンバルクイナやノグチゲ

ラ，ヤンバルテナガコガネなどに代表される，貴重な

生物を含む多種多様な生物の棲息地として知られてい

る．山原の森林地帯は，多くの部分を亜熱帯常緑広葉

樹林のイタジイ（スダジイ）が占めており，そこに棲

息する豊かな生物たちを育んできた．

　また，山原の森は，林産物や薪炭材の採取場所にな

るなど，山原地域の人々の生活と密接にかかわってい

た．山から伐り出された林産物は，山原船によって本

島中南部へ売りに出され，貴重な現金収入源になり，

自家消費分の薪炭材は生活を営んでいくうえで必要不

可欠なもので，燃料材として利用されていた．しかし，

1960 年代の燃料革命や周辺道路の整備が進むにつれ，

林産物への需要が減少することになる．

　このような状況のなかで山原地域の人々はどのよう

に森林を利用していたのだろうか．国頭村楚洲集落を

事例にみてみたい．

　国頭村楚洲集落の「タキネーンムニー」に関しては，

現区長（2007 年 6 月現在）ならびに現在（2007 年 8
月現在）は楚洲集落に住んでいないが，元々は楚洲集

落の出身である 1928（昭和 3）年生の男性に話を聞か

せていただいた．

　タキネーンムニーとはイモの豊作を祈願する芋折目

のことで，楚洲集落では 1 年に 1 回，11 月の吉日に

行なわれる．タキネーンムニーは芋の豊作祈願である

一方，楚洲集落の住民にとっては不可欠な行事であっ

た．なぜならそれは，普段は禁じられている山からの

薪の採取がその日だけは特別に許されていたからであ

る．

　薪炭材の採取としてのタキネーンムニーは集落所有

地の山で行なわれる．その山は楚洲集落の住民から神

の山として崇められており，地元ではその山付近一帯

を「ウガンクビー」と呼んでいた．元々，神の山とし

て崇められた山は現在の共同店がある裏の山であっ

た．しかし，少なくとも話を聞かせてもらった楚洲出

身の男性が生まれた 1928（昭和 3）年以降は集落の南

側の山に移ったという．

　楚洲集落では普段は神の山から薪炭材を採取するこ

とは禁止されているため，解禁となるタキネーンム

ニーの日には朝早く，午前 5 時頃から集落総出で一斉

に山に入り薪炭材を採取していたのだという．その日

だけは神の山から薪炭材を採取することが許されてい

たわけであるが，重要なのは採取をする時点でまだ青

い木（若い木）は採取が認められていなかったという

点である．タキネーンムニーでは枯れた木しか採取し

てはいけないというように集落によってしっかりと規

制がかけられていたのである．このような規制の背景

には乱獲による薪炭材の枯渇を防ぐ意図があり，解禁

日以外の日に薪炭材を採取したり採取することが認め

られた木以外のものを採った不心得者には神様から罰

が与えられたという．

　大抵の場合，薪炭材の採取を行なうために山に入る

のはまだ夜明け前で薄暗いため，採取しようと思った

木がまだ新しい木か古い木かを判断するのは難しかっ

図 1　研究対象地域
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た．また，採取しようとしている木がどの種類の木で

あるのかを判断するのにも非常に苦労したという．そ

のような場合に用いられていた方法は木を揺らすこ

とであった．木を揺らすことでまだ青い木と枯れた木

を判断することが可能であったという．木を揺らして

すぐに折れたものは古い木とか，葉っぱ同士の擦れ具

合を見て判断するなど，大抵の場合は感覚で見分けて

薪炭材を採取していた．そのような方法を用いても判

断がつかない場合には，採取しようとしている木に前

もって何らかの目印をつけていた．そして，木の生育

状況や種類などの見分けがつく程度明るくなった時に

判断して採取した．

　タキネーンムニーによって規制がかけられていたの

は薪炭材に関するものだけであり，薪炭材として利用

しない他の自然資源は普段から採取することが許され

ていた．つまり，薪炭材以外の自然資源に関しては表

立った規制などはなく，いつでも誰でも自由に利用で

きていたのである．筆者の楚洲区長への聞き取りによ

ると，その理由のひとつとして「乱獲（による自然資

源の減少・枯渇）に影響しないから」と説明されていた．

　また，薪炭材を伐り出す森林内にはあらかじめ区画

が設けられており，一度薪を伐り出した区域は木々が

生育してくるまで放置していた．すなわち，集落民全

員で薪炭材を伐り出す場所をあらかじめ決めておくこ

とによって，資源を持続的に更新させながら資源採取

を行なっていたということである．

　楚洲集落では，「集落所有地はあくまでもみんなが

公平に使わなければならない」という意識や「森林内

には守り神が存在していて，みんな怖くて行けない」，

「不心得者がいると，昔の人は信心深いから，たたり

があったら困る」という意識があった．また，「そう

いうこと（抜けがけ）をして村八分になったらいやと

いう意識もあった」ということからもわかるように，

自然とかかわろうとするとき（自然資源を利用しよう

とするとき）に地域社会を意識することで住民内の規

範意識が習慣化していたと思われる．そのような規範

意識が楚洲集落で自然資源を利用するときに有効に働

き，結果的に自然資源を効率よく利用しようとする意

識を生成させる要因の一部になっていたと考えられ

る．

　これらのことを考えるとタキネーンムニーが行なわ

れる日以外の日に住民が薪を採取しなかったというこ

とにも納得がいく．

　以上にみてきたように，楚洲集落ではタキネーンム

ニーの日の慣行によって自然資源そのものを持続的に

利用しようとする物理的な側面と，地域社会を意識す

ることで生成された規範意識や信仰心などの精神的な

側面から資源が守られていた．

　なお，タキネーンムニーの日の薪炭材の採取や自然

資源の採取に関しての規制は明文化されているわけで

はなく，あくまでも村の慣習・慣行として暗黙の了解

で行なわれていたものである．

2．河川における自然資源の利用と管理

　かつてはリュウキュウアユなどの現在では絶滅して

しまった生き物が棲息していた山原の川は，現在でも

多様な生き物が棲息している．なかでもフナやヨシノ

ボリ，サワガニ，ウナギ，テナガエビ，ヌマエビなど

は地域の人々の生活と深くかかわりがあった．地元の

人々にとって川は大切な資源であり，普段から生き物

を採取して食用とするなど，貴重な存在だった．大宜

味村の田嘉里集落では集落の河川を集落民全員で利用

図 2　山原の森（国頭村奥）

（2007 年 10 月筆者撮影）．

図 3　山原の川（東村高江）

（2007 年 11 月筆者撮影）．



沖縄本島・山原地域における自然資源の伝統的な利用形態

-5-

するなど，集落固有の利用法があった．以下にその具

体的な利用方法をみてみたい．

　大宜味村田嘉里集落の「ナガレササ」に関しては

現区長（2007 年 5 月現在），1927 年生の女性 2 人，

1917 年生の女性，1916 年生の女性，1931 年生の女性，

1921 年生の女性から話を聞かせていただいた．

　田嘉里集落では昔からの集落の慣行として，雨乞い

と資源採取を兼ねた河川での「ササイレ漁（魚毒漁）」

が行なわれていた
6）．雨乞いや資源採取を目的に行な

うササイレ漁は，田嘉里集落では「ナガレササ（流れ

ササ）」や「ナガレザサ（流れザサ）」と呼ばれている．

ナガレササは長い間日照りが続き，雨の降らない日が

続いた場合，雨乞いの儀式（御願，拝み）として川に

ササ（魚毒）を流し，仮死（麻痺）状態になり浮いて

きた川魚やウナギなど川の生き物を採取するもので

あった．ナガレササは戦前までは盛んに行なわれてい

たが，戦後になってからは 1 ～ 2 回やったかやってい

ないかという程度であるという．少なくとも現在の川

幅になってからは行なっていない．

　田嘉里集落のナガレササは 2 ～ 3 ヶ月も雨が降らず

に長い間日照りが続いた場合，目安としては旱魃が続

き農作物が枯れそうになったら行なっていたという．

ナガレササを行なう年は日照りの影響で土地のほとん

どが乾燥してひび割れている状態で，水田も干からび

る程の水量（降雨量）の少なさであった．そのような

年は旱魃の影響で農作物は不作であった．

　ナガレササは田嘉里集落の住民は総出で行なわれ

る．雨が降らない（または降雨量が少ない）年にだけ

集落民総出でササを流すのである．ナガレササの主な

目的は雨乞いであった．つまり，雨が降らないことに

よる農作物の不作をどうにかして改善したかったので

ある．しかし，自然環境が相手ともなれば自分たちの

力ではどうすることもできず，そういうときには神頼

みをするしかなかったのである．

　雨が降らない年は当然のように川の水量が少なくな

ることが予測される．そのこともナガレササを行なう

要因のひとつになっていたと考えられる．川の水量が

減少するとササが水中に浸透しやすくなり，普段より

もササイレの効果を得られやすくなるために行なって

いたものではないだろうか．

　また，ナガレササを行なう年は農作物が不作だった

ために食糧調達が普段よりも困難だったと考えられ

る．そのため，川の資源を利用して食糧の足しにして

いたのではないだろうか．つまり，田嘉里集落で行な

われるナガレササは生業活動に何らかの支障が生じて

普段よりも生活が苦しくなったときに，食料面での生

活を補助する役割をもっていたと考えられる．

　ナガレササを行なうためのササに利用したのはイ

ジュの樹皮などであった．それらをたたいて砕き「ヤ

カビヤマ（屋嘉比山）」の上流から流した．上流から

ササを流した場合，その効果は上流でしか得られず，

下流まで効き目が持続しない．そのため，ナガレササ

を行なう場合には川を何区画かに分け，それぞれの地

点でその都度ササを流していった．

　ナガレササではウナギやカニをはじめ，タナガー（ミ

ナミテナガエビ）やセー（ミナミヌマエビ）と呼ばれ

るエビの仲間を捕ることができた．また，フナやイー

グァー（ハゼの仲間，イーファーとも呼ばれる），シャ

クチ（大型のボラ）などの魚も捕ることができ，大切

な食料となった．

　ナガレササによって浮いてきた生き物は，中心にな

る人物がある程度優先的にとっていた．そして残った

ものを他の集落民がとるというようなものであった．

そのような経緯から，中心となっていた組織はおそら

く青年会や成人会だったのではないかと記憶されてい

る．

　ナガレササによって採取したものはみんなで集まっ

てその場で「シンメーナベ」と呼ばれる大きな鍋を用

意して煮て食べるものと，個人で持ち帰るものがあっ

た．その際，みんなで食べるものは上流で採取され，

個人で持ち帰るものは下流域から自分たちで採取し

た．

　ナガレササの場合は資源採取に関して表立った規制

はなく，採取量や採取する種類などはどれも自由で

あった．また，誰でも普段から河川での資源採取は行

なうことができた．しかし，実際にはササイレは雨が

降らない年にだけ行なうものであることを考えると，

それほど収奪的にはなっていなかったのではないかと

思われる．

　また，集落民も普段はササイレを行なっていなかっ

た．普段から川でササイレをして資源を効率的に採取

することは避けていたのである．田嘉里集落でのササ

イレは集落民全員が参加して行なわれるナガレササの

ときにしか行わない．ササイレは大量の魚毒を必要と

するものであるため準備に手間がかかり，個人でやる

には困難を伴う．そのことも普段はササイレをやらな

い要因のひとつとしてあったと考えられる．他方，集

落を流れる川は集落民全員の共有財産として考えられ

ていたことも要因の一部としてあり，そのような場所

で個人が優先して資源を採取することは避けられてい

た．すなわち，「雨が降らない年にだけ」「集落民全員

で」というような規範意識が習慣化していたものだと
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考えられ，それらが慣習として発達したのではないだ

ろうか．田嘉里集落ではナガレササという集落民全員

に共有された慣習が結果的に資源を持続的に利用させ

ていたのである．

3．沿岸海域における自然資源の利用と管理

　沖縄の沿岸海域にはサンゴ礁が発達しており，豊か

な生態系を育んできた．色とりどりの熱帯魚や貝類，

藻類（草類）など，さまざまな生き物が棲息している．

漁業者はそれらの魚介類を漁獲して生計を立ててお

り，生活を組み立てるうえでもサンゴ礁は貴重な存在

となっている．また，集落の人々も歴史的にサンゴ礁

を利用してきた．集落の人々は干潮時を見計らって海

へと出向き，干上がったサンゴ礁の上を歩きながら魚

介類を採取する．山原地域の一部の人々は現在でもサ

ンゴ礁を利用した魚介類の採取活動を行なっており，

おかず採りや楽しみの場として重宝されている．

　国頭村奥集落や辺戸集落は，沖縄が本土に復帰する

1972（昭和 47）年頃まで，集落固有の方法をもって

サンゴ礁を利用していた．それはまさに集落による集

落のためのサンゴ礁利用であった．以下にその具体的

な利用方法をみていきたい．

 1) 国頭村奥集落の「イノー競売制度」

　国頭村奥集落の「イノー競売制度」に関しては元区

長で 1938 年生の男性，1943 年生の男性，1932 年生の

男性，1933 年生の女性に話しを聞かせていただいた．

　奥集落では集落の財源を確保する手段の 1 つとして

イノー
7）の競売が行なわれていた．イノーの競売は一

年に一度行なわれていたもので
8），沖縄が日本本土に

復帰する 1972 年（昭和 47 年）頃まで行なわれていた．

　イノーの競売制度はあらかじめおよそ 5 ～ 6 つに分

けられたイノーを，公民館で行なわれる集落総会の時

に競売にかけて入札を行なわせるものであった．大抵

の場合，競売にかけられるイノーの始値は面積や棲息

している生き物の量などが考慮された上で決められて

おり，入札の際に最高値をつけたものに落札された．

競売を行なう日は集落の役員によって決められ，区長

を中心にあらかじめ相談をした上で決められていた．

そして当日の夕方には集落内に設置されているスピー

カーで住民に開催を知らせていた．

　競売で入札をする権利は奥集落の住民なら誰でも

持っていて，年齢制限などは特になかった．10 名程

の構成員からなるグループで入札に参加するものがほ

とんどで，入札金額はグループの全員で等分に割り当

てて支払われた．落札金はそのまま集落の収益になり，

集落を運営するための財源の一部となった．競売を開

催する主催者側もなるべく多くの収益を得ようと考え

ており，競売を行なう前には参加者に酒を振る舞って

いた．競売の参加者は酒を飲んでいるため大胆になり，

桁違いの入札金額を提示して親戚を困らせる者もいた

という．このような話は今では集落の笑い話になって

いる．

　実際に競売にかけられたのは「ダナイノー」「アサ

チイノー」「フパダチ」「ハミガー」「ユフッパ」「ユッ

ピイノー」などのイノーであった．落札されたすべて

のイノーでは基本的に大潮の日の干潮時にササイレ漁

が行なわれていた．ササイレ漁は普段より食べ物が必

要になる正月前やお盆前などの時期に行われ，半年に

1 回の間隔で 1 年に 2 回程「クムイ」
9）と呼ばれるイノー

の潮だまりにササを流すものであった．

　ササイレ漁は競売にかけられたすべてのイノーで一

斉に行なわれていた．そのため，決行日は集落の役員

があらかじめ相談をして決め，その日は集落内のス

ピーカーで区民に伝えられた．

　ササイレ漁にはイジュの樹皮が利用されていた．そ

のため，ササイレ漁をする日の 2～ 3日前から各グルー

プで集落所有地の山に入り，イジュの樹皮を採取して

いた．採取したイジュの樹皮を臼に入れてきれいに突

付いて砕き，粉末状になるとカゴに移し漁に備えてい

た．

　粉末状にしたササをクムイと呼ばれるイノーの潮だ

まりに撒くと，魚が仮死状態になり酔っ払ったように

水面に浮いてくる．その間に網や銛を使用して魚を漁

獲した．ササイレ漁で漁獲対象となったのは主に魚や

タコであり，場合によっては貝類や海草（海藻）類な

どを採ることもあった．

　ササイレ漁は昼間に行なうこともあったが，イノー

図 4　奥集落のサンゴ礁（国頭村奥）

（2007 年 10 月筆者撮影）．
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では夜間の方が魚を漁獲しやすかったため，大抵の場

合は大潮の日の干潮時が夜間に当たる冬期に行なって

いた．魚毒漁法は，現在では全面的に禁止されている

が，かつては日本各地でみられた．奥では，そんなに

大々的なものではなく集落の慣行ということで許され

ていたのだという．

　イノーでササイレ漁を行った際に漁獲したものは

1 ヶ所に集められ，参加した人数で割り平等に分配さ

れた．ササイレ漁には競売でイノーを落札したグルー

プのメンバーの家族であれば参加することができ，年

齢や性別を問わずに子どもから大人まで誰でも参加す

ることができた．年齢や性別で漁獲物の配分量が変わ

ることはなく，漁獲物はあくまでも参加者の頭数で割

られ平等に分配されていた．獲った魚は基本的には自

家消費用であったが，集落民への分配も行なっていた

という．

　漁獲物の保存は魚を油で揚げた後「ジール（ティー

ル）」と呼ばれるカゴに移し，煙で燻して燻製にする

のが主な方法であった．他にも塩漬けにして保存する

方法などもあった．

　大抵の場合は盆や正月など魚が必要になる時期にサ

サイレ漁を行なうことが多く，一度ササイレ漁をやる

と立て続けにはやらず，約半年後までは必ずイノーを

放置していた．これは，そのくらいの期間を置かない

と資源の回復の見込みがないという意識があったのだ

という．

　奥集落のイノーには禁漁区域や禁漁期間などはな

く，実質的な規制はなかった．イノーの競売はただ単

に「1 年に 2 回，大潮の日の干潮時にササイレをして

魚をとる権利」を獲得するだけのものであった．

　当時の沖縄では漁業法の周知がなかなか地域まで行

き届いていないのが現状であり，特に国頭という地方

では近代漁業法に基づいた海の管理ができていなかっ

た．そのため，集落で海を管理するためにひとつの慣

行として行なわれていたのがイノー競売制度であっ

た．

　また，イノー競売制度は当時の奥集落に専業漁業者

がいなかったために成り立った慣行であり，海の資源

で生計を立てている者がいる地域であれば，そういう

ことは許されなかったのではないだろうか．

　専業漁業者がいる地域では農地と同じように漁業法

によって区分された中で海の使い方を 1 つのルールに

している．しかし，専業漁業者のいなかった奥集落で

は国頭村の漁業協同組合が設立されるまでは漁業法の

名の下に海の管理を縛る規制がなかった．そのため，

長い間「海はワッタームン（海は私たちのもの）」だ

というような認識がずっと残っており，そのような背

景のもとに成り立った慣行がイノーを競売にかけると

いうことであった．

　実際，本土復帰前の奥集落には地先の海は集落のも

のだという認識があったという．そのため，誰かれか

まわずにイノーを利用させるよりは，イノーの資源を

利用して集落が収益を得られるように「1 年に 2 回サ

サイレをして魚をとる権利」を競売にかけていたので

ある．このことは，結果的に海を管理しているように

思わせるかもしれない．

　しかし，イノー競売制度は基本的には海を管理する

ことが目的ではなかったという．集落の地先の海を利

用して自給自足で魚をとるということに対し，入札に

よって集落に収入を入れさせることが本来の目的で

あった．また，競売を行なうことで一応集落の合意形

成を得るというような，いわゆる了解を取り付けると

いうような意味もあり，資源を利用することへの正当

性を確保するようなものであった．

　奥集落のイノー競売制度で落札されたイノーは基本

的には落札者のものになる．しかし，1 年に 2 回のサ

サイレ漁以外の時は落札者以外の人でも平等に利用す

ることができた．すなわち，イノーを落札したからと

いってそこを私有地のように排他的に利用できるも

のではなく，落札したイノーには落札者以外は入って

はいけないという厳しい規制のあるようなものではな

かった．このような側面からも奥集落のイノーの競売

がただ単にササを入れて魚を漁獲するためだけのもの

であったということがわかる．いわゆる法律のような

何らかの規則に基づいた権利までは伴っていなかっ

た．あくまでも集落の営みの一部だったのである．

　イノーの競売制度はイノーを管理することが第一の

目的ではなかったにしろ，ササイレ漁を半年に 1 回の

間隔で行なっていたということは資源回復に少しは気

を使っていたのではないかと考えられる．奥集落では

イノー競売制度によってイノーの資源が結果的に持続

的に利用されていたのである．

 2) 国頭村辺戸集落の「イノー競売制度」

　国頭村辺戸集落の「イノー競売制度」に関しては

1920 年生の男性に話を聞かせていただいた．

　辺戸集落では 1972 年に沖縄が日本本土に復帰する

少し前頃まで「イノーの競売」が行なわれており，集

落民全員が参加して行なっていた．イノーの競売は厳

密にはイノーそのものを売るのではなく，地元でクム

イと呼ばれているサンゴ礁内の潮溜まりを競売にかけ

るというものであった．
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　辺戸集落のイノーの至るところには地元の人たちに

よって様々な地名がつけられている．辺戸岬正面の海

から隣の奥集落との境界にあたる「アミンダシガー」

と呼ばれる山中から流れ出る川に至るまで，地元特有

の名前がつけられており，とりわけ競売にかけられた

クムイに名称がつけられることが多いようだ．なお，

アミンダシガーを境にして西側は辺戸集落の地先の

海，東側は奥集落の地先の海となっている．

　辺戸集落におけるイノーの地名は辺戸岬正面の海か

ら隣接集落の奥に向かうようにして「ヤマグムイ」「ヒ

ヤノー」「ハーシー」「ムキクサチ」「ウヂチノー（ウ

ヂチイノー）」「アランガー」「トゥールカ」「ウフイノー」

などとつけられている．この中で競売にかけられたも

のは「ヤマグムイ」「ヒヤノー」「ハーシー」「ウヂチノー

（ウヂチイノー）」「アランガー」「ウフイノー」であり，

「ムキクサチ」と「トゥールカ」は干潮時にクムイが

できないため競売にかけられることはなかった．

　競売にかけられたクムイの中でも「ウフイノー」は

特に大きなクムイであり，魚などの生き物も多く入っ

ていた．そのため現在でも女性たちが「イザリ（夜間

の灯火漁）」を行なってはタコや魚を多く獲ってくる

重要なクムイとなっており，遠い昔からの憩いの場と

しても重宝されている．

　イノーの競売の決行日は，区長が中心となって行な

う集落の常会であらかじめ他の 5 ～ 6 人の役員たちと

相談して決められていた．その常会では各クムイの最

低値段（始値）が決められ，その値段から競売はスター

トされた．

　競売を行なう日には集落の役員などが各家を回り競

売の執行を知らせていた．そしていよいよイノーの競

売が行なわれると，あらかじめ常会で決められた最低

値段（始値）から口頭での入札が始まり，区民全員が

参加した．

　1 つのクムイの競売に対して費やされる時間は 3 ～

5 分で，その間に最高金額をつけている人がそのクム

イを落札した．つまりイノーの競売では最高値をつけ

た人が落札するというものではなく，時間制限が設け

られているなかで制限時間内に最高値をつけている人

が落札するというものであった．その時間が 3 ～ 5 分

であった．

　イノーの競売は 1 年に 1 回毎年行なわれるもので，

おそらくその年の初めの月か年の暮れに行なわれてい

た．競売によって支払われた金銭は集落の収益になっ

ていたため，イノーの競売は専ら集落の財源確保のた

めに行なわれていたものであった．

　競売にかけられたクムイは基本的には落札した人が

排他的に利用できることになっており，その権利は 1
年間保持することができた．そのため他の区民は 1 年

間はそのクムイから魚などを獲ることが禁じられてい

た．しかし相談によって落札者の許可を得ることがで

きれば利用することができるという柔軟なものであっ

た．

　競売で落札したクムイでは主にササイレ漁が行なわ

れており，旧暦の 1 日や 15 日にあたる大潮の日の干

潮時に行なわれていた．ササイレ漁はそんなに危険を

伴わないため性別を問わず参加することができた．

　ササイレ漁を行なう日は落札者が時期を見計らって

海を巡回し，自分のクムイに魚がある程度入っている

ことを確認することで決めていた．そのため漁期は落

札者の判断で決まることが多く，クムイの持ち主全員

図 5　辺戸集落のサンゴ礁地名

（現地調査により作成）．

図 6　辺戸集落のサンゴ礁（国頭村辺戸）

（2007 年 7 月筆者撮影）．
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が一斉にササイレ漁を行なうというものではなかっ

た．しかし寒い時期ではなく，3 月以降の暖かい時期

に行なうことが多く，ササイレ漁は 1 つのクムイで多

くても 1 年に 2 回程度行なうものであった．

　ササイレ漁を行なうには落札者だけでは人手が足り

なかったため，集落の人 4 ～ 5 名が加勢して行なって

いた．ササイレ漁に加勢する人たちはあらかじめ落札

者に相談して仲間に加えてもらうか，落札者からお願

いされるかで決まっていた．

　ササイレ漁に使用されたササはイジュの樹皮だった

ため，ササイレ漁を行なう前日には手の空いている人

たちで集落の山に採取しに行った．そして採取してき

たイジュの樹皮を臼に入れて杵で突付いて粉砕し粉末

状にしていた．

　ササイレ漁の決行日には前日に準備したイジュの樹

皮の粉末を笊に入れてクムイに撒き，それによって仮

死状態になって浮いてきた魚などを漁獲した．浮いて

きた魚を漁獲する場合には，輪っかに網をつけてそれ

に竹製などの柄をつけた手製の「テアミ（手網）」が

用いられ，それで掬って漁獲した．ササイレ漁によっ

て獲ることができた魚は主にエー（和名：アイゴ，エー

グヮーとも呼ばれる）で，その他にもイラブチャー（ブ

ダイ科）やミーバイ（ハタ類），タマン（フエフキダイ科）

など様々な魚を獲ることができた．

　ササイレ漁によって得た漁獲物の分配には決まった

方法はなく，そのグループ間での相談によって決めら

れていた．そのため自分で獲った魚は自分の取り分に

なる場合や，漁獲したものを一旦一箇所に集めてそれ

から等分に分配する場合など様々であり，とりわけ持

ち主が優遇されることはなかった．

Ⅳ　結　論

　以上でみてきた事例から，山原地域の共同利用空間

では集落固有の方法をもって効率よく自然資源の利用

が行なわれていたといえるのではないだろうか．それ

らは意識的・意図的にではないにしろ，結果的に自然

資源を持続的に利用するものであったと考えられる．

また，各事例からは共同利用空間を利用しようとする

ときには，地域社会を意識することによってある種の

規範意識が働いていたことや，何らかの規則が存在し

ていたことも読み取ることができた．

　楚洲集落の森林利用では薪炭材の採取は一年に一度

だけ許されていたということや，採取することが許さ

れていた日でさえも採取をしていい木や採取場所が決

められていたというように，きちんと規則が設けられ

ていた．また，自然資源を利用する背景に地域社会が

意識されており，そのことが規範意識を高めることに

つながっていた．

　田嘉里集落の河川利用では表立った規制などは存在

していなかったが，ひとつの集落全体で共有されてい

る慣習が結果的に資源を収奪的に利用することを回避

させていた．資源の持続的な利用が意識されていない

にしても，集落の慣習を意識することで資源が持続的

に利用されてきた例であった．

　奥集落や辺戸集落の沿岸海域資源の利用はどれも集

落固有の利用方法であった．これら 2 集落の事例で気

づかされることは，当時の山原地域の海域利用は集落

単位で行なわれており，そのことが結果的に資源を持

続的に利用することにつながっていたということで

あった．これらの事例では利用回数や禁漁日が集落に

よってしっかりと決められ，資源を効率的に利用して

いたことが示されていた．

　これまでの事例をみてきたなかで，山原地域では集

落単位でしっかりと自然資源や共同利用空間が管理さ

れてきたことがわかる．これらの事例は資源の利用主

体と管理主体が一体化していることの重要性を再認識

させるものであった．

　これらのことを踏まえていえることは，これからの

山原地域で自然環境と人間のよりよい関係を考えてい

くには，その対象となる環境（資源そのものや空間）

が歴史的または伝統的に地元の人たちにどのように利

用されてきたのかを知ることが大事なことだというこ

とではないだろうか．

　本稿では山原地域の共同利用空間における自然資源

の利用形態をみていくなかで，山原地域の人たちが歴

史的または伝統的に自然資源をどのように利用してき

たかを明らかにした．また，そのなかで人々や社会の

中に働いていた規範意識や規則，規制も見出すことが

できた．

　しかし一方で，沖縄におけるこれからのコモンズ研

究において，重要な研究課題も浮き彫りとなった．本

論における事例は民俗誌的な記述にとどまり，時間軸・

空間軸での分析が不足している．また，それらのこと

に加えて地域の社会構造までをも含めた分析を行なう

ことが必要だと考えられる．

　今回扱った事例はそのほとんどが現在では行なわれ

ていないものであり，現在における実際の，実態とし

てのコモンズ利用を示すものではないと考えられる．

よって，過去のコモンズ利用と現在のコモンズ利用を

比較するなかで，現在のコモンズ利用がどうなってい

るかを示す必要がある．そうすることによって現状を

把握することができると考えられ，将来的なコモンズ
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利用を検討していくことも可能になるのではないだろ

うか．

　今回の事例では山原地域のコモンズ利用しか提示で

きなかった．これからは他の地域で行なわれている自

然資源の伝統的な利用形態も視野に入れて調査をすす

めていく必要性を感じた．そうすることにより山原地

域，ひいては沖縄のコモンズ利用の特徴を見出すこと

ができ，これからのよりよい自然資源の利用法や管理

法を検討することができるのではないだろうか．

　本稿を作成するにあたり，多くの人たちにお世話にな

りました．調査に訪れた際，快くお話を聞かせてくれた山

原地域の各集落の方々は，厳しくも優しい眼差しで調査に

協力してくれました．また，沖縄国際大学の小川護先生に

は多くのことをご教示していただきました．本稿は周囲の

方々の支えがあったからこそ仕上げるに至りました．心か

らお礼を申しあげます．

( 受付　2009 年 1 月 21 日 )　
( 受理　2009 年 6 月 11 日 )　

注

1） 鳥越皓之は，「広くは大気など，所有権も利用権も特定

の集団に設定できないもので，グローバル・コモンズと

呼ばれるもの，狭くはため池など，所有権も利用権も特

定の集団に設定できるもので，しばしばローカル・コモ

ンズと呼ばれるもの」（鳥越，1997：6）まであり，「日

本語の語彙の，あるいは日本の実態としての共有地や入

会地のイメージよりも，実際に使用されている概念範疇

はもう少し広い．」（鳥越，1997：6）と述べている．現

在においては，私有地であっても場合によっては共有地

としての性質をもった土地もあることが報告されている

（たとえば，川田，2006 など）．

2） 多辺田政弘（1990：i）は，「商品化という形で私的所

有や私的管理に分割されない，また同時に，国や都道府

県といった広域行政の公的管理に包括されない，地域住

民の『共』的管理（自治）による地域空間とその利用関

係（社会関係）」と定義している．茂木愛一郎（1994：
129）はコモンズを概括的に捉え，「主として自然環境や

自然資源を対象に，それらへのアクセス権と管理の方法

が，慣習ないし制度によって備わっている社会的仕組み」

としている．平松紘（1995：5）はコモンズが単純に共

有，共有地，共同所有地と表現されることの誤りを認識

したうえで，「土地，空気，水などの地球上の主たる資

源について，人々が共同してエクイタブルにアクセスも

しくは使用でき，だれもがそれらを破壊することのでき

ない社会制度」と定義づけている．これは近代的土地所

有権制度は所有権が誰にも帰属しない共有の資源として

の土地の存在は許さないという認識を前提とした定義で

ある．

3）そのなかで井上はさらに，コモンズをグローバル・コ

モンズとローカル・コモンズの 2 種類に分類している．

また，ローカル・コモンズには自然資源の持続的利用

を達成する「生態学的機能」と，社会の秩序を維持す

るなどの「社会文化的機能」があるとされるが（秋道，

1995：193），井上は生態学的機能を検討する視点として，

「偶発的な持続的利用」，「副産物としての持続的利用」，

「意図（意識）的な持続的利用」という持続的利用の 3

類型を定義している．また，社会文化的機能面での評価

基準としては，Ostrom（1990，著者未見）による長期持

続型 8 条件を参考にし，それらの大半が満たされている

ものを十分な社会文化的機能を有するコモンズと提言し

ている．そのような流れのなかで秋道智彌は，井上真が

整理したコモンズの類型化を参考にし，コモンズを「共

有とされる自然物や地理的空間，事象，道具だけでなく，

共有資源（物）の所有と利用の権利や規則，状態までを

も含んだ包括的な概念」（秋道，2004：12）と位置づけ

ている．

4）  そのなかでもローカル・コモンズを対象にした研究

は，それぞれの研究者が実際に事例地域を調査し，地域

社会における共有地及び共同利用空間の利用がその地域

の資源管理（たとえば，井上，1997；笹岡 ,2001；藤村，

2001 など）や弱者生活権または弱者生存権（たとえば，

鳥越，1997；川田，2006 など）としても機能している

ことを実証している．

5）  多辺田（1990）は沖縄の各地に点在する魚垣（石干見）

などを分析するなかで，地域社会におけるコモンズの重

要性を説き，熊本（1995a；1995b）は新石垣空港問題で

揺れる石垣島白保のイノーにおける地元住民の権利を考

察するなかで，持続的開発を達成する 3 条件を提唱して

いる．また家中（2001）は，石垣島白保の住民運動を分

析するなかで，ある環境にコモンズとしての価値が見出

されるのは元々その環境が共有地であるということが重

要なのではなく，ある事象を元に関係主体が環境を「わ

れわれのもの」だと意識する過程で生成されるものとし

てコモンズを捉えた．

6）  和多（2002：49）によれば「魚毒植物の搗き砕いた液

汁を水中に流し，魚を麻痺させる漁法」のことである．

7）沖縄では礁池のことをイノーという．『沖縄大百科事典』

（1983）によれば「裾礁の浅い礁湖」のこと．

8）インフォーマントによると，2 ～ 3 年に 1 度だった例

もある．

9）潮溜まり．沖縄では一般的にイノー内の窪んだ地形を
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クムイという．川の場合も同じように，窪んだ地形は「ク

ムイ」と呼ばれる．
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