琉球大学学術リポジトリ
[研究ノート]
地域社会におけるサンゴ礁漁業の動態と生物多様性 :
沖縄県国頭村楚洲集落を事例に
メタデータ

言語:
出版者: 沖縄地理学会
公開日: 2018-11-16
キーワード (Ja): 生物多様性, サンゴ礁漁業, 社会関係,
資源・漁場の選択可能性, biodiversity
キーワード (En): fisherise in coral reefs, social
relationship, option of resources and fishing grounds
作成者: 金城, 達也
メールアドレス:
所属: 北海道大学大学院文学研究科

URL

http://hdl.handle.net/20.500.12000/0002017636

沖縄地理
43-54 頁

第 11 号
（2011）

Okinawa Journal of Geographical Studies
No.11, p.43-54
（2011）

地域社会におけるサンゴ礁漁業の動態と生物多様性
―沖縄県国頭村楚洲集落を事例に―

金 城 達 也
（北海道大学大学院文学研究科院生）

Dynamism of Fisheries in Coral eefs and Biodiversity in a Community:
Case study of Sosu, Kunigami village, Okinawa Island
Tatsuya KINJYO
（Graduate School of Letters, Hokkaido University）
摘

要

本稿は，生物多様性の保全が重要とされる地域において，生態学的な側面のみではなく，地域社会に
おける人と自然とのかかわりという視点から今後の生物多様性の保全が地域社会にとってどのような意
味をもつかを考察するものである．
まず，地域社会において自然環境が歴史的にどのように利用され，社会関係を築いてきたかを民俗誌
的な記述によって明らかにした．そのうえで，生物多様性を保全することの意味を地域社会の日常的な
実践から捉えなおし，生態学的な言説を含めた新たな説明体系の必要性について論じた．
キーワード：生物多様性，サンゴ礁漁業，社会関係，資源・漁場の選択可能性
Key words: biodiversity, fisheries in coral reefs, social relationship, option of resources and fishing grounds

Ⅰ

（Millennium Ecosystem Assessment，2007）
．林産物

はじめに

や海産物を提供する「供給サービス」
，二酸化炭素

本稿で考えたいことは，生物多様性の保全が重

の吸収や水質浄化，土壌侵食の抑制という機能を

要とされる地域において，自然環境がどのように
利用されてきたか（あるいは利用されているか）
ということである．そのうえで，生物多様性を保

自然環境がもたらす恵み（生態系サービス ) は，

義を持つかということを検討する．

人間生活を支えるものとして重要な役割を担って

2010 年 10 月に名古屋で生物多様性条約第 10 回

いる．自然の恵みを受けてきたという事実がある

締約国会議（COP10) が開催され，地球規模での生
物多様性の保全の重要性はさらに増してきている．
接にかかわっており，人間社会は自然環境から

ツーリズムを含む「文化的サービス」
，以上 3 つの
サービスの土台となる「基盤サービス」である．

全していくことが地域社会にとってどのような意

生物多様性や生態系の豊かさは人間生活と密

提供する「調整サービス」
，文化やレジャー，エコ

一方で，人間社会は絶えず変化する自然環境やそ
れを利用する社会の側の変化を受け入れながら日
常的な生活を営んできた．

の恩恵を先史時代から受けてきた．その価値を

生物多様性や生態系の豊かさを科学的知見にも

経済学的に評価したのが「生態系サービス」とい

とづいて提示しても，実際に自然環境と対峙する

う 考 え 方 で あ る（Costanza et al.，1997）
．生態系

地域社会の人々にとってはその意義がわかりにく

サービスは基本的に 4 つのサービスに大別される

い場合が少なくない．その結果，かかわりの薄い
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研究対象地域

自然環境に関してはほとんど無関心になってしま

徴があるのかを民俗誌的な記述により明らかにす

う場合もある．近年では，生態学的知見のみに基

る．そのうえで , 今後の地域社会において生物多

づいた説明体系や価値観は「生態学的ポリティク

様性を保全していくことがなぜ重要かということ

ス」
（松村，2007）という言葉で批判的に捉えられ

について検討する．
なお，
本稿で使用するデータは，2007 年 7 ～ 8 月，

るている．

2009 年 7 ～ 9 月，2010 年 3 ～ 4 月，2010 年 8 ～ 10 月，

日本における二次的自然（人間がかかわってき
た自然）の代表ともいえる里山における市民活動

2011 年 3 月に行った調査に基づくものである．調

などでは，生態学的な知見に基づいた活動意義が

査期間中は，地域住民，行政機関，各種関連団体

説明されやすいが，近年では里山にかかわるアク

に聞き取りや参与観察を行い，必要に応じて近隣

ターの多様な価値観に基づいた里山イメージのデ

集落や近隣村落の住民への聞き取りも行った．

ザインの可能性が議論されている．そのため，生
Ⅱ

態学的な知見を含めたうえで，生態学的な価値の

事例地概要

みに回収されない地域社会に見合った自然環境の

楚洲集落を含む沖縄本島北部地域は地勢的な特

意義を示す必要性がある．そのためには，目の前

性からやんばると俗称されている．近年，やんば

にある現実的な自然環境を対象に分析を行い，実

る地域は生物多様性の保全の面から注目を集めて

際に利用している自然環境（つまり生活と密接に

おり，とりわけ生物学の分野では生態的特性から

かかわる自然について）が地域社会にとってどの

沖縄本島最北端に位置する国頭村，大宜味村，東

ような意義や価値を持つのかを示すことが重要で

村の三村がやんばる地域と捉えられることが多い
（例えば，伊藤：1995）
．

ある．
以上のような問題意識を背景に，本稿では生物

やんばる地域の自然環境は，イタジイ（= スダ

多様性そのものを分析対象にするのではなく，沖

ジイ，Castanopsis sieboldii）を優先種とする亜熱帯

縄県国頭村楚洲集落のサンゴ礁における営みを事

常緑広葉樹林が広がっており，さらにはヤンバル

例に，地域社会において生物多様性を保全するこ

クイナ（Gallirallus okinawae）やヤンバルテナガコ

とにどのような意義があるのかを人と自然とのか

ガネ（Cheirotonus jambar）
，
ノグチゲラ（Sapheopipo

かわりという視点から考察する．そのためにまず ,

noguchii）などの固有種を含む多種多様な生物たち

地域社会における自然と人の関係にどのような特

が生息しているため，世界的にみても貴重な自然

-44-

地域社会におけるサンゴ礁漁業の動態と生物多様性
―沖縄県国頭村楚洲集落を事例に―

環境を有し，自然保護上も重要な地域である．

しかし，集落の周囲を山に囲まれた閉鎖的な空

また，やんばる地域の沿岸部に沿ってサンゴ礁

間だったからこそ成り立った集落特有の自然との

が発達する．沖縄県の属する琉球列島は熱帯海域

かかわり方もあり，そのことによって社会関係が

に区分され，多様な種で構成されているところに

築かれていた側面もある．本稿では，現在も続い

特徴がある．しかし，種類数の多さとは逆に，単

ているサンゴ礁における営みを中心に考えていき

一種が多く棲息していないということもしばしば

たい．

特徴のひとつとして語られる
（矢野：2005）
．つまり，

Ⅲ

種の多様性の高さこそ著しいが，各種類ごとの個

地域社会におけるサンゴ礁漁業の動態

1．個々人のサンゴ礁利用

体数は少ないことが多い．また，限られた海域や
環境で生息している種類も多く，そのために希少

大潮の干潮時になると，歩いて移動ができるほ

種もみられ，そこに棲む生物たちも生物多様性の

どサンゴ礁が浮き上がる．それは一見，陸地と見

保全の面から注目を集めている．そのような観点

間違えるほど広大であり，陸域とも海域とも表現

から，現在ではやんばる地域を国立公園化，世界

し難い景観を作り出している．
楚洲集落では漁業を専業とする人がほとんどい

自然遺産化しようという動きが出てきている（環

なかったため，林業や農業を主体とする複合的な

境省，2008）．
本稿の事例地となる楚洲集落は国頭村の北東部

生業が長い間営まれてきた．そのため，サンゴ礁

に位置し，人口 74 人（男性 36 人，女性 38 人）
，

は住民が採貝採草（藻）を行う場所として位置づ

世帯数 34（2010 年 8 月末日現在）の集落である

けられていた．戦前は波打ち際に行けばそこには

（図 1）．また，高齢化率はおよそ 35％となってい

もう魚がいたというほど生き物が豊富な海であっ
Labridae）やエーグヮー
たといい，
クサビ（ベラ科，

る（2005 年現在）
．
楚洲集落のはじまりは，
琉球王府時代の 1736（元

（ ア イ ゴ 科，Siganidae）
， イ シ ダ イ（Oplegnathus

文元）年に遡る．この頃，沖縄本島中南部の森林

fasciatus） や ク チ ナ ジ（ イ ソ フ エ フ キ，Lethrinus

の荒廃が進み木材が不足していた．当時の為政者

atkinsoni）などをはじめ，多種多様な魚介類を捕

である蔡温は本島北部に残っていた良材に注目し

ることができた．また，シャコガイ（Tridacninae）

て本島中南部へ木材として供給し，北部の伐採跡

やチョウセンサザエ（Marmorostoma argyrostoma），

地には植林を指導した．その際，森林造成のため

ホラガイ（charonia tritonis）やヤコウガイ（Turbo

に国頭間切の奥集落と安田集落の間に新しい集落

〈Lunatica〉marmoratus）などの貝類も豊富で，アー

を設置することになった．同年，新集落へ奥集落

Monostroma nitidum）やフヌイ（フ
サ（ヒトエグサ，

の小字である「スイ（楚意）
」から約 100 名を移

ノリ，Gloiopeltis）などの海藻類も干潮時にはよ

住させ，楚洲が誕生することになった．しかし，

く採ることができた．冬季には，夜になるとイザ

1771 年に起こった津波によって移住者は元の集落

リと呼ばれる灯りを携えて礁原を徒歩で行う漁が

に戻ることを余儀なくされ，再び 1801 年に楚洲へ

行われ，シガイ（ウデナガカクレダコ，Abdopus

と移住することになった．その後，1879 年の廃藩

aculeatus）などが主なターゲットとされた．

置県によって沖縄県になると，沖縄各地からの移

また，現在では大潮の時期になると楚洲集落の

住者が増え，今では「寄留民族」と自称するまで

サンゴ礁には地域住民だけではなく集落内外から

1)

の集落となった ．

人が集まってくる．サンゴ礁を歩いて貝類を採集

さて，やんばる地域に属するほとんどの集落は

している人や，リーフ際では魚釣りをしている人

自然に規定される生活を送っていた．陸路が開通

もいる．また，ある人は刳り舟を漕ぎ出し，自ら

されるまでは周囲を山に囲まれていたため，閉鎖

仕掛けた網で魚を捕っている人もいる．

的な環境のなかで生活を営まなければならなかっ

干潮時のサンゴ礁に集まる人たちの中には，自

た．そのことは林業を主体とした生業に象徴的に

身の仕事を早めに切り上げたり，中断したりして

みられる．また，困難な海上交通も閉鎖的な環境

繰り出してくる人たちもいる．また，地域住民以

2)

を象徴していた ．

外の人たちは，自分の住んでいる集落などにもサ
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図 2 マービ（ミナミイスズミ，Kyphosus pacificus）

図3

マービウミの様子 ( 撮影日 )

ンゴ礁があるにもかかわらず，わざわざ楚洲集落

現在における社会運動を通して「まとまりの意識」

のサンゴ礁に出向いてくる人たちもいる．

として形成される過程について論じた．しかし，

先述したように，楚洲集落では長い間漁業を専

楚洲集落では住民総出で漁が行われる場合があり，

業とする人がほとんどいなかったため，各人の都

その漁を経験することによって社会関係が築かれ

合でサンゴ礁を利用することがほとんどであった．

ていた側面を持つ．

そのため，現在においても比較的資源が豊富に残っ

次項では，自然とのかかわりをもとに社会関係

ており，それを目当てにさまざまな人たちが来て

が築かれる様相をサンゴ礁における集団漁からみ

いるのである．

ていくとともに，楚洲集落のサンゴ礁漁業の特徴

サンゴ礁における採貝採草（藻）は経験をもと

を明らかにしていきたい．

に記憶として蓄積され，ある種の社会問題などを
契機として社会関係を（再）形成する場合がある．

2．サンゴ礁利用における集団性からみる社会関係

家中（2001）は，石垣島白保集落における新石垣

1）マービウミの概要

島空港建設問題を取り上げる中で，サンゴ礁にお

楚洲集落のサンゴ礁における採貝採草は，潮の

ける営みによって個別に蓄積された経験や記憶が

干満に合わせて各人の都合の良いときに行われて
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表 1 マービウミの基本的な漁期

日

数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

旧

暦

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

（日）

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

状

漁 期

態

大潮

漁 期

いた．それは現在でも変わらず，大潮の干潮時に

ビウミは始まる．なお，魚の確認は不定期に行わ

は集落内外の多くの人がサンゴ礁に出向く．しか

れるものではない．基本的な漁期は大潮の日の 2

し，潮の干満に合わせて地先の海に入ってくる「寄

～ 3 日前後とされており，潮位は満ちすぎず引き

りもの」に対しては，住民全員で漁をするという

すぎずが良いとされている．また，マービウミは

ような慣習が発達してきた．

一年を通して出漁可能だが，比較的気温の高い夏

楚洲集落の地先の海には毎年のようにマービ（ミ

季（5 月頃～ 9 月頃）に行われることが多い（表 1）．

ナミイスズミ，Kyphosus pacificus）の群れが押し

ただし，この漁期はあくまでも指標となるもので

寄せる（図 2）．雑食性のマービの餌のひとつで

あり，この日にしか漁をしてはいけないというも

あるサンゴ礁に繁茂しているモー（ホンダワラ，

のではない．魚が寄ってきたときに態勢が整って

3)

Sargassum fulvellum ）という海藻を食べるためで
ある．同様に，植食性のチヌマン（テングハギ，

いればいつでも漁に出られるのである．
漁獲対象となる魚はクチと呼ばれるサンゴ礁の

Naso unicornis）がマービと混同してサンゴ礁に入っ

切れ目から入ってくるものや，リーフを乗り越え

てくる場合がある．この 2 種の魚を主な漁獲対象

てサンゴ礁内に入ってくるものなどさまざまであ

にしたものが楚洲集落における集団漁であり，こ

り，魚影が確認されると住民に知らされる．1950

の漁を通じてさまざまな相互行為が展開される．

年代頃までは多いときには 20 ～ 50 人もの参加者

この漁は楚洲集落では「マービウミ」や「チヌ

がおり，使用されてる刳り舟も 4 ～ 5 隻は必要で

マンマービ」と呼ばれている（図 3）
．この漁は住

あった．そのことからも，当時はかなり大規模な

民総出の漁だとしたが，昔から決められており，

漁であったことを窺わせる．

現在でも固く守られていることがひとつだけある．
この漁への女性の参加は認められていないのであ
る．つまり，厳密には実際に海に出て漁をするの
は男性だけということになる．また，危険が伴う
ため幼い子どもの参加も許されない．なお，マー
ビウミへの参加は強制的なものではないが，通常
では男性は全員参加していた．

2）マービウミが生み出す社会関係―漁獲から分配
まで
マービウミではある程度の役割があらかじめ決
められており，参加者個々人の勝手な行動は許さ
れない．役割分担は，おおよそ年齢層ごとにみる
ことができる．マービウミには中学生になった頃
から参加することができるが，上限の年齢は特に

さて，次の会話は住民同士によるものである．
「○○○ 4) はブイ見られるの？」
「見ることはでき
るよ」5)

決められていない．参与観察時における最高齢の
参加者は 87 歳（2010 年当時）であった．つまり，
年齢別にみると老年層・壮年層・青年層・若年層

ブイとはマービの尻尾のことである．マービは

に分類することができる．大きくみてこの年齢層

頭を下に向けて水中に生えた海藻を食べる．その

ごとにある程度の役割が決まっていると考えてい

際，尻尾が水面に突き出て見える．これを見るこ

い．ただし，役割分担の年齢層ごとの分類は，マー

とでマービがサンゴ礁内にいるかを判断するので

ビウミが住民総出で行われていた頃のものであ

ある．つまり，マービがサンゴ礁内に入ってきて

る．後述するが，現在におけるマービウミはさま

いることを陸上や高台から確認することからマー

ざまな社会的な背景をもとに，メンバーシップの
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マービウミの社会関係

観点からみれば小規模なものになっている．

なものになっていくのである．

さて，それでは年齢層ごとのマービウミにおけ

地域住民にとって，マービウミへの参加は「誇

る役割をみていきたい．舟の上に残って状況をみ

り」のようなものであり，より重要な役割を任さ

ながら参加者の行動を指示するのは老年層の役割

れるということは名誉なことであった．当時，父

である．魚の動きを予測し，網を仕掛けるタイミ

親が体調不良のためマービウミへ参加しない状況

ングを指示するのである．これは経験に裏付けら

を経験した人は，
「父親が漁に参加しないのを寂

れた知識を持っている老年層が基本的に担う．老

しく思った」6) という．しかし，そのような場合

年層の合図に合わせるように，次に 2 人が棒のよ

でも父親は漁に出ている人たちのために浜で火を

うなもので水面を叩きながらリーフ上を駆け抜け

焚いて待っていたため，納得したという．これは，

ていく．これはサンゴ礁内に入ってきたマービを

マービウミにおいては，必ずしも漁に出なくて

沖側に逃がさないためのものであり，体力に自信

も，なんらかの形で協力しさえすれば，マービウ

のある人が任される．大抵の場合この役割は壮年

ミに参加していると捉えられていたことを示して

層か青年層が担う．そのすぐ後を追うように「メー

いる．個人のその時々の状態にあわせて可能な範

アミ（前網）」と呼ばれる人が網を仕掛けていく．

囲で漁にかかわるということは，集落の男として

これは参加者の中でも足の速い人が任され，残り

認められる要因のひとつになっていたと考えられ

の人たちは仕掛けた網に隙間ができないように海

る．つまり，マービウミでは任される役割によっ

底の（サンゴ礁）地形に合わせて網を補正したり

て一人前の男かどうかを判断する材料にもなって

する．その後，タイミングを見計らって老年層か

いたといえる．

ら合図が出され，仕掛けた網を全員でしめていく．

以上のように，マービウミにおいては役割を媒

実際に海の中で行われるこれらの作業は，壮年層

介として漁業者間の社会関係が築かれている．と

と青年層が任されることがほとんどである．まだ

ころが，以下に示すように，漁獲物の分配や贈与

経験が浅い若年層の仕事は漁獲物や網を舟の上に

までを含めてみると，漁業者間だけにとどまらず，

引き上げるなど，比較的単純なものであった．経

集落内外を巻き込んだ社会関係が築かれているこ

験を積んでいくとともに任される役割もより重要

とがわかる（図 4）
．

-48-

地域社会におけるサンゴ礁漁業の動態と生物多様性
―沖縄県国頭村楚洲集落を事例に―

図5

漁獲物の分配の様子 (2007 年 5 月 28 日筆者撮影 )

漁獲物の分配は，漁に出ていた人が浜に戻り次

える．すなわち，マービウミは狭義には「漁業」

第行われる．漁獲物は浜にあげられ，参加人数＋

であるが，広義には集落内外を含めた「社会関係」

α（網元・舟主）で振り分けられる．参加者はそ

だと捉えることができる．

れぞれ一人前ずつをもらうが，網元と舟主は二人
前をとることができる，という具合である（図 5)．
基本的にはこのような方法で分配は行われるが，
漁に参加することができない女性たちにも漁獲物
は分配されていた．ただし，夫や息子が漁に参加
している世帯であれば，漁業者間の分配を通して
収益はある．しかし，男性がいない世帯は通常の
分配方法では配分はない．ところが，そのような
世帯にも楚洲集落ではきちんと配慮がなされてお
り，漁獲物が分配されていたのである．
さらに，マービウミをめぐる社会関係は集落内
だけのものにとどまらない．楚洲の住民は近隣集

3）マービウミの衰退と現在における様態
1960 年代前半に入ると，徐々に生活に変化が生
じる．同時に，マービウミで築かれた社会関係も
衰退への道をたどることになる．集落周辺の道路
整備が行われて陸路が開通すると，それまで海上
交通にたよっていた輸送手段が陸路を利用した輸
送手段へと変わっていった．これにより農作物や
家畜，薪炭材の搬送の利便性は一変した．また，
新たな仕事を求めて本島中南部へと流出していく
人が増えはじめた．この背景には陸路の開通とあ
わせて，輸入材などの格安な林産物が手に入るよ

落や近隣村落までマービを運搬し分け与えてい

うになり，これまで県内で重要な役割を担ってき

た．このことはたとえば近隣集落のある男性によ

たやんばる地域の林産物の価値が下がったことに

る「楚洲はよくマービを持ってきますよ．楚洲は

加え，同年代の燃料革命によって薪炭材の価値そ

有名だからね，マービは」7) という語りからも読

のものが下がったことがあげられる．戦後の基地

み取ることができる．

建設ブームからはじまり，1970 年代の本土復帰に

楚洲集落のマービウミは集落内でのみ知られた

伴う社会基盤の整備を名目にした各種開発事業で

ものではなく，近隣集落や近隣村落にまで周知さ

の雇用の創出なども人口流出の要因のひとつであ

れているのである．漁への参加者以外に対する漁

ろう．

獲物の分け前はそれぞれの取り分から与えられる

1970 年代に入ると，人口流出に限らずさまざま

ことが多い．しかし，必ずしもそうでなければな

な局面で変化が起こる．1972 年の本土復帰に伴

らないというわけでもなく，分配前に浜から魚を

い沖縄振興開発特別措置法 8) が制定され適用され

持ち出して配ることもしばしばあった．これらの

た．それにより本土との格差是正が目指され，さ

ことから，マービウミは集落内外を巻き込んだ社

まざまな開発事業が行われた結果，山地や農地か

会関係を築くうえで重要な役割を担っていたとい

らの赤土流出が顕著になり，サンゴ礁環境は全県
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的に壊滅状態に追い込まれることになる（藤原，

也

4）サンゴ礁漁業における利用空間（漁場利用）と

2002）．1975 年に開催された沖縄国際海洋博覧会

分配方法の動態

のための事業などでも開発が行われ，赤土流出に

さて，以上みてきた限りでは，現在におけるマー

拍車をかけることになった．これらの経緯は，目

ビウミは過去に比べて衰退傾向にあると考えられ

崎（2001）がいうように，さまざまな要因による

る．しかし，さまざまな社会的な要因を背景に変

影響を受け環境が悪化した海域ではサンゴの再

わらざるをえなかったマービウミも，少し視点を

生をも困難とさせ，サンゴ礁で昔から行ってきた

変えてみるとまた捉え方が変わってくる．

魚介類の採集行動を衰退させていく要因のひとつ

周囲を山に囲まれており，海上交通にたよって

になったと思われる．しかし，楚洲集落の住民は

いた時代とは異なり，現在の楚洲集落は陸路での

過疎化による担い手不足やサンゴ礁環境の悪化を

交通の便が確保されている．1963 年には集落の目

マービウミを衰退させた要因のひとつとしながら

の前を走る道路 10) が開通し，集落内外への往来も

も，それらとはまた別の方向に衰退の要因を求め

比較的容易になった．

る傾向がある．ある住民は，
「要するに漁業権，こ

同時に，開通した道路を使用し，マービウミに

れが重要な分かれ目だと思う．前はみんなでやっ

おける漁場の拡大や個々人によるサンゴ礁利用に

ていたんです」9) と語る．

関しても利用することができる幅は過去と比べて
広がりをみせている．楚洲集落の海岸線は南北お

上記の語りからもわかるように，楚洲集落にお

よそ 8 km にも及び，近隣の集落に比べてもかなり

けるマービウミの衰退は漁業権とあわせて考えら

範囲が広い．これまでの記述によるマービウミに

れる傾向が強い．漁業権を持っていない人は沿岸

おける漁場は，当然のことではあるが，基本的に

域で網を使用できないという考え方である．漁業

刳り舟を用いて移動できる範囲内に限られていた．

権の関係もあるだろうが，過疎化による担い手の

したがって，1963 年に道路が開通するまでは，

減少によって生じた問題だと捉える方が妥当であ
る．なぜなら，過疎化が進行するにつれてマービ
ウミの参加者が減った結果，次第に参加者も高齢

刳り舟で移動できる範囲のイエイノーやヒレー（イ
ノー）
，ソスイノー，マシチなどがマービウミの主
な漁場であった．ダナイノーにも時々行ったそう

化し，最終的に現在においてもマービウミを精

であるが，波の様子が余程静かでないと行くこと

力的に行っているのが漁業権を持っている人だっ

ができなかったため，頻繁に通えるような漁場に

た，というように漁の形態が変化したものだと考

はなりにくい状況であった．というのも，楚洲の

えられるからである．

海岸線にはところどころに切り立った岩（図 6 上

このように，楚洲集落のマービウミも人口流出

の「タッチューシー」など）が点在しており，刳

による担い手の減少やサンゴ礁環境の悪化などの

り舟で岩場を越えるのは難儀な仕事とされている

複合的な要因により，次第にマービウミを媒介と

からである．このことはマービウミに限ったこと

した社会関係も薄れていく．そのことを象徴する

ではない．当時は交通の不便さからまだ容易に診

かのように，現在におけるマービウミは漁業権を

療所に行くことができず，隣りの集落の診療所に

認められている 3 人を中心として行われている．

通う際も刳り舟での移動を余儀なくされていた．

そこに集落の男性何人かが加わるという形になっ

そのため，集落で傷病者が出た場合の運搬作業は

ており，大抵の場合は 4 ～ 5 人で行われる．参加

一苦労であった．それほど海路を利用した交通は

者は 50 ～ 80 歳代と，担い手の年齢層も上がって

労力がいる作業であり，海（波）が荒れている日

いる．現在でも基本的には漁獲物は参加者間で分

などは常に危険と隣り合わせの航行であった．

けられるが，大漁の場合には地元住民や知人へ分

しかし，現在では道路が開通し自家用車が普及

け与えられることもある．しかし，漁に直接かか

したことにより，陸路での漁場付近への移動はか

わる人の減少や分配ルートの縮小など，以前と比

なり容易になっている．実際，現在におけるマー

べると衰退傾向にあると考えられる．

ビウミでは自家用車（2 t トラックや軽トラックの
場合が多い）を利用して漁場付近へ向かうことも
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ダナイノー
田名
タッチューシー
（タッチューイシ）
イエグチ

伊江

イエイノー
ヒレー（イノー）
ヒレーバマ
アブグチ

イノーガマ
マシチ（イノー）
楚洲

マシチサーグムイ
ソスバマ
クチガマ

ソスイノーソスグチ

エーガーサーグムイ
エーガーグチ
イリグムイ

エーガー
我地
ガジイノー

0

図6

楚洲集落の海域地名
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多い．自家用車が利用できるようになると，北は

然環境がどのように利用されてきたか（あるいは

ダナイノー，南はガジイノーと，さらに南北へと

利用されているか）ということと，生物多様性を

漁場は拡大した．漁場の拡大により，漁獲対象の

保全していくことが地域社会にとってどのような

魚を捕ることができる可能性もまた広がった．も

意義を持つかということについて検討する．ただ

ちろん漁場の拡大がそのまま漁獲量につながると

し，前者に関してはこれまでの民俗誌的な記述に

は単純にはいえないが，それでも漁場の選択肢が

よりある程度明らかにしてきたので，ここでは主

増えたことは，マービウミにかかわる住民の試行

に後者の問題について考えてみたい．

錯誤を可能にするものとして重要な要素のひとつ

生態学的な側面を重視した説明体系による生物

になっている．「今日はどこどこのウミ（漁場を指

多様性の保全は，地域住民にとってはわかりにく

す場合が多い）に魚が入ってきているみたいだか

い場合が少なくない．それでは，生物多様性の保

ら，今回はあそこにしよう」
「どこどこにはいない

全ということを地域社会における日常的な営みと

けど，あそこをみてみよう」というような会話は

いう視点からみたときにどのような意味を持って

良く聞かれる話である．

くるのであろうか．

また，変わったのは移動手段だけではない．先

佐野（2005）は，さまざまな資源を内包する潟

述したように，道路が開通されるまでのマービウ

湖を「多義的な空間」として位置づけ，
「潟湖の

ミにおける漁獲物の分配方法は参加人数＋ α（網

『空間の多義性』の喪失＝空間利用の集約化と軌を

元・舟主）で振り分けられていた．しかし，自家

一にして，
『コモンズ』の崩壊とヨシ帯の破壊・資

用車が使用されるようになった頃から，使用する

源の過剰採取の問題が現れ始める」
（佐野 2005：

車を提供した人の分も漁獲物の配分量が配慮され

30）と論じている．楚洲集落におけるサンゴ礁利

るようになっている．一回の漁で使用される車は

用も，多様な主体のさまざまなかかわり方によっ

一台で十分なので，その人は自分の取り分＋ α で

て営まれている．サンゴ礁に対する価値付けはか

分け前をもらえるのである．

かわる主体によってさまざまであり，それぞれが
対象となる資源を選択的に利用しているといえる．

このように，地域住民は外部からもたらされる
社会状況の変化を単純に受容して自然とのかかわ

その場合，サンゴ礁における資源の多様性が失わ

りを衰退させてきただけではない．刻々と変化す

れれば，ある特定の資源にかかる圧力が増すこと

る社会環境や自然環境の変化を受け入れながら同

になる．つまり，現在のサンゴ礁における種々の

時にそれらをうまく利用し，時には柔軟に社会の

営みは，サンゴ礁資源の多様性に支えられている

しくみを変えることで漁を存続させているのであ

側面もあり，それが喪失ないし減少してしまうと，

る．さらに，自家用車を提供した人への漁獲物の

資源の過剰採取などの問題が出てくる可能性があ

分け前が配慮されていることなどから，サンゴ礁

る．
また，楚洲集落では道路の開通により利用でき

利用における空間的な広がりは，漁業者間の社会

るサンゴ礁空間が広がりをみせてきているが，資

関係までをも変化させてきているといえる．

源の選択可能性とあわせて，空間を選択できる可

すなわち，現在でもサンゴ礁漁業とかかわりを
もつ地域住民は，道路の開通に代表される地域開

能性も含めて考えることが重要である．なぜなら，

発やそれに伴う漁場の拡大による分配方法の変化

かかわることができる空間に広がりがあれば，そ

など，あらゆる社会状況にそのつど対応しながら

れだけ対象資源への圧力も減少すると考えられる

自然とのかかわりの形態も順応的に変化させてい

からである．特定の空間で特定の資源への圧力が

ると考えられる．

過剰になれば，それだけ資源の減少や喪失を招く
可能性が増幅すると考えられる．
Ⅳ

考

察

松田（2008）は，
「生態系管理において，持続可

さて，ここまで述べてきたことを踏まえて本稿

能に守るべきは，個々の生物だけではなく，それ

の目的について考察を深めたい．すなわち，生物

らの生きた関係すべてである―中略―これらを総

多様性の保全が重要だとされる地域において，自

体として損なわないように守り，元に近い状態を
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維持するのでなければ，個々の生物を守ることは

本稿を作成するに当たり，楚洲集落の皆さんには大

2008：179）と述べる．本稿で

変お世話になりました．国頭村役場の皆さんには，本

重点的に取り上げたマービウミは，楚洲集落内外

稿を作成する上で必要な情報を快く提供していただき

の社会関係を築く要因のひとつとして重要な役割

ました．また，本稿の査読者には有益なご指摘やご教

を担っていた．もし，サンゴ礁生態系の一部に異

示を数多くいただきました．皆様に深く感謝を申し上

変が生じ，マービが捕れなくなってしまうと，楚

げます．

できない」（松田

洲集落が歴史的に利用してきた資源が失われるだ

（投稿 2011 年 4 月 28 日）

けでなく，マービを媒介とした社会関係にまで影

（受理 2011 年 6 月 22 日）

響が及ぶ可能性がある．
注

すなわち，生物多様性の保全によってサンゴ礁

1）事例地概要に関しては，聞き取り調査によるデー

資源や利用空間の選択性が担保されれば，地域住

タとともに『国頭村史』（1967）や『楚洲のむかし』

民にとっては今後もある程度継続的に利用が保証

（1993）を参考にした。

されることになる．ただし，この考え方はあくま

2）やんばる地域では，地理的な要因から海上交通が

でも対象資源や空間をいかに残すかというもので
ある．もちろん社会的な背景（過疎や高齢化など）

発達した。陸路がなく，四方を山に囲まれていたた

によりサンゴ礁へのかかわりが失われる可能性も

め，交通，交易には海路が主に利用され，「山原船」

含めて考えられなければならない．

と呼ばれる集落所有の帆船によって林産物や家畜な

今後の生物多様性の保全においては，生態学的

どが運搬されていた。しかし，海上交通には危険が

な言説に加えて地域社会の日常的な実践からみた

つきものであり，山原船の度重なる事故は地元住民

言説による説明体系が必要になる．楚洲集落の事

の生活を苦しめることもあった。また，緊急の傷病

例が教えてくれることは，利用の対象となる資源

者が出た場合には近隣集落の診療所まで海路を利用

や空間を選択できる可能性を保証することの重要

して搬送しなければならなかったが，海が荒れた日

性であり，そのような社会的な側面を含めた説明

には船が出せないなど，日常生活を自然環境に規定

体系を築くことの必要性である．

されていた側面が数多くあった。これらのことは次
第に住民に「陸の孤島」という意識を生成させた。

Ⅴ

おわりに

3）マービ（ミナミイスズミ，Kyphosus pacificus）は

本稿は，生物多様性の保全が重要とされる地域

雑食性であることからホンダワラ以外も餌にしてい

において，生態学的な側面のみではなく，地域社

ると思われる。しかし本稿では，楚洲集落でマービ

会における人と自然とのかかわりという視点から

の餌が「モー」と呼ばれ，「モー」がホンダワラだ

今後の生物多様性の保全が地域社会にとってどの

と認識されていることから，地元住民の認識を優先

ような意味をもつかを考察するものであった．

し，マービがサンゴ礁内に入ってきて食べる餌をホ

そのため，地域社会において自然環境が歴史的

ンダワラとして記載した。

にどのように利用され，社会関係を築いてきたか

4）話し相手の名前。

を民俗誌的な記述によって明らかにした．そのう

5）2009 年 7 月 28 日 S.K. さんと M.Y. さんの会話より。

えで，生物多様性を保全することの意味を地域社

6）2009 年 7 月 30 日 S.H. さんへの聞き取りより。

会の日常的な実践から捉えなおし，生態学的な言

7）2007 年 10 月 16 日 U.K. さんへの聞き取りより。

説を含めた新たな説明体系の必要性について論じ

8）現在は「沖縄振興特別措置法」へ変わっている。

た．

9）2010 年 7 月 21 日 S.S. さんへの聞き取りより。

本稿で取り上げた楚洲集落のサンゴ礁における

10）
『楚洲のむかし』（小山，1993）によると，1963

営みの事例から，利用する対象資源や空間の選択

年にブロック作りの楚洲橋と同時に開通した道路は

性を保証するということが，生物多様性の保全の

13 号線と呼ばれていた。現在の楚洲橋は 1987 年 12

現場における地域住民への説明体系となり得る可

月に竣工されたものであり，当時の 13 号線は現在

能性を指摘した．

では県道 70 号線となっている。
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