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サンゴ礁を生業の場とする漁師の出漁日数
――沖縄県本部町備瀬の漁業日誌の分析――
橋 本 花 織
（アジア航測株式会社）

Number of Fishing Days a Year in Coral Reef Fishery:
An Analysis of Fishing Dairies in Bise, Okinawa Island
Kaori HASHIMOTO
(Asia Air Survey CO., LTD）

Abstract

To clarify the number of fishing days a year in coral reef fishery, the author analyzed two fishing dairies of 2013
kept by two fishers (A and B) in Bise, Okinawa Island. The number of fishing days of fisher A was 187 days, and B
149. Both figures are exceeding the national average (122 days) of fishing boat with a gross tonnage of less than 1 ton
in Japan. And two fishers’ numbers of fishing days in the summer season were more than those in the winter season.
During the summer season, they went more frequently outside of reef, that is, reef slope (paa in the vernacular).
During the winter season, on the other hand, they operated more frequently inside of reefs, lagoon (inou).
Every morning fishers decide whether to go fishing or not, after checking the weather and the situation of the waves.
The result of analysis of fishing dairies and daily wind velocities showed that fishers could not go fishing anywhere at
a velocity of 9 m/s and over, and that they could operate everywhere (either in lagoon or reef slope) at a velocity under
3 m/s. Fisher A operated more frequently in the reef slope when wind velocity was under 3 m/s, while he operated
more frequently in the lagoon when wind velocity exceeded 3 m/s.
キーワード：出漁日数，漁業日誌，サンゴ礁地形，風速，本部町備瀬
Keywords: number of fishing days, fishing diary, coral reef topography, wind velocity , Bise

Ⅰ

理学では，宮内（2014：9）が指摘しているように，

研究の目的と方法

1980 年代になって，漁業活動の生態的側面に重点
1．先行研究

をおいた研究が盛んになる．その代表的な研究と

おもに人類学や民俗学，地理学，経済学の分野

して，たとえば田和（1981，1983，1988）の一連

においてなされてきた日本の漁撈研究は膨大な蓄

の研究や，池口（2001）の研究などがある．田和

積がある．そのなかで，漁場の地形や底質，潮流

（1997：ii）は，漁場利用を明らかにするには，
「漁

や風など，漁の生態的側面を重視した研究は 1970

場の自然環境にも注目しなければならない」と述

年代後半以降，おもに生態人類学の研究者によっ

べている．

て担われてきた（秋道 1976，市川 1978 など）．地
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複雑な地形と生物多様性として特徴づけられる
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サンゴ礁域における漁撈活動に関する研究では，漁

気象，風，といった視点から分析した．増渕（2004）

の生態的側面に着目した研究が目立つ . 寺嶋（1977：

は，茨城県大津町の一本釣り漁師の漁業日誌 1 年

215）は久高島における漁撈活動に関する研究のな

分を分析し，漁師の漁場に対する空間認識や周期

かで，サンゴ礁域では「リーフ ― 多種多様な沿岸

的な漁場の利用形態について時間地理学の観点か

性水族 ― 多岐に分化した漁撈活動」という対応関

ら考察した．沖縄県糸満の底延縄漁を営む漁師の

係が成立していると指摘している．竹川（1996）は，

漁場知識について研究した三田（2004，2015）は，

石垣島の新川漁民を対象に，「アギヤー」と呼ばれ

風や潮を読む知識と漁場選択の関係性をみるため

るサンゴ礁の外側（礁斜面）における組織的な潜

に，およそ 3 ヶ月半分の漁業日誌を分析した．

水追込網漁について，環境適応という観点から詳

このように外海の漁師については，漁業日誌を

細な研究を行なった．その研究は，参与観察によっ

用いた研究から漁場利用や漁場選択また空間認識

て漁の手順を分刻みで詳解し，さらに 20 日間とい

など漁の実態が明らかになってきているが，サン

う短い期間ではあるが，漁場選択と天候（天気，風

ゴ礁で漁を営む漁師を対象としたものはない．

向，風速）の関係について考察している．
サンゴ礁漁場の地形認識に関する研究は与論島

2．本研究の目的と方法

における堀（1980）の研究を嚆矢とするが，特に

そこで本研究は，サンゴ礁で漁を営み漁業内容

2000 年以降，漁撈活動を支える漁師の漁場認識に

（漁法や漁獲生物）を異にする漁師 2 人が付けた一

関する研究もなされている．たとえば高橋（2004）

年間の漁業日誌をもとに，出漁日数，ならびに風

は，宮古諸島の伊良部島において，サンゴ礁で漁

速と出漁漁場（地形）の関係について考察するこ

をする素潜り漁師の漁場認識について，参与観察

とによって，サンゴ礁を漁場とする漁師の一年の

とスケッチマップ（メンタルマップ）を手がかり

漁業活動の一端を明らかにすることを目的とする．

にして考察した．漁獲対象とする生物の生態や潮

なお，一年の具体的な出漁漁場（漁場選択）や漁法，

汐現象などに関する民俗知識から，詳細にサンゴ

漁獲生物などについては別稿に譲ることにする．

礁地形を識別していることを指摘している．渡久

本研究の対象地域である備瀬の漁師たちは，今

地（2011）は奄美大島大和村において，サンゴ礁

日にいたるまで，外海ではなくサンゴ礁を漁場と

漁場は地形が重要な環境要素であり，それゆえ地

してきた（仲田 1990；早石・渡久地 2010）．漁業

形ならびに地形と結びついている生物についての

日誌は，漁師自身が以前から付けてきたもの（漁

知識が漁獲を左右するとしている．また，サンゴ

師 A の 10 年分，漁師 B の 3 年分）を借り受けた

礁地形と海洋生物分布との定性的な関係を示し，

が，本稿では 2013 年の 1 年間の日誌を分析対象

男女間で漁場と漁獲生物に違いがあることを指摘

とした．漁業日誌には，備瀬の漁師にしかわから

している．

ない地名や地形名，漁法や漁獲生物名が少なくな

上記のように，従来のサンゴ礁漁撈活動に関す

い．備瀬のサンゴ礁漁撈とサンゴ礁地名について

る研究は，漁法や漁場選択，漁撈活動を支える漁

は，Toguchi（2010），早石・渡久地（2010）などが

場知識（認識）などの研究が行なわれてきたが，

あるとはいえ，日誌の内容を十分に読み解くには，

そのほとんどは定性的なデータを用いた研究であ

新たな聞き取り調査が必要であった．その聞き取

り，定量的なデータをもとにサンゴ礁における一

り調査を，2014 年 6 月 23 日から 12 月 20 日まで，

年の漁業活動を論じた研究は少ない．

延べ 18 回行なった．聞き取り調査のほかに，漁撈

本研究は漁業日誌を手がかりにするが，ここで

活動を実地に理解し漁場の地形や漁獲生物につい

漁業日誌を分析した先行研究にふれておきたい．

ての基礎知識を得るために，参与観察のほかシュ

漁業日誌を考察した研究の嚆矢として位置づけら

ノーケリングによる生物観察と地形の簡易測量も

れる篠原（1986）は，山口県萩市見島の一本釣り

行なった．

漁師の漁業日誌 1 年分から，自然に対する民俗知
識の活用ついて，漁場，漁獲物，漁撈活動時間，

なお，出漁と風速の関係を分析するための風デー
タは，気象庁のウェブサイトから入手した．
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ウが植えられている．沖縄本島の夏場は
「カーチー
ペー」
（夏至南風）など南寄りの季節風が卓越し，
10 月上旬の「ミーニシ」
（新北風）と呼ばれる沖
縄の短い秋を告げるさわやかな北寄りの風を境
に，北ないし北東の風が吹く冬場へと向かう．そ
の北寄りの季節風の影響で，備瀬では集落の北側
に面したサンゴ礁は冬場よく荒れ白波が立ってい
る．一方，集落前面（西側）のイノーは比較的静
穏である．
2010 年国勢調査によると，備瀬は人口 504 人，
世帯数 263 の集落である．集落は南北に弓状に連
なる砂浜に沿った海岸砂丘の上に立地しており，
南北に走る 4 本の道と東西に走る小道によって，
碁盤目のように井然とした屋敷が形成されている
（仲田 1990：39）
．一戸一戸がフクギの屋敷林で囲
まれ，その屋敷林は風害や潮害から家屋を守る役
割を果たすだけでなく，備瀬特有の美しい文化景
観もつくりだしている（図 1）
．
産業別就業人口は，主なものを挙げると，農業
27 人，漁業 4 人，建設業 47 人，宿泊・飲食業 40
人となっている（国勢調査 2010 年）．第一次産業
では農業従事者が多く，備瀬ではサツマイモやキャ
ベツの栽培が盛んである．漁業を営む人は 4 人と
少ない．近年では，第一次産業のかたわら建設業
にも携わる人や，定年後の仕事として建設業を選
択する人が増えている．また，備瀬集落の南側に
は海洋博公園があり，その立地条件と上述の豊か
な自然や文化景観を生かした観光業も盛んで，ペ
ンションや民宿，飲食店などを営む人も多い．
図1

備瀬集落

備瀬では年中行事が多く催されている．お盆の

「漁師宅」は聞き取り調査によって作成．なお，「漁師宅」
には非専業漁師の家が含まれる．備瀬の位置は図 2 を参
照．ベースマップは，国土地理院「地理院地図（電子国土
Web）
」
（http://maps.gsi.go.jp/）を基に作成した

ころには，潮の引いた浅くなったイノーで老若男
女が多く参加して行なう娯楽的色彩の強い追込み
網漁や，郷友会の行事などもある．こうした行事
のあとの宴席には，サンゴ礁で獲れた海産物が酒
の肴として欠かせないという．

Ⅱ

対象地域の概観
Ⅲ

本研究の対象地域である備瀬集落は，沖縄本島
の本部半島先端に位置する．集落の北西から南に

備瀬の漁場と漁撈活動

1．サンゴ礁漁場

かけては，外海側に礁嶺（reef crest）
，その内側に

備瀬漁師の主な漁場は，南の瀬底島から備瀬崎

浅礁湖（shallow lagoon）または礁池（moat）を有

を経て，そこから東側の今帰仁村与那嶺付近まで

するサンゴ礁に囲まれている．集落の北側は岩礁

のサンゴ礁である（図 2）．備瀬では浅礁湖（礁池）

帯になっており，海崖背後にはアダンやモクマオ

を「イノー」，礁嶺を「ピシ」，礁嶺の外海側の礁
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図2

漁師の漁場

前門ほか（1988）
，前門ほか（1991）を基に作成

斜面（reef slope；fore reef）を「パー」と呼ばれて

師ではない集落の人々も参加する伝統的な漁が今

いる．

でも続けられており，サンゴ礁における漁撈活動

備瀬漁師の漁場のなかで，備瀬崎付近から与那

とは馴染みが深い集落である．

嶺にいたる北海岸は，冬季には北寄りの季節風の

サレービチとは，干潮時のイノーで行なわれる

影響を受けるため，海が荒れやすい．一方，備瀬

網漁である．現在では，旧盆の時期に帰省してき

崎から南側（集落前面）のサンゴ礁は備瀬崎によっ

た人々も加わって行なわれる．スルシカーといわ

て多少遮蔽されるため，北側に比べて波は小さい．

れる脅し紐の付いた長い縄で魚群を取り囲み，縄

特にピシの内側のイノーは，ピシが天然の防波堤

を次第に狭めていき，最終的には魚群を袋網に追

の役割を果たしているため（武石ほか 2014），比較

い込んで捕獲する．
シクシキは，
アミアイゴ
（Siganus

的穏やかな漁場となっている．

spinus）の稚魚の群を捕獲する追い込み網漁で，旧
暦の 6 月と 7 月の 1 日前後（新月のころ）に行な

2．漁業

われる．シクシキは，サレービチとは異なり，漁

前章で述べたとおり，備瀬では漁業のみで生計

業経験者を中心に十数人の男性からなるグループ

を立ててきた人は昔から少なかった．しかし，備

で行なわれる．シクシキは，2011 年の豊漁を最後に，

瀬では「サレービチ」や「シクシキ」といった漁

最近は不漁が続いている．そのほか，満ち潮にか
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けてピシに生えた海藻を食べに集まってくるイス

2．漁師 A の漁業日誌

ズミ科（Kyphosidae）などの魚群を数人で網を持っ

漁師 A は，1960 年生まれで，素潜り漁によるタ

て巻き取る「イユーマキ」と呼ばれる網漁や，礁

コ獲りと採貝を専門としている漁師である．網元

斜面の縁溝で魚群を追い込む「シミアミ」という

だった祖父の影響で幼いころからよく海に出かけ

網漁がみられる（早石・渡久地 2010）．現在では行

ていたという．大学卒業後に就いた塗装の仕事のか

なわれていないが，本研究の調査に協力いただい

たわら漁をしているが，生業として本格的に漁を

た漁師が幼かったころ（1970 年ころ）までは，
「パ

始めたのは 2007 年である．また，漁師 A は備瀬区

ンタカサー」という，海面を手で叩いたり小石を

公民館の仕事も補佐的に行なっている．彼は，数

投げながらアオリイカ（Sepioteuthis lessoniana）を

名乗りの船外機付きボート（0.5 トン）を使用し漁

追い込む網漁も盛んに行なわれたという．Toguchi

に出かけ，シュノーケルとマスク，フィンで素潜り

（2011）によれば，かつて備瀬には，サンゴ礁の地

を行なう．タコ ―― ワモンダコ（Octopus cyanea）

形を利用した網漁が 17 種類もあったが，現在では

やシマダコ（Octopus ornatus）―― を獲るための先

その大半は営まれていない．

の曲がった銛と，ヒメジャコ（Tridacna crocea）な

備瀬で近代的な漁業が本格的に始まったのは，
エンジン付きのサバニ（沖縄の伝統的な小型の木
舟）を導入した 1975 年ごろである．それまでは手

どのシャコガイ科（Tridacnidae）を獲るためのドラ
イバーやハンマーを持参する（図 3-a, b）．
漁師 A が漁業日誌を付け始めたのは 2005 年で，

漕ぎのサバニで漁に出かけていた．もともと備瀬

大学ノートに記されている（図 4）．つぎは，2013

には南側に一つの桟橋しかなく，漁師の家も南側

年 1 月 12 日の漁業日誌である．

に多かった．15 年ほど前（1998 年ころ）の護岸工
事を機に北側と南側にそれぞれ一つ舟揚げ場が新

1 ／ 12（土）晴れくもり

東

設され，さらに元からあった桟橋の前を掘り水路

AM 11:00 ～ PM 3:00（4 H）

を設けた．それまでは水深が十分でなかったため

イノー

に大きな船が集落の前まで来ることができなかっ

キジランナー
てつこのへや

がイノー内に入ることが可能になった．既存の統

600 g，タコ 2（2.4 kg，1 kg）3.4
シャコ貝 750 g ￥5,000，キジラ

ンナー 400 g ￥2,500

計資料から備瀬集落のみの漁獲量を知ることがで

たけの子

きない．聞き取り調査によれば，備瀬では，魚類，

シャコガイ 1.2 kg ￥8,200，タコ 3.8

kg ￥3,800

海藻類（特にモズク）
，巻貝類，タコなどが主に漁

￥19,500

獲されている．

タコ 7 匹

備瀬漁師の漁業日誌

12.2 kg

同級生もあい

1．漁業日誌について
本研究において漁の実態を明らかにするための
重要な手がかりとして漁業日誌がある．漁業日誌
とは，漁師が行なったその日の漁業活動について
漁師自らが記したものである．その内容は基本的
に，その日の天気，風向き，出漁した漁場，漁獲
物とその量などが記されている．漁業日誌を分析
する前に，2 人の漁師のプロフィールと，それぞれ
どのような漁業日誌を付けているかを簡単にみて
おきたい．

イーグチ右左

kg，シャコ貝 750 g

たが，水路を設けたことでモズク養殖を行なう船

Ⅳ

プカイノー

このように，日誌には日付，天気と風向，出漁
時間，漁場（地形），漁獲物とその量，販売先，そ
の日の売り上げ，タコの月ごとの漁獲量累計，そ
の他用事など，9 つの項目を基本として書かれてい
る．漁師 A の漁業日誌には赤い文字で記された項
目があるが，それを下線付きで示した．上に例示
した日誌について，項目ごとに内容を詳しくみて
いく．
（1）日付：漁師 A は出漁の有無と関係なく毎日記
入されている．出漁していない日については，
「海
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図 3 漁師の舟，漁具，漁の様子
漁師の舟，漁具，漁の様子
図A3の漁の様子，c：漁師
a：漁師 A に舟，b：漁師
B の舟，d：漁師 B の漁具
図 3 漁師の舟，漁具，漁の様子
a：漁師
A の舟，b：漁師
A の漁の様子，c：漁師
B の舟，d：漁師
B の漁具
a：漁師
A に舟，b：漁師
A の漁の様子，c：漁師
B の舟，d：漁師
B の漁具

図4

漁師の漁業日誌

図A4の漁業日誌，右側の
漁師の漁業日誌
左側の 11 冊（大学ノート）は漁師
図 4 漁師の漁業日誌 3 冊（「沖縄手帳」）は漁師 B の漁
11 冊（大学ノート）は漁師 A の漁業日誌，右側の 3 冊（
左側の業日誌
「沖縄手帳」
）は漁師 B の漁業日誌
左側の 11 冊（大学ノート）は漁師 A の漁業日誌，右側の 3 冊（「沖縄手帳」）は漁師 B の漁
業日誌

荒のため休日」というように，その理由が明記
2
されている．
2
（2）天気と風向：その日の天気と風向が記されて

（3）出漁時間：漁に出かけた時刻と，漁から帰っ

いる．自身で確認するが，インターネットから

（4）漁場：まず出漁した漁場の地形「パー」また

てきた時刻で，この日は午前 11 時から午後 3 時
までの 4 時間出漁している．
は「イノー」を示し，その後ろに具体的な出漁

得た気象情報を参考にすることもあるという．
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場所の地名が記されている．この日の場合だと，

手伝いをしている．漁師 B は全長 4 m ほどの船外

イノーの中で「プカイノー」と呼ばれる漁場（備

機付きの舟（0.5 トン）を使用し，ウェットスーツ

瀬崎の南側）と，
「イーグチ」と呼ばれる漁場（備

着用で素潜りを行なう．素潜りによるタコ獲りや

瀬集落の南西）に出かけたことがわかる．

貝取りを行なう場合は，「スンカー」というサーフ

（5）漁獲物：種類ごとに漁獲物の名称と漁獲量が

ボードを半分に切って作ったウキ付きの道具入れ

記されている．特にタコについては詳しく，獲っ

を引っ張りながら漁をする．彼が素潜りで行なう

た数と，1 匹ごとの重さが記されている．貝類

網漁は「シミアミ」と呼ばれるもので，三枚重ね

は，チョウセンサザエ（Turbo argyrostomus）は

の網（いわゆる三枚網）をピシの外側の溝状地形（縁

殻付の重さ，シャコガイとマガキガイ（Strombus

溝 groove）に設置しブダイ科（Scaridae）などの魚

luhuanus）
は身のみの重さである．
「キジランナー」

を追い込む漁である．夜釣りは，パーで夜間に行

はマガキガイの方名である．

なう流し釣りである．この釣り漁は，ピシからお

（6）販売先：その日の販売先と，売った漁獲物と

よそ 20 m 以内の範囲で行なわれる．この釣り漁で

その量，そして販売金額が記されている．漁師 A

は，新月である旧暦 1 日前後に行なうとよい釣果

は居酒屋などに直接販売するというスタイルを

が得られるという．そのほか頻度は少ないが，刺

とっている．漁獲物はその日のうちに販売される

網も行なっている．刺網は複数人で行なっており，

ことがほとんどであるが，漁獲量が少なかった場

漁師 B の兄と一緒に行なうことが多いという（図

合はその日に販売しないで，翌日に獲ったものと

3-c, d）．

合わせて翌日販売されることもある．そのため，

漁師 B の漁業日誌は 2011 年から始まり，沖縄手

その日の漁獲量と販売量は必ずしも一致しない．

帳社発行の「沖縄手帳」という日誌帳（B5 判）に

（7）その日の売り上げ：その日販売したものの合
計が赤い文字で記されている．

記されている（図 4）．2013 年の出漁した日と出漁
していない日を一例ずつ示す．

（8）タコの月ごと漁獲量累計：月のタコの漁獲量

1月7日

累計が赤い文字で記されている．上に例示した 1

長潮

くもり～小雨

月 12 日の場合だと，1 月はこの日までにタコを

舟下ろす

合わせて 7 匹，12.2 kg 獲ったということになる．

初出

昼～

潜り（具志堅前）

（9）その他用事など：その日の漁以外の用事や仕

タコ（4.5，3.1，0.8）

事についての記載もみられ，この日は同級生ら

貝取り

で作る模合があったことが伺える．日誌には，
「フ
クギの花が咲いた」というような生物暦も記さ

2 月 20 日

れている．それは一見漁とは無縁のように思わ

くもり～晴れ

れるが，じつは漁師たちは海（海水温など）の

網作り（オモリ）

長潮
風強

変化を陸上の生物暦（花の開花や花の散る時期
「沖縄手帳」には日付，旧暦，潮などが印刷され

など）と結びつけているのである．

ており，漁師 B は天気，漁法，漁場，漁獲物とその量，
その他，を基本的に記している．まれに出漁時刻

3．漁師 B の漁業日誌
漁師 B は，1960 年生まれで，素潜りによるタコ
獲りや採貝，網漁，また夜釣りなど複数の漁を営
む漁師である．父親が網元で，中学生や高校生だっ

が記されていることもある．漁師 B が記したもの
を項目ごとに内容をみていく．「沖縄手帳」に印刷
されているものは下線付きで示した．

たころ，休みの日には追込み漁によく参加してい

（1）天気：その日の天気が書かれている．日によっ

た．31 歳のとき大阪から備瀬に U ターンし，建築

ては「波高」，「風強」などの記載もある．まれ

関係の仕事に就いた後，2005 年，45 歳のときに漁

に風向が記されている．

師になった．彼は，現在でも冬になると建設業の

（2）漁法：その日に行なった漁の種類を記入して
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いる．1 月 7 日は，素潜りによるタコ獲りと採貝

ようにサンゴ礁における漁かによって，このよう

を行なっている．素潜りによる網漁は「シミ網」

な出漁日数の差が出てくるということが考えられ

として別にされている．刺網については，「網入

る．なお，漁師 A に比べると漁師 B の出漁日数は

れ／網上げ」と書かれている．日によっては複

少ないが，その理由は漁師 B が冬場に建設業に従

数の漁を行なうこともある．

事する日があるためである．
休漁の理由を漁師 A の漁業日誌から拾いあげる

（3）漁場：その日に出かけた漁場の地名が記され
ている．日によっては，漁場（漁獲のポイント）

と，悪天候による休漁 82 日，体調不良による休漁

を示した略図が手書きで描き込まれて場合もあ

11 日，行事による休漁 20 日，行事以外の私用での

る．1 月 7 日は具志堅前の漁場で漁を行なってい

休漁 65 日であった．漁師 B の漁業日誌には，休漁

る．

の理由として「波高」，「風強」などの記述が多々

（4）漁獲物：タコについては，一匹一匹の重さが
記されている．貝類については，
「貝」と記され
ていることが多いが，チョウセンサザエ，シャ
コガイなど種別に記されることもある．
（5）その他：行事や漁以外の仕事などが書かれて
いる．1 月 7 日は，2013 年の初出漁であること
が伺える．2 月 20 日については風が強く出漁で
きなかったため，シミアミや刺網に使用する網
に錘を取り付ける作業を行なっている．
「潮ダメ」
というような海況が述べられる場合もある．
Ⅳ

みられた．このことから，一年の 4 分の 1 ほどが，
天気が理由で出漁できないということがわかる．
2）月別出漁日数
漁師 A，漁師 B の年間を通した出漁の傾向をみ
るために，出漁日数を表したものが図 5 である．
台風などの影響を細かくみるために半旬別で示し
た．
まず，漁師 A の出漁日数の変化は，5 月（21 日）
が最も多く，10 月（8 日）が最も少ない．一つの
台風が沖縄に接近するたびに，前後 3 日間は出漁
できないというが，この年には台風が 9 個沖縄地

出漁日数・出漁回数

本章では漁師 A，B の漁業日誌から得られた，
出漁日数と漁場別・漁法別の出漁回数について述
べる．漁業日誌からは，1 日の出漁で複数個所に出
かけたり，複数の漁法を利用したりするというこ
とが確認できた．そのため，
「出漁日数」とは別に，
地形を利用した回数や漁法を利用した回数を「出
漁回数」として分析する．

方に接近した 1）．漁師 A の漁業日誌によると，10
月は，5 つの台風が出漁に影響したことが記されて
おり，出漁日数が最も少なくなっている．4 月には
体調不良による休漁が 8 日あったが，このことを
考慮すると，初夏にかけて出漁日数が増えていく
ことが考えられる．また漁師 A の特徴として，北
寄りの季節風が吹き，海が荒れやすい冬場の出漁
日数もそれほど少なくないということが挙げられ
る．その理由は，次節で詳述するが，冬場のイノー

1．出漁日数

の利用と関係している．

1）年間出漁日数
漁業日誌から，年間の出漁日数を数えてみると，
漁師 A は 187 日，漁師 B は 149 日であった．全国
の 1 トン未満漁船の平均出漁日数は 122 日である
から（第 12 次漁業センサス），この 2 人の漁師の
出漁日数はいずれも全国平均を上回っている．ち
なみに，三田（2004：471）によると，沖縄本島糸
はえなわ

満で底延 縄漁を営む一漁師の 1996 年の出漁日数

一方，漁師 B の出漁日数は 7 月（21 日）が最も
多く，12 月（6 日）が最も少ない．漁師 A と同様に，
10 月（8 日）は台風の影響で出漁日数が少なくなっ
ている．また漁師 B は，建設業の仕事による休漁
が 1 月は 9 日，12 月は 10 日みられ，冬場は出漁日
数が少なくなる．
3）風と出漁日数の関係

は，無理をしない程度に出漁して 108 日であった

上述したとおり，天気は出漁の可否に大きな影

という．同じサンゴ礁海域における漁でも，底延

響を及ぼしている．特に，風や波高は出漁に大き

縄漁のように外海における漁か，備瀬の漁師らの

く影響する．しかしながら波高については過去の
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図5

漁師 A（上）と漁師 B（下）の半旬別出漁日数（2013 年）
＊印は台風接近を表す

データを得ることができない．そこで，波高にも

ひとまとめにした．なお，ここでいう風速とはす

大きく影響する風速と出漁との関係についてみて

べて日平均風速である．

いくこととした．風については，気象庁アメダス

風速ごとの出現日数に対してどの程度出漁して

の本部の観測データは降雨のみとなっているため，

いるかをみると，漁師 A は風速 3 ～ 4 m/s 未満の

備瀬の北方約 25 km に位置する伊是名島の観測

ときの割合が高く，6 m/s 未満までは出漁の割合が

2）

データを用いた ．風速ごとに出漁日数を示した

50％以上を保っている．それに対し，漁師 B は 3

ものが表 1 である．出漁の可否にほぼ影響を与え

m/s のときの割合が高く，風速が大きくなるにつれ

ないと考えられる風速 3 m/s 未満を一つにまとめ，

出漁の割合が減ってくる．

3 m/s 以上は 1 m/s ごとに区切って出漁日数を集計

漁師 A は風速 9 m/s，漁師 B は 8 m/s を境にして

した．また台風の時などに限られる 10 m/s 以上も

出漁していないことがわかる．このことから，備
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表1

風速（m/s）

a 出現日数（日）

風速別出漁日数（2013 年）

漁師 A
b 出漁日数

漁師 B

c 出漁日数割合（％）

d 出漁日数

e 出漁日数割合（％）

3 未満

60

39

65.0

40

66.7

3～4 未満

63

41

65.1

39

61.9

4～5 未満

86

47

54.7

44

51.2

5～6 未満

48

29

60.4

17

35.4

6～7 未満

51

14

27.5

7

13.7

7～8 未満

29

12

41.4

2

6.9

8～9 未満

18

5

27.8

0

0.0

9～10 未満

2

0

0.0

0

0.0

10 以上

8

0

0.0

0

0.0

合計

365

187

c = b/a × 100

149

e = d/a × 100

注

風速出現は気象庁ホームページによる . 伊是名の 2013 年平均風速は 5.0 m/s である

瀬漁師にとって，風速 9 m/s が出漁することができ

ている．パーへの出漁回数は，7 月を中心とする夏

た最大風速である．本稿では，この出漁できた最

場に多く，冬場には少ない．10 月，1 月，2 月は，パー

大風速を「出漁限界風速」と呼ぶことにする．備

がまったく利用されていない．イノーとパーへの

瀬における出漁限界風速は 9 m/s ということになる．

月別の出漁回数の違いは，一つには風（波）と関
係していると考えられる .10 月以降は北寄りの強

2．漁師 A の漁場（地形）別の出漁回数

い季節風が吹き，パー（特に北に面したパー）は

上記のように，漁師 A の出漁限界風速は風速 9

荒れやすい．そのため，冬場は集落の西側のイノー

m/s である．しかし，9 m/s 以下であればどの漁場

が利用されることが多くなる．それに加え，2013

にも出漁できるということではない．風速によっ

年は 10 月に台風が集中したため，台風からの影響

て，出漁のできる漁場とできない漁場がある．

でうねりが発生していたと考えられる．この 10 月

ここでは，漁師 A の漁業日誌から得られた漁場

を除いてみれば，パーへの月別出漁回数は，図 5

（地形）別の出漁回数について検討したい．第Ⅳ章

において，7 月にピークのある正規分布に近い形を

で述べたとおり，漁師 A の漁業日誌には，その日

示している．

に出かけた漁場（地形）として「イノー」と「パー」

パーとイノーという二つの地形への季節別出漁

が記されている．地形別に出漁回数をみることに

回数の違いは，風のほかに，漁獲対象生物の季節

よって，一年を通したサンゴ礁地形の利用のされ

ごとの分布とも関係していると考えられる．詳細

方を明らかにすることができる．

は別稿に譲るが，備瀬の漁師たちは口癖のように

図 6 は，漁師 A の月別，地形別の出漁回数を表

「獲物は，夏はパーに，冬はイノーにいる」という．

したものである．この図から，1 ～ 4 月，9 ～ 12

事実，冬場に漁獲されるマガキガイはイノーを生

月はイノーへの出漁回数が多く，一方，6 ～ 8 月は

息地としている．また，タコは，夏場はパー，冬

パーへの出漁回数が多いことが読み取れる．漁師

場はイノーで多く漁獲される．

A の出漁日数が最も多かった 5 月は，イノーとパー

ともあれ，風は漁場の海況 ―― したがって出漁

に同数回（12 回）出漁した．イノーへの出漁回数

―― に影響を与えている．既述のとおり，備瀬で

は 3 月が最多（18 回）で，次いで 2 月，9 月，12

は風速が 9 m/s を超えると出漁できなくなる．前掲

月（いずれも 16 回）が多く，最も少ないのは 8 月

の図 6 は，漁師 A が出漁した漁場（地形）につい

（2 回）であった . 一年を通してイノーは利用され

て月別にみたグラフであるが，図 7 は，漁師 A が
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図6

漁師 A の月別，サンゴ礁地形別の出漁回数（2013 年）

90

パーへの出漁回数（回）
イノーへの出漁回数（回）
風速の出現日数（日）

80
出漁回数と出現日数

70
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風速 m/s

図7

漁師 A の風速別，サンゴ礁地形別出漁回数（2013 年）

出漁した漁場（地形）について，風速別に示した

風では，いずれもイノーで漁をする回数がパーに出

グラフである．出漁回数の最も多い風速は 4 ～ 5

かける回数を上回っている．7 m/s 以上の風で，パー

m/s 未満であるが，それはこの風速の出現日数が最

に出漁した回数は 2 回であったが，いずれも集落

も多いためである．漁師 A は，3 m/s 未満の弱い風

前面の比較的遮蔽的なサンゴ礁のパーであった．

ではイノーで漁をする回数よりパーへ出漁する回
数が多くなっている．パーへは，風の弱い日を選

3．漁師 B の漁法別出漁回数

んで出かけていることが読み取れる．3 m/s 以上の
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漁師 B の月別，漁法別の出漁回数（2013 年）

では，一年を通して複数の漁法を営む漁師 B の漁

貝類やタコの多くはイノーに生息している．一方，

業日誌を扱う．漁師 B は，第Ⅳ章で記したとおり，

「シミ網」や「夜釣り」は，パーにおける魚類の漁

素潜りによるタコ獲り，採貝，網漁，そして夜釣

獲である．漁師 A と同様の漁場（地形）利用がみ

りを専門としている．その他にサレービチやシク

られ，冬場はイノーに入ってくる生物を素潜りで，

シキといった伝統漁や刺網，昼間の釣りも数回行

夏場はパーでとれる魚類をシミ網や夜釣りで捕獲

なっている．これら漁法の出漁回数を示したのが

している．

図 8 である．漁師 B の漁業日誌には，素潜りによ

以上のことから，各漁法が行なわれる地形や，

るタコ獲りと採貝は「潜り」，素潜りによるシミア

獲れる生物の違いが，漁法別の出漁回数の差となっ

ミは「シミ網」と表記されているため，それに従

て表れてくることがわかる．

い「潜り」と「シミ網」とに分けることとした．「シ
Ⅳ

ミ網」以外の網漁（刺網，シクシキ，サレービチ）
は「その他網」とした．

ま

と

め

漁業日誌は，漁師の一年間の活動を定量的に把

漁師 B の漁法別出漁回数は，季節的な変化が顕
著である．
「潜り」は 6 ～ 8 月を除いた月で主力の
漁法となっており，11 月はその出漁回数が最も多
かった．8 月は，
「潜り」（タコ獲りと採貝）は行な
われていない．
「シミ網」は，3 ～ 10 月の期間に行
なわれ，とくに 6 ～ 8 月の夏場における出漁回数
が多い．
「夜釣り」は 5 ～ 8 月の期間のみ行なわれ
7 月の出漁回数が最も多くなっている．冬場は「潜

握するうえで非常に重要な資料である．本稿では，
サンゴ礁で漁を営む本部町備瀬の 2 人の漁師が付
けた漁業日誌（2013 年）の分析と聞き取り調査から，
出漁日数と地形別出漁回数，漁法別出漁回数に焦
点をあてて考察した．その結果，以下のことが明
らかになった．
（1）備瀬漁師の出漁日数（漁師 A が 187 日，漁師

1 月，2 月，11 月，12 月は「潜り」
り」を主にしており，

B が 149 日）は全国の 1 トン未満漁船の平均出

（タコ獲りと採貝）のみが行なわれている．夏場は

漁日数（122 日）より多いことが明らかになった．

「シミ網」と「夜釣り」が大部分を占め，魚類が漁

沖縄は本土に比べると，夏場の台風の影響を受
けやすい．それを考慮しても，全国の平均出漁

獲の主力であることが伺える．
「潜り」では採貝やタコ獲りを主としているが，
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日数より多いというのは，やはりサンゴ礁特有

サンゴ礁を生業の場とする漁師の出漁日数――沖縄県本部町備瀬の漁業日誌の分析――

本稿は 2015 年 1 月に，琉球大学人文社会科学研究

のイノー（浅礁湖）という地形を利用している
からではないかと考えられる．イノーの中は，

科（人間科学専攻島嶼研究領域）に提出した修士論文

悪天候時においても比較的穏やかだからである．

の前半部分に加筆修正したものである．ご指導いただ

（2）また，地形別出漁回数をみると，夏場はピシ

いた主指導教員の渡久地 健先生，副指導教員の前門 晃

（礁嶺）の外側のパー（礁斜面）に，冬場はピシ

先生をはじめ，島嶼研究領域の先生方に深く感謝いた

の内側のイノーに多く出漁していることが明ら

します．また，漁業日誌をご提供いただいた満名康民

かになった．特に漁師 A の季節的な地形利用の

氏，天久正秀氏ならびにご協力いただいた備瀬集落の

違いが大きく，冬場はほぼイノーの中に漁場が

方々にもお礼申し上げます．なお，本研究には，平成

限定されるのに対し，夏場はイノーもパーもよ

26 年度の沖縄美ら島財団の助成事業（海洋文化に関す

く利用しており，1 回の出漁での行動範囲が広く

る調査研究）
「琉球列島におけるサンゴ礁漁撈文化とそ

なる傾向にある．

の潜在力に関する研究」
（代表：渡久地 健）の研究費

（3）複数の漁法を営む漁師 B の漁法別出漁回数は，

の一部を使用しました．

季節的に顕著な違いがみられる．すなわち，夏

（受付 2015 年 4 月 30 日）

場はパーにおける「シミアミ」と呼ばれる追い

（受理 2015 年 6 月 17 日）

込み網漁，同じくパーで行なわれる「夜釣り」
が中心となり，いずれも魚類を漁獲している．
注

一方，9 月から翌年 5 月までの漁は，イノーにお

1）気象庁による台風情報で沖縄・奄美に接近した回数を基

ける「潜り」
（タコ獲りと採貝）が中心である．
（4）出漁は天気に大きく左右されるが，備瀬漁師

本とし，漁業日誌における台風の記載も参考にした．気

が出漁することのできる限界の風速について検

象庁によると，台風の中心が沖縄県のいずれかの気象官

討したところ，風速 9 m/s を境に出漁できなくな

署から 300 km 以内に入った場合を
「沖縄に接近した台風」

るということが判明した．また，漁師 A の出漁

としている．

した漁場（地形）と風速の関係をみると，3 m/s 未

2）本部から近いところで風力のデータを得るとすれば，名
護か伊是名になる．名護の測候所は地形の影響を受け沖

満では，イノーよりもパーに多く出漁している

縄本島の他の地点と風向分布などが異なっているとい

が，3 m/s を超すとイノーの利用頻度が高くなる

われる（日本気象台 1998：42）．本研究では，本部の風

ことが判明した．イノーの中でも，集落の北側

力により近いと思われる伊是名での観測データを利用し

に位置するイノーは，8 m/s が出漁限界風速で，

た．本部半島北部における第十一管区海上保安部（2008）

集落前面のイノーは 9 m/s が出漁限界風速であっ

の潮流観測調査においても，風のデータは伊是名の観測

た．風速による漁場の利用変化は，単にその漁

値を利用している．

場が荒れるということだけでなく，そこに行く
までの航路が荒れていることによっても影響を
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