
１７３

トレス海峡諸島における先住民の海洋資源利用と管理

―海の風景（Seascape）と漁業調整規則を中心に―

松本　博之

（大阪教育大学）

（１）はじめに

　「先住民」・「資源」・「管理」という言葉はそれぞれ、今日の社会にあって、一定のメ

ッセージをもっている。先住民は、20世紀も終わり近くになって、ようやく国際機関で取り

組まれはじめた少数民族をめぐる政治経済問題や人権問題の存在をよびおこす。一方、資源・

管理という言葉も、地球上の資源の有限さに警鐘をあたえた宇宙船地球号論や食糧危機、あ

るいは近年ジャーナリズム界や学問の世界に頻繁に登場する持続可能な（sustainable）開発

論や生物多様性をふくむ環境保護・環境保全と響きあうメッセージを発している。

　ところが、｢先住民」・「資源」・「管理」と言葉を並べてみると、それぞれの言葉は微妙

にそのニュアンスを変えてくる。たとえば、「先住民」を「資源」という言葉と関わらせる

と、はたして先住民にとって、われわれの「資源」という言葉の意味をそのままで使うこと

ができるのかといった疑問が生じてくる。「管理」という言葉も、目下先住民の置かれてい

る状況をみると、はたして中立的に使うことができるのか、誰の立場からみた、誰のための

管理かというきわめて政治性をおびた問題が生じてくるからである。しかも、世界のさまざ

まな先住民が経てきた歴史的経緯や居住する地理的位置（環境）のちがいによっても、それ

らの言葉が構成する世界や相互の連関のあり方はその意味合いや内容を変える可能性がある。

つまり、それらの言葉によって切り取られる世界は、あるフィールドに立ってはじめて、そ

のニュアンスをおび、その意味を獲得する性格のものなのではなかろうか。それは、これら

の３つの言葉によって掬い上げられる現実が目下の「先住民」にとってきわめて重要であり、

また部外者である研究者の机上のフレームワークや意味内容ではなく、細心の注意を払いな

がら接近しなければならない微妙な問題だということである。

　したがって、この問題を考えるには、予備的なフレームワークとしては先住民・資源利用・

管理という３つのキーワード（鍵概念）を手がかりにしながらも、まずはフィールドの場に

立ち、そこの現実から改めて組み上げていくという手続きが必要であろう。

　また、先住民とはいえ、その植民地化された歴史的過程や、ましてや現代社会においては、

自給的な生業活動にとっての資源や管理という側面だけでなく、市場経済やマジョリティ社

会（以下白人社会と記す。）という外部世界との関係も考慮しなければ、資源利用や管理の

現実には近づけないだろう。そもそも先住民と化したのは、その地の資源利用をめざした資

本主義システムの拡大によって、植民地として組み込まれたからである。管理の問題にして

も、先住民は白人社会に組み込まれてのち、自立的な意思決定を行える状況にはなく、そう
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した管理やその基盤となる資源の保有権や所有権においても権利を剥奪されてきた歴史をも

ち、地域によってはその復権をもとめる運動が展開されているからである。

　しかも、現在の環境問題という国際的な関心事も先住民社会を真綿のように包んでいる。

政権をにぎる白人社会が批准している国際社会での責任という大義名分にもとづいて、資源

保護、生物多様性を保つための環境保全といった問題が先住民の資源利用や管理という問題

に大きく関わってくるからである。

　要するに、先住民・資源・管理という言葉には、きわめて今日的で、広範な内容がふくま

れているということである。

　この報告では、アボリジニの人々と並んで、オーストラリアのもう一つの先住民であるト

レス海峡諸島民（Torres�Strait�Islanders）を取り上げる。19世紀末に行われたケンブリッ

ジ調査隊の報告書をみると、かれらは先住民になる以前にはまさに「海の人」とよべる生活

を送っていた。今日あるいは将来に向けても、自給的な食料ばかりか、経済的な自立のため

の商業的漁業において、海洋資源に大きな期待を抱いており、先住民・海洋資源利用・管理

といったフレームワークの中で問題を考える上で、１つの興味深い事例を示してくれるであ



１７５

ろう。

　しかしながら、私にとっては、上記のフレームワークにもとづくフィールド調査と検討を

はじめたばかりである。したがって、本稿においては、そのための議論や結論を意図してい

るわけではなく、これまでの短期間のフィールドワークで得られた資源利用にからむ海の風

景（Seascape）と目下のトレス海峡諸島民の漁労活動と商業的漁業を統制している「トレス

海峡保護地帯」の漁業調整規則を中心に、素資料の提示とその解説にとどまることをあらか

じめお断りしておかなければならない。まず次の項では、フィールドであるトレス海峡諸島

やそこに暮らす先住民の輪郭を述べることにする。

（２）先住民としてのトレス海峡諸島民

　トレス海峡はオーストラリアの北の端ヨーク岬半島とパプアニューギニアとのあいだの海

峡であり、東の太平洋と西のアラフラ海あるいはインド洋をつなぐ狭い海の回廊をなしてい

る（図１）。そこは6,000年前までニューギニアとオーストラリアをふくむサフルランドとよ

ばれる広大な陸地の一部であった。海進の結果、海峡を形成することになったのだが、平均

水深30mと浅く、しかもその東縁には太平洋からの荒波をさえぎるグレートバリアリーフが位

置しており、海峡域はインド‐太平洋の熱帯域にひろがる多様な海洋生物の生息地および繁

殖地となっている（Jennings�1972）。

　南北160キロ、東西220キロほどの海域に、発達したサンゴ礁や砂堆と並んで、大小100あま

りの島々が点在する。この海域には、目下海峡の中心地となっている木曜島をはじめ、17の

島々と南のヨーク岬半島の先端部に、6,000人ほどのトレス海峡諸島民が暮らしている（1996

年、国勢調査）。

　トレス海峡の人々は元来文化的には北のパプアから張りだしたメラネシア系であったが、1

9世紀の後半、南のオーストラリアに取りこまれてしまったのである（Beckett�1987）。植民

地化以前、政治的には父系の氏族組織を基盤としたそれぞれのコミュニティ（島社会）の独

立性が強く、島島間やパプア海岸部の村々、それに一部にはヨーク岬半島のアボリジニとの

あいだにも相互補完的な交易が行われていた。とくに海峡では大木が育たず、海を舞台に狩

猟漁労活動や交易活動に欠くことのできないカヌーをパプア南西岸から入手していたために、

海峡の人々はパプアと緊密な関係をもっていた。海峡側からは真珠貝やイモ貝やジュゴン猟

の銛など、海産物や漁具が供給されていたのである（Lawrence�1994）。

　しかしながら、オーストラリアが流刑植民地となってのち、この海峡がアジア世界とオー

ストラリア東海岸や南太平洋とをむすぶ航路として利用されるようになった。初期の航海者

たちとのあいだでもベッコウの取引が行われたようであるが、とくに1850年代以降、中国向

けのナマコ、ヨーロッパ・アメリカ・日本向けのボタン材料としてシロチョウガイ（Pinctad

a�maxima�熱帯産の大型の真珠貝）やタカセガイが採取されることになり、白人の企業家や船

主ばかりか、契約労働者として南太平洋系や日本人をはじめアジア系の人々が入りこんでき
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たのである（Ganter�1994）。これらの海事産業は、その後一世紀の間、植民地産業として海

峡の人々を巻きこみ、かれらの伝統的な生活にくさびを打ちこんでいった。

　真珠貝漁業の開始後まもなく、オーストラリアのクインズランド植民地政府は国防上海峡

のシーレーンの確保と真珠貝漁業を管轄下に置くために、1872年と1879年の２度の法律によ

って、ほぼ海峡全域を併合してしまう。その時点から、トレス海峡諸島民の海は、陸地と並

んで、一方的に無主の海（mare�nullius）と解釈され、国王ないし政府の海に変わってしま

ったのである。

��植民地としての統治は、国境の設定、島民たちの行動を制限したリザーブ（保留地）の設

置、政府による家計収支の管理など、途中いくぶん緩和されたものの、実質的に1980年代初

期までつづき、物事によっては今日も持続しているといってよい。

　とくに海洋資源利用の点では、植民地産業としての真珠貝漁業が先住民の伝統的な海洋保

有を無視して、白人社会の「共有(Commons)」の考え方のもとで操業を展開し、それに加えて、

植民地化以前に諸儀礼や土地保有において重要な機能を果たしていた氏族制度がキリスト教

の布教にともなった儀礼の廃止と、各島内での教会周辺への集住化のために、地先漁場の氏

族による保有や各島の帰属海域という意識も潜在化していったのである。

　しかしながら、海事産業の漁獲対象がかならずしも先住民の海産の食料資源と競合しなか

ったので、その面での大きな被害を受けなかった。また、真珠貝漁業の展開以後、米・小麦

粉や缶詰や野菜類などオーストラリア本土からの移入物資に頼る生活がはじまり、今日その

傾向をますます強めているが、海峡の人々は文化的意味と嗜好性と現金収入の不足のために、

日常的にジュゴン・アオウミガメの海獣類をはじめ、魚類、甲殻類、軟体動物、それに貝類

といった豊富な海産物の摂取をつづけており、一方では小規模なものではあるが、イセエビ

漁をはじめとした商業的漁業も行っている。

　さらに、かれらにとっては海洋資源をふくむ海洋環境との関係が重要であるから、今日の

かれらの文化の特質についても一言触れておかなければならない。旧来の諸儀礼の多くはキ

リスト教の布教によって禁止されたが、南太平洋からの移住者たちのもちこんだ歌謡のリズ

ムやダンスが旧来のものと混淆して、海の世界を素材に、かれらの表現活動に活力を与えて

いる（松本�1991）。そして、なによりもトレス海峡諸島民の場合、オーストラリア本土のア

ボリジニの人々とはちがって、植民地行政府の置かれた木曜島とその周辺の島々をのぞき、

それぞれの旧来からの小島を追われることはなく、植民地化以後も、今日に至るまで持続的

に同じ場所に居住してきたのである。それゆえ、個々の島々を取りまく海の世界は長期にわ

たる歴史の澱のようなものを蓄えており、かれらにとって単なる生物経済的な資源という意

味内容にはとどまらないようである。また葬送儀礼もキリスト教と習合し、村や海峡をあげ

ての盛大な儀礼（墓碑除幕式）として行われている。したがって、今日、海峡の人々はオー

ストラリアのアングロサクソン系の文化に同化するのではなく、植民地化以後新たにつくり

だされてきた太平洋に共通する海の文化を「伝統（Ailan�Kastom）」として自分たちのアイ

デンティティのよりどころにしているのである。
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（３）トレス海峡諸島民の「海洋資源」と海洋環境（Seascape）

３－１　トレス海峡諸島民と海

　前節でも述べたように、トレス海峡諸島民は海洋民であり、今日魚類だけでも140種から15

0種ほどを同定する（Appendix１）。その中で30種ほどの魚類、海獣類のジュゴン・アオウミ

ガメ、甲殻類、腔腸類、それに貝類を日常の食料資源としている。Ｊ．ヨハネスらによれば、

かれらは１日１人あたり191～450ｇ（島によって異なる。日本人102ｇ）を摂取し、太平洋の

島々のみならず、世界の中でも食料をもっとも海洋資源に依存している人々である（Johanne

s,�R.E.�&�MacFarlane,�J.W.�1991:196-197）。それに、19世紀後半からナマコ、真珠貝、タ

カセガイを対象として植民地産業が展開し、1970年代以降には、それらに加え、熱帯性ロブ

スター（イセエビ�Panulirus�ornatus）を中心に、シャコガイや一部の魚類（サワラ類）も

商業漁業の対象となっている。しかも、かれらの政治的なリーダーたちは、今日諸島民の収

入の80％近くをオーストラリア政府の社会福祉金に頼る生活の中にあって、自治に向けた経

済的自立のために、海洋資源に大きな期待をかけている。それゆえ、かれらにとって、海洋

がまさに経済的な文字通りの「資源」としての意味をもっているのである。

　ところが、一方、政治的なリーダーたちは、白人社会の政府関係者と交渉する場面では、

海洋世界がそうした経済的意味にとどまらず、かれらの人間関係や、それ以上に精神的なよ

りどころとなっている側面を強調するのである。それで、ここでは、経済的な資源と並んで、

改めてトレス海峡諸島民にとって海とは何なのかという点に配慮しながら検討してみること

にする。話の内容をより具体的にするために、トレス海峡の中西部の小島マビアグ（Mabuiag）

に焦点を当てることにしよう。マビアグ島は海峡のなかでも、もっとも自給的な漁労活動の

盛んな場所であり、付近の海域はジュゴンをはじめとして海峡を代表する漁場と考えられて

いるからである。

３－２　マビアグ島周辺のサンゴ礁および海底地名と資源利用

　かれらの資源利用もふくめた精神世界に接近することはかなりむずかしい。１つの有効な

手段は一般にTEK（Traditional�Ecological�Knowledge)、あるいはFEK（Fisherman�Ecologic

al�Knowledge）とよばれるものに接近することである。ジュゴンやウミガメ猟にともなった

潮や気象現象にかんするTEKについては、すでにＢ．ニーチマン（Nietschmann�1988）や筆者

の拙稿（1997）がある。ここでは一つの新たな試みとして、海面下の地名を手がかりに、か

れらの海の世界に迫ってみる。かれらの海にかんするTEKがそうした地名やその解説に集約さ

れていると思われるからである。

　マビアグ島民の帰属海域はほぼ690k㎡、そのうち日常的に関わる海域の広さは190�k㎡ほど

である。そこはかれらにとってどのような世界であるのだろうか。

　1)　地名の構成　図２あるいは表１の地名群は1999年と2000年のそれぞれ短期間の調査に

おいて、村人から採集できたものである。予想されたこととはいえ、まずその総数の多いさ

に驚かされる。大潮時には４～５mの干満差があり、満潮時にはみえなかった海底やサンゴ礁・
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表１ マビアグ島周辺のサンゴ礁および海面下の地名
地 名 特 徴 補 足 説 明 資 源 利 用

【 】Ngazi Maza
藻の細片が溜まっている 好漁場 ｼﾛｸﾛﾍﾞﾗ ﾋﾄﾐﾊﾀ ﾊﾞ1. Naigai-ngur , ,

ﾗ
（ﾅｲｶﾞｲ崎） ﾊﾀ，ｽｼﾞｱﾗ ﾌｴﾀﾞｲ,

ｻﾝｺﾞであるが、緑、灰、褐色 は女性の名前2. Tuamuna gangar Tuamu
ﾄｩｱﾑの小ｻﾝｺﾞ礁） ゴムのような弾力性があり、 イセエビ(

這って歩かなければならない
不安定な場所
小さな通路。底は海藻が生える 釣漁場 イセエビ3. Betial maza

魚類
北側の一つの突端 古い通路 の北側に4. Gaipun Ngazi reef Ngazi reef

沿って航海するときの一つの
目印

ほぼ中央の狭隘部 を南北方向に縦断する5. Daido(passis) Ngazi reef Ngazi reef
ときの最もよく使われる通路
狭い水路であるので、とくにボ
ートは底を擦らないように通過

の北側に沿う東西に の通路を抜けて北部のｻﾝｺﾞ6. Akurna damul Ngazi reef Daido
（ｼﾞｭｺﾞﾝの小腸 細長い真っ直ぐの小サンゴ礁 礁へ向かうとき、引き潮時には
の藻場） の連なり そのｻﾝｺﾞ礁間の水路を抜ける

7. Baidamuna
の北側の よりも規模は大きく、Akur damul 6.Akurna damul reef Akurna damul

鮫の小腸の 東西にのびる小サンゴﾞ礁群 その北側に並行して走る(
連なり） 通路として利用する際、 の注記6.

に同じ
はサンゴ礁の側面、礁壁の8. Zigidan kakai kakai

意味 ｼﾞｭｺﾞﾝの通り道、釣漁場 ｲｾｴﾋﾞ ｼﾞｭｺﾞﾝ,

の北西部にある9. Kabuna pulanga Ngazi reef
ｶﾌﾞのｻﾝｺﾞ石）(

【 】 総称のみAnui Maza

【 】Gururai Maza
南西部のｻﾝｺﾞ礁の切れ込み 北西季節風期にｼﾞｭｺﾞﾝ、ｳﾐｶﾞﾒが ｼﾞｭｺﾞﾝ ｳﾐｶﾞﾒ1. Nawai Murap ,

（ﾅﾜｲの土地） そこからサンゴ礁内に入る 魚類
の北西に広がる、石を含 真珠貝漁業時代の仕事場（漁場） 真珠貝2. Kubilap Gururai

（黒い畑） む砂堆（ ）surum

のｻﾝｺﾞ礁南部の小さな の西側の入口に大きな3. Dogin gud Gururai Dogin gud
（ﾄﾞｷﾞの入り江） 切れ込み 岩が水面下にあり、そこでｼﾞｭｺﾞﾝ

が身体を擦る（ ジュゴンDangalau nganu gar
その後、東の波砕帯nudai kula).

付近に来て、ｻﾝｺﾞ礁内のｱﾏﾓを
索餌、ｼﾞｭｺﾞﾝがそこを通るので、
満ち潮時にそこで待ちかまえる

南部の狭い通路 ﾏﾋﾞｱｸﾞ本島の墓所近くの小川と4. Kadalai
同じ呼び名、それに因む。 魚類
ヤリ漁の場所、ｼﾞｭｺﾞﾝの通り道 ジュゴン

ｻﾝｺﾞ礁の東側の小湾（ ） のｻﾝｺﾞ礁を横切るときに ｼﾞｭｺﾞﾝ，ｳﾐｶﾞﾒ5. Gauma aba Gururai
使う、ｼﾞｭｺﾞﾝやｳﾐｶﾞﾒは引き潮に 魚類
伴って、この湾を通って沖合い
に出る 漁場・狩猟場,

サンゴ礁の東北部の入り江 ｲｾｴﾋﾞ ｳﾐｶﾞﾒ6. Susain ,

礁内北部にある大きな立岩 目印 が名付ける7. Bubu Fr. Bani Lee
ﾌﾞｰﾌﾞ ﾏﾋﾞｱｸﾞ島の地名による( )

【 】Kurad dadalag
岩だらけの中の島）(

【 】Biuna dadalag
東端の白石が目印 の東部の岩礁で、1. Tatana taiwa Biu dadalag

（ﾀﾀの白石） 白い岩がある。それに因んで
岩礁全体をそのようによぶ。
サゲールの南東貿易風期に ジュゴン
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満ち潮で、ｼﾞｭｺﾞﾝがｻﾝｺﾞ礁
間の水路に入るので、ｼﾞｭｺﾞﾝ
漁の待ち伏せ点

2. Pediau mutil Biuna dadalag Kurad dadalag水路の深み と
（耳飾り） との間の水路の深み

3. Geinau Kusa
Biuna dadalag Tatana taiwa（ﾄﾚｽ鳩の川） 東部の水路 東部の

, Koi Mazaとの間の水路 北東の
への抜け道（ ）passis
ﾏﾋﾞｱｸﾞ本島の地名による

【 （大ｻﾝｺﾞ礁）】Koi Maza
南東端の大きな湾入 潮の満ち干に伴って、ｼﾞｭｺﾞﾝ・1. Aba Koi maza

湾） ｳﾐｶﾞﾒがこの湾入を通ってｻﾝｺﾞ(
礁に出入りするので恰好の ｼﾞｭｺﾞﾝ，ｳﾐｶﾞﾒ
狩猟場、かつて北西季節風期の
真珠貝ボートの停泊地

東岸中央の入り江 の と同じく、ｼﾞｭｺﾞﾝ・ｳﾐｶﾞﾒ2. Talpai nab 1. Aba
がｻﾝｺﾞ礁内部と沖合との間を出入、 ｼﾞｭｺﾞﾝ ｳﾐｶﾞﾒ,
好漁場・好狩猟場

の北西（ ）側 内部に入る水路 満ち潮3. Koi kusa gud Koi maza kuki Koi maza ,
（奥深い川の の深い切れ込み（入り江） 時ｼﾞｭｺﾞﾝがそこから内部に入り ジュゴン
ような入り江） 海底は砂堆 東側の波砕帯の内側で索餌

とくに夜間の狩猟に好適
の北側にある小さな入り江 と同様 ジュゴン4. Mugi kasa gud 3. 3.

（浅い川状の
入り江）

内南西部の砂堆 景観の類似性による5. Football sand Koi maza (surum)
bank

南西部沖合の場所 かつての真珠貝漁場 真珠貝6. Piliw kuth Koi maza
底質は泥と藻場

北東部（ ）の 季節には子ガメが多く見られる7. Sigakubar Koi maza naigai
（遠方のヤシ殻） 波砕帯の内側にある潟 そこから の東部に沿っKoi maza

て南下、潟の形がヤシ殻に類似
東北部の大きなｻﾝｺﾞ 真珠貝8. Bulu bell Koi maza

礁、水が濁りが著しい イセエビﾞ

【 】Beka reef
ｻﾝｺﾞ礁内に深く入り込む を東西に貫くほどの イセエビ1. Kapul gud Beka reef

（良江） 細長い入り江 入り江
の西端 大岩がある 航路の目印2. Ailwidai ngur Beka reef ,

（ｱｲﾙｳｲﾀﾞｲ崎）
北側中央沖合の大岩 大岩のまわりにｻﾝｺﾞ礁、周辺3. Wanakai Beka reef

（人名） は好漁場、真珠貝漁業時代、 魚類
南東風を避ける停泊地

<Nada reef>

<Football Sandbank>

<Numar reef>

【 】Buru lag
島南部の東西に通じる水路で 真珠貝漁業時代の仕事場 真珠貝1. Dai mai Buru

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ その水面下の砂堆の中にﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ(
の訛） 形の大岩がある

島南部の小さな湾入。 真珠貝漁業時代、北西季節風期2. Aril bag Buru
島内部から川が流れ込む の停泊地Buru

北東部の大きな湾入 南東貿易風期（ ）、北西3. Buru gud Buru sager
季節風期（ ）の停泊地、kuki
３．４艘のﾎﾞｰﾄ停泊可能

【 （大丘）】Kuiku pad
東北端の入り江 を縦断する一つの水路 ｼﾞｭｺﾞﾝ・魚類1. Gud gangal Kuiku pad Kuiku pad

（入り江の大岩） ｲｾｴﾋﾞ
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北側の切れ込み ｻﾝｺﾞ礁内部に入る途中までの ウミガメ2. Gagalgal Kuiku pad
水路、外海側はｲｾｴﾋﾞ漁に最適 イセエビngurdaizinga

東側の波砕帯の 海が荒れる時のｼﾞｭｺﾞﾝ狩猟場 イセエビ3. Kalkak Kuiku pad
（喉の凹み） 内側 イーとよぶ地帯で、丸石 ｲｾｴﾋﾞや魚類の漁場 魚類,

が多く立つ潟 ジュゴン
北東部、ｻﾝｺﾞ礁内の ギワは人名 イセエビ4. Giwana pulalnga Kuiku pad

（ｷﾞﾜの石場） 石の集まる場所 ｳﾐｶﾞﾒ・魚類
東部のｻﾝｺﾞ礁に囲ま 海底にはｱﾑ（ｼﾞｭｺﾞﾝ草）が生え、 ジュゴン5. Dada hapu Kuiku pad

（中央の庭） れた湾入、台上の地形になり、 ｼﾞｭｺﾞﾝが索餌にくる。とくにｻｹﾞｰﾙ
畑のようである の海が荒れている時には、ｼﾞｭｺﾞﾝは

避難所としてそこにやってくる
南部 の入口 ｼﾞｭｺﾞﾝが身体を掻く岩がある イセエビ6. Aki (ngur) Kuiku pad Dada hapu

付近に突き出たｻﾝｺﾞ礁および海 ｼﾞｭｺﾞﾝの狩猟場 ジュゴン
海面下の大岩 そこに という通路がある 魚類Imu kuth

南部ｻﾝｺﾞ先端の通路 ﾊﾞﾄﾞｩ島とﾏﾋﾞｱｸﾞを往き来するとき7. Kawanu mui Kuiku pad
Kawanu mui-Aki-のひとつの通路。
を通過Dada hapu-Gud gangar

ﾏﾋﾞｱｸﾞ本島 岬の向い側 ﾋﾞﾗ（ﾌﾞﾀﾞｲ類）が多く、この名前 ブダイ8. Bilau lag Sipi
ﾌﾞﾀﾞｲの 岩や石はなく、藻場 がある(
場所） （北東部の真ん中）

の岩礁と の 深みとなっており、海草が生え、 真珠貝9. Mayil Dan Kamutnab Kuiku pad
真珠貝の深み） 間の水路 かつての真珠貝の漁場の１つ イセエビ(

の の外側の大岩 漁場 多種の魚類10. Katal wain Kuiku pad Aki
それを北西端とする小ｻﾝｺﾞ礁
の名

ｻﾝｺﾞの北西端 ﾅﾎﾟﾚｵﾝ水道を抜けた目印11. Bupuu kuth Kuiku pad
迂回してｶﾎﾞﾁｬ島に向かう

島の西側の小ｻﾝｺﾞ礁 漁場・狩猟場 魚類・ｲｾｴﾋﾞ ｳﾐｶﾞﾒ12. Korenu kakai Pulu ,

島の南、 の１つ ヒラアジ13. Newa nika Pulu Kuiku pad Story Place
（ネワが座る） との間の大岩

西方の石だらけの場所 イセエビ14. Gari Kamutnab

南東部サンゴ礁近くの大岩 ヤビは女性の名前 ｲｾｴﾋﾞ ｼﾞｭｺﾞﾝ15. Yabina kap E
（ヤビの大岩）

東南部 の コバンザメ16. Bazain Kuiku pad Dada kapu
中にある大岩。まわりは潟

中央南部の大岩、東から ｼﾞｭｺﾞﾝの索餌場 ジュゴン17. Sabiu mui Kuiku pad
（ﾍﾟﾆｽの 近づく通路。その先端がペニスの
割れ目） ように割れていて、この名がある

そこに竹を突っ込むと多くの かつてパウという女性が多く18. Akana(Pauna) maita
祖母 ﾊﾟｳ の腹 ｲｾｴﾋﾞが飛び出す の子供を産み、それに因む イセエビ( )

【 】Yadi reef
ﾏｰﾃ島とﾝｶﾞｼﾞｻﾝｺﾞ礁との間の水路1. Marte pasia

島北側の水路2.Yadi passis Yadi

礁中央の凹み、底部は 礁への出入りや潮が引くとき ジュゴン3. Wasalgina mui Yadi Yadi
大小の石をふくむ砂堆 および干潮時の通路に利用 イセエビ

の東側にある凹み 同上 礁は全体にｱﾏﾓが4. Isulan mui Wasalgina mui Yadi
生え、ｼﾞｭｺﾞﾝの好狩猟場 ジュゴン

ｺｰﾘﾝ ｶｶｲ水路の南の出口付近 形の類似性による命名5. Yab-it E
（腹） 長い腹のような形の礁嶺 干潮時には出現、通過する際の

目印
礁の西部の礁嶺 干潮時の礁嶺の形が野生のｱｰﾓﾝﾄﾞ6. Mekeina Thura Yadi

（ｱｰﾓﾝﾄﾞ礁嶺） の実の形に似る
礁沖合い北西部 の１つ7. Kukuzina Yadi Story place

の砂堆kabauzinga

礁北西部の全体を8. Zug Yadi
（二の腕ないし 指す
ｼﾞｭｺﾞﾝ猟）

の沖合い側にある砂堆9. Zug surum Zug
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（薪岬） 礁の西の先端部 その北側に大きな岩が並んでいる イセエビ10. Watarau kuth Yadi

11. Kolin kakai
（ｺｰﾘﾝの礁際） 礁とホームサンゴ礁 パナイに基地のあった真珠貝業者Yadi

の間の水路 が「バドゥ沖」や「北の沖」Colin
漁場との間を往復するときに使った
水路

礁北部の海12. Yadiu malu Yadi
ﾔﾃﾞｨの海）(

【 】Home Reef
東北部の属島 と 浅瀬があり、魚類が多い ブダイ1. Imul kursar Talabi Kaub
との間の岩礁 イサギ

小島北部の岩礁 満潮でも水面下に没しない 魚類2. Awaiyal kursar Subur
（ﾍﾟﾘｶﾝ岩礁） ﾍﾟﾘｶﾝがやってくる イセエビ

ｻﾝｺﾞ礁に囲まれている ウミガメ
小島南部の岩礁 目印 日中は 島との3. Zangan Subur Subur

間を通過するが、夜には
この岩礁の外側を通る

岬南部のｻﾝｺﾞ礁 北西季節風期の午前中の引潮時、 タコ4. Panai gath Panai
ﾊﾟﾅｲ礁） 多くのﾀｺがｻﾝｺﾞ礁上を這う(

底部は砂質 細かな貝殻がたまる5. Wakaid
（喉元）

6. Sabil gath Panai gat Panai gat Sabil gat東側の 満潮時は と
危険な ｻﾝｺﾞ礁 との間を抜けるが 潮が低い( ,
ｻﾝｺﾞ礁） 時は の外側を通るSabil gat

マイダウ川口沖の２つの立岩 その２つの岩をそれぞれウピと7. Upi-Tuikui
岩の周辺は藻場 トゥイクイという 多種の魚類

釣漁場（満潮の時がベスト）
現在の の前面の 釣漁場 ヒラアジ8. Kazi gath gud new villege(bag)
ｻﾝｺﾞ礁

の沖で東西に その東端の石が とよばれ9. Barnab surum Kazi gath gud Barnab
のびる砂堆 かつてはその石が見えていたが、

今は砂で覆われてしまった。
午前中の引潮時には、砂堆が現れる

バグ川）が流れ出す所 引潮時に釣漁場 多種の魚類10. Telmana barras Bagau kusa(

バイは の幼名11. Baiau damu Kawani Motolop
の藻場） 彼が常にそこで魚を捕っていた マルコバン(Bai

ヤス漁の場所 （ﾅｲｶﾞｲの時期）
引潮時には現れる
ｼﾞｭｺﾞﾝも時折やってくる

犀の角のようなｻﾝｺﾞ礁が多く 死んだｻﾝｺﾞ 年中使う好漁場 ﾌﾞﾀﾞｲ､ｽｼﾞｱﾗ､12. Pharak
突き出ている ﾏﾀﾞｲ、ﾀﾞﾂ

および の外側の 夜半にｳﾐｶﾞﾒがやってくる 魚類13. Suzain Baiau damu Pharak
ｻﾝｺﾞ礁、間に水路、藻場 日中はいない、釣漁 ｲｾｴﾋﾞ ｳﾐｶﾞﾒ,

から にかけての 礁嶺の間には、干潮時もﾌｨｯｼｭ ｲｻｷ、ﾔｯｺﾀﾞｲ14. Diuwai thura Gumu Sipi-ngur E
円弧を描くホーム・リーフ ﾄｩﾗｯﾌﾟのように小さな魚類が ｺﾌﾞﾀﾞｲ、ｻﾖﾘ
その先端部は小規模ながら 残留し、ﾔｽやﾔﾘで突く
幾重かの礁嶺になっている

島の南部、 と と同じようなものが 同 上15. Bidun diwai Mabuiag Sipi-ngur Diuwai thura
との間のﾎｰﾑ ﾘｰﾌ ある ﾔｽ・ﾔﾘ漁(thura) Aubur-ngur E

のｻﾝｺﾞ際の 釣漁場、あらゆる魚が集まる 魚類16. Bayalna Kap Bidun diwai thura
大石 銀ザメも多く、噛まれたことも

ある
本島の真南にあり、干満 白人は潮島（ ）とよぶ サワラ類17. Urud kugi Mabuiag tide island

による東西方向の潮流がもっとも ときおり、本島との間を通ることも ヒラアジ
激しいところ、小島 あるが、たいていその沖合を通る ｸｲｰﾝ ﾌｨｯｼｭE

回遊性の魚類の の一つfishing spot

南部の岩礁 潮流が激しすぎて、漁には不向き18. Bulbul Mabuiag
kursar

南端から西北方向、 藻場がある 好漁場 真珠貝19. Gudwai Mabuiag
の沖、礁際の内側の深み スジアラTaupagai

（ ）aimail
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属島 の西、ﾎｰﾑ ﾘｰﾌ上にあり、 大きな岩礁群が目印20. Yatanab Mipa E
大きな潟、藻場でもある 引潮時、本島から歩いて行くこと 多種の魚類

ができ、魚のﾔﾘ､ﾔｽ漁の場所
ときには、ﾜﾆもいる

の隣にある岩礁群 干潮時、本島西部のイー川から フエフキダイ21. Buai kura Yatanab
Mipa mangrove Jack礁原を歩いて 島に渡り、

そこから や にYatanab Buai kura
歩いていける 好漁場

ナポレオン水道の真ん中にある 海が深く、そこでは漁はしない22. Raum surum
砂堆 は昔のバドゥの人の名前Raum

南西部の石塊群 の１つ、ナポレオン23. Kamutnab Pulu Story place
水道の目印の一つ

本島北西端 に隣接する深み 干潮時にも潟が残る24. Warik-Mai Kala-lag

と との間の深み ｼﾞｭｺﾞﾝ ｳﾐｶﾞﾒ25. Uzu Mipa Kamutnab E
魚類

島の南に大きな潟、 その大石の名前 多様な魚種26. Kadalag tapal Widul
そこに大石がある 海は深く、魚は表面で泳ぐ
属島 の西側、２つの小さな ナポレオン水道を通過するとき イセエビ27. Adakal Pulu
ｻﾝｺﾞ礁 その本島寄りを通る 魚類
ﾎｰﾑ ﾘｰﾌ最西端にある潟 は木の名前で小舟を作った 多種の魚類28. Wapadal dan E wapad

潟は通路として使う
の南西端入り口の潟 底には大きな岩があり、深みと29. Sagu dan Kolin Kakai

なっている
属島 と との間のｻﾝｺﾞ礁 干潮時、本島、 から歩いて イセエビ30. Madui Purarai Aipus Purarai
底質は小さな岩や海藻 渉る 漁場 ブダイ

31. Kuthan wup

32. Wazegna Dan Aipus Widul Widul Yamと との間の細長い潟 潮が満ちると、そこを通り、
その南端に とよばれる岩 と との間を抜ける 漁場 ボラAmipulu Kadalag

ペリカンにかかわる ヒラアジstory place

小さな岩群 その周りを潟が囲む33.. Mugi kabak

大きな岩 同上 干潮時、そこまで礁原上を ﾌﾞﾀﾞｲ､ｲｻｷ34. Koi kabak
歩いて行って、岩の上から釣り

Ada kabak)（
と本島との間の深み 漁場の つ、ｽﾃｨﾝｸﾞ ﾚｲ が多い 多種の魚類35. Baga dan Pururai 1 E

底部に岩がころがっている サメが現われ、逃げ回ることも
ある

の沖のﾎｰﾑ ﾘｰﾌ上の小島 干潮時、リーフ上を横切り 多種の魚類36. Kongan Tapil Ngaidat E
島の本島寄りおよび外側に２つの 周年の釣漁場
ラグーンがある

島南東端の小島37. Masam Kauta Aipus

の北部、海岸沿い 川がそこに流れ出す ヒラアジ38. Galnga Tituilau pad
底部は岩だらけ ゴンズイ

の北東の岩礁 満潮時にその上に立って ﾋﾗｱｼﾞ、ｲｻｷ39. Mokanil kursar Palamau ngur
釣りをする ｱｲｺﾞ、ﾌｸﾞ

の北、 サンゴ礁の 真珠貝漁業時代の漁場 真珠貝40. Dabangai Malu Dabangai Gururai
西の海をいう

【バドゥ島海域】
南のﾊﾞﾄﾞｩ海域の島 ｱｵｳﾐｶﾞﾒの卵1. Multai

同 上 ﾍﾞｯｺｳｶﾞﾒの卵2. Pampkin I.

ｼﾞｭｺﾞﾝ・ｳﾐｶﾞﾒ3. Kanig
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砂堆が干潮時にあらわれる。しかもマビアグ島の海域は海峡の西部にあってサンゴ礁の発達

する平均10～15ｍの浅海域であり、大潮の干潮時には、かなりの海底が干上がるか、肉眼で

海底の透視が可能なのである。

　図２には、今回個々の地名の位置を省略して、それぞれのサンゴ礁やその周辺の地名群を

まとめて示した。しかし、ベースとして便宜的に使った官製の地図は誤解を招くかもしれな

い。かれらが個々のサンゴ礁の相対的位置や相対的規模にかんする認識はあるとしても、地

図に示されるような全体としての明確な輪郭を把握しているわけではない。それに、図的表

現の性格上仕方がないとしても、かれらのサンゴ礁の認識は図のように等質な一枚岩のよう

なイメージのものでもないからである。

　それはともかく、名付けられた地点およびその周辺の海面下の地形や植生、そこに到達す

るルートの海面下の世界についてはきわめて明確である。かれらにとって、輪郭よりも個々

のサンゴ礁はこうした名付けられた地点とそれらをつなぐ航路としてのネットワークから成

り立っているといえるかもしれない。地名の大半は、干満のある海域にあって、移動経路の

通過可能点かチェックポイントないしマーカーとして説明されるケースが多いからである。

　地名には、単語と二語以上の複合語の２種類がある。単語や複合語の最初の語彙は今日も

はや意味不明のものも多いが、判明したものは、①Nawai、Tuamu,　 Newaなどの人名、②その

形態的な類似性から腸やペニスやアーモンドの実のような人・動物・植物・地形およびその

部位や部分名称、③ブダイ・真珠貝・ペリカンのようなその場に特徴的な魚類・貝類・鳥類、

④白や黒など色彩名、それに、⑤方位、などである。複合語の末尾の語彙はその地の地形・

地質ならびに様態の特徴を示す一般名詞が圧倒的に多い。たとえば、小サンゴ（gangar）・

礁壁（kakai）・湾入（aba）・深み・溜まり（dan）・礁嶺（thura）・裾礁（gath）・砂堆

（surum）・入り江（gud）・内・内部（mui）・尾（kuth）・崎（ngur）などサンゴ礁の部分

名称、石場（pula）・岩礁（kursar）・岩群（kula、kabak）・藻場（damu）など海底の様態

や植生、それに大岩(kap）・白石（taiwa）・クリーク（kusa）・谷（nab）などの特徴的な

事物や地形名称である。ときには畑（apu）・庭（hapu）といった人工物の形態的類似性によ

るものもある。

　地名それ自体の意味はその場の特徴を示す静態的なものであるが、それらに加えられる説

明には、より詳細な場所の特徴と並んで、きわめて動態的かつ実践的な知識がまとわりつい

ている。大きく分ければ、一つは伝説や歴史的な出来事に関わるもの、もう一つは資源利用

に関わるもの、とくにそれぞれの場所におけるジュゴンやウミガメについての季節や海況に

よる生態的行動の知識、さらにはサンゴ礁と砂堆が迷路のように入り組み、干満差の大きい

海域にあって、海上交通におけるショート・カットの通過可能性や航路変更点の目印や避難・

停泊地といったものである。

　地名の分布は本島から外縁部に向かうにつれて少なくなるという一般的傾向を持つが、次

項で述べるように資源分布との関連も見逃せない。いずれにせよ、その地名の意味や説明に

は、かれらの観察眼の細やかさと海面下の世界にたいする関心の深さがうかがえる。
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　２）資源利用　表１に一部示したように、マビアグ島だけでも140～150種（科）の魚類（A

ppendix１）、30種ほどの貝類、数種の甲殻類と腔腸動物、それにジュゴンと４種のウミガメ

が同定され、そのほとんどは食用可能であるが、魚類については30種ほどが日常的に利用さ

れている。

　目下のマビアグ島では、漁具・漁法は少なく、漁場と対応した漁具・漁法のバリエーショ

ンは小さい。海獣類の銛猟、魚類の手釣漁およびヤス漁・潜水によるヤリ漁、それに商業漁

業であるイセエビ漁にはヤリと生エビ捕獲のために掬い網が用いられるだけである。潜水に

よるヤリ漁やイセエビ漁のおりに、副産物として真珠貝が素手で採集されることもある。タ

コ・貝類・カニ類はもっぱら素手による採取である。他の島では、元来海峡には無かった刺

網・投網の網漁と大型回遊魚を対象にした疑似餌による引釣りが行われているところもある。

　もちろん細かくみれば、多様な漁獲資源であるから、ワタリガニの一種であるギタライは

マングローブ林、貝にしても砂地に生息するものもあれば泥質地を好むものもあり、またタ

コは雨季のある特定の礁原で採取されるなど、地名にあらわれない形での漁場選択や、なに

よりも干満・大潮－小潮・年周期（北西季節風期と南東貿易風期）といった潮の動きによっ

て選択される漁場にも変化がみられるが、日々の海洋資源の利用はジュゴン・ウミガメ・魚

類・イセエビが大半を占めており、ここではそれらを中心に地名やその説明に関連させなが

ら資源利用を見ていこう。

　銛猟はもっぱら男性の手がける漁法である。地名に関わる説明には資源利用にかんする情

報がふくまれるが、今日ではジュゴンの狩猟ポイントがもっとも広域にわたっている。しか

し、それらをすべて短期間のなかで利用しているわけではない。ジュゴンは複数の藻場に分

散するが、同一集団が一定期間持続的に同一の藻場で策餌する傾向を示すために、狩猟者た

ちはある特定の時期には、ある特定の猟場へ集中的に出かける傾向がある。

　それに海底地名とよぶからといって、かれらの認識のあり方を静態的にとらえてはいけな

い。海底への名付けは藻場の存在が重要であるのだが、単に藻場だけではなく、それ以上に

ジュゴンが潮の干満とともにサンゴ礁内の藻場のある浅瀬と沖合を遊動するために、サンゴ

礁の深い切れ込みにそったその移動経路やその途中の「身体を掻く岩（Dangalau�nanu�gar�n

udai�kula）」など、ジュゴンの行動特性に関連した動的な海底の認識がなされている。また、

策餌に当たって潮流の方向や流速にも敏感であるために、季節風との関係や潮汐の激しさに

よって、ジュゴンは索餌場を変え、潮時による狩猟地点の選択も重要である。策餌するアマ

モにしても、狩猟者たちはジュゴンが「ナイエリ」とよぶ若芽の段階を好んで策餌すること、

砂の移動やアマモの回春によって索餌する藻場の変更が中長期的におこることも認識してお

り、広域にわたる猟場の分布は中長期的な狩猟場の選択の可能性を示すものである。とくに

ジュゴンの場合は、文化的な意味づけが高く、儀礼後の会食には不可欠な食物であるために、

広域にわたって分布する狩猟場の認識は捕獲の可能性を高めるための保証である。

　資源利用と関連したジュゴンよりも広域にわたる地名の分布は1960年代まで行われた商業

的な真珠貝漁業の漁場およびそのおりの避難所ないし停泊地によるものである。それらはも
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はや記憶のなかにとどまる過去のことに属しているが、この場合も卓越風・潮流・海底地形

や湾入ならばその規模といった動的な要素をふくむ場所の認識である。海底の地質や地形に

左右される真珠貝の生息地、海上での風向・風速・降雨などの急激な気象の変化による危険

性、それに小潮時という一定の期間連続的に海上で操業することの必要性のために夜間の安

全な停泊地の確保が不可欠な条件だったのである。

　1980年代以降には、真珠貝漁業に代わって、イセエビ漁が商業漁業として行われ、この資

源利用がジュゴン猟と並んで、広域にわたる新たな海の世界の経験を村人にうながしている。

イセエビも、漁期のあいだに南から北に移動し、水温の変化にともなって生息場所の水深を

変える習性をもつので、それを熟知する村人たちは時間的経過と気象条件のちがいのなかで

操業域を変えていくのである。

　それらに比べると、魚類の資源利用については、マビアグ本島に隣接するラグーンとサン

ゴ礁壁際といった近接地域が多い。一部の地名にもあらわれているように、ある特定の魚種

が密集するフィッシング・スポットもある。しかし、魚類の豊度は濃く、また村人によると、

場所的・季節的な変化も少なく、日常の食料としても魚種の選択性はほとんどない。他の島々

において、ボラやイワシ類の魚群、あるいはサワラのような大型の回遊魚が季節的に接岸す

るところでは、刺網漁や投網漁あるいは引釣り漁も行われているが、マビアグの場合はほと

んどサンゴ礁の根付の魚類を対象としているためかもしれない。獲れた魚は、サメ・ウツボ・

ウミヘビなどをのぞけば、すべて消費され、捨てられることはないし、また必要以上に捕獲

されることもない。

　魚類を対象とした漁法といえば、針と錘子と釣糸だけからなる手釣漁がもっとも一般的で

ある。女性や老人が磯辺や桟橋から釣り糸をたれるケースが大半であって、日々の生活では

この磯辺での手釣りで賄われている。マダイやブダイなど特定の魚のみを捕獲したい場合に

は、潜水によるヤリ漁もみられるが、ジュゴン猟やイセエビ漁の帰途に副次的に行われる。

遠方のサンゴ礁における魚相についても、ジュゴン猟やイセエビ漁の潜水時に観察している

ので周知しているが、魚類捕獲のためにのみ、そこへ出かけることはない。また、マビアグ

本島の裾礁でも、干潮時に潮溜（dan）がみられ、そこでは残留する魚類をねらって、ヤスな

いしヤリ漁が行われることもある。

　しかしながら、ホーム・リーフにしろ、それ以外のサンゴ礁にしろ、地名によって名付け

られる範囲は一つの岩礁とその周辺といった小規模なものから、両端を水路に区切られたか

なり広範囲を指すものまであり、魚類のフィッシング・スポットはその名称でよばれる範囲

よりも限定的なものである。したがって、地名の意味それ自体にはあらわれないとしても、

補足説明に示したように、その場所の特徴は明瞭に把握されている。魚類の豊度のゆえか、

Ｊ．ヨハネスが他の太平洋地域において強調する魚類の産卵場所や産卵期に関する知識は希

薄であり、そのために、マビアグ島の帰属海域全域におよぶような魚類利用地点の選択性も

みられないのである。

　以上のように、資源利用の観点から、その利用場所との関係をみると、魚類や食用の貝類
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は村の隣接域にあり、ウミガメがその周囲、その外縁に位置する漁場がジュゴンと商業的な

イセエビということになる。さらに、今日ではマビアグ島の人々にとっては過去のものとな

っているが、真珠貝の漁場がもっとも外縁部まで位置していることになる。目下自給的にし

か利用されていない魚族は豊潤である。いわば、かれらにとっての資源としての価値づけが

作用し、より価値づけの高い資源には、その捕獲の機会を高めるために、より広域にわたる

資源開発の可能性を知識として蓄えているということである。　

　いずれにせよ、かれらの水面下の認識は、地名そのものよりもその解説にあらわれている

ように、その場の静態的な知識というより、地形・地質、それに動きのある生物と潮流が加

わって、より複合的で身体化された海上・海中における実践的な行動に裏打ちされているの

である。

３－３　海の風景（Seascape）と慣習的海洋保有

　これまで、地名を通して文字通りの資源利用という観点から、その概略を示してみた。

　しかし、「先住民」という言葉にこだわるならば、資源利用に加えて、海という世界のも

つかれらにとっての意味を考えなければならない。それが、少数民族としての「先住民」と

白人社会との亀裂を生み、引いては先住民問題といわれる人権問題にもつながっているから

である。この点を浮き彫りにする手がかりとして、ここでは、同一の海に関わる３者を取り

上げてみる。一つは先住民であるトレス海峡諸島民、もう一つがイセエビ漁を専業として行

う沖縄からの戦後の移住者、さらにもう一つが資源保護や環境保全のために環境アセスメン

トを行う海洋生物学者たちである。ある意味では後２者は白人社会を代表するとも考えられ

る。専業漁業者は、先住民と並んで、この海に関わる他の白人漁業者と同様、一方の利害関

係者であり、海洋生物学者は資源利用に関する白人政府の諮問に答え、政府がこの海をとら

えるまなざしを代弁しているともいえるからである。　

　先住民の関わり方については、あとで述べることにして、まず専業漁業者は海の世界とど

のように関わっているのであろうか。彼はある意味では後述する白人の漁業者たちを代表し

ている。彼は元々沖縄時代に小学生の頃から海に潜り、青年時代まで沖縄・八重山、それに

インドネシアの海で潜水の仕事に従事していた経験があった。彼は1970年代の前半にトレス

海峡でイセエビ漁をはじめた人物であり、海峡じゅうにその名が知られているイセエビ漁の

名手である。先ほど述べたマビアグ島の北に連なるサンゴ礁群でも、しばしば冷凍船を母船

として、諸島民を雇い、イセエビ漁を試みていた。もちろん、彼自身も潜水してイセエビ漁

を行い、その海域でイセエビをみつけだす早さや捕獲する技量は諸島民を抜きん出ており、

諸島民たちも一目置く存在である。だから、彼がこの海峡の海に習熟していることはまちが

いない。

　その彼はマビアグ島の北に広がるサンゴ礁群を、全体としては官製の海図上に表記された

英語名のオーマン・リーフ、個々のサンゴ礁については単に数値で、No.1リーフ、No.2リー

フ、No.3リーフなどと命名しているだけであった。母語とピジン英語ないし英語のバイリン
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ガルで暮らしている雇われ人の村人たちとはもっぱらこの用語でコミュニケーションをはか

り、かれらがその海をどのように把握しているのかという点には一切関心がなかったし、イ

セエビの生息場所についても住民からたずねるようなこともなかったのである。

　かつての真珠貝漁業でも、その主な担い手であった日本からの出稼ぎの人々は漁場を「キ

タノオキ（北の沖）」や「バドゥオキ（バドゥ沖）」などとよび、自分たちの世界として組

み立てていたのであり、かえってそうした用語が諸島民の口承のなかに定着しているのであ

る。要するに、よそ者の専業漁業者は、特定の漁獲対象の生息環境や生息位置、あるいは潮

の動きもふくめた捕獲技術については習熟するのであるが、かれらにとっては、この海がイ

セエビや真珠貝の漁場以上のものでもなければ、以下のものでもないのである。

　さらに、同じ海に資源という点で関わるのが資源保護や環境保全のために資源調査やモニ

ター調査を行う海洋生物学者たちである。それには、ジュゴンの専門家もいれば、魚類の専

門家もいれば、イセエビの専門家もいる。それぞれは別個に資源調査をやり、資源量のシミ

ュレーションを行い、持続可能な捕獲量ないし漁獲量の上限を導き出そうとするのである。

広大で、かつ複雑な生態系の海における海洋生物を対象にするのであるから、その努力たる

や並大抵のものではない。それには、生物種1種だけでも、その調査となると、膨大な時間と

費用が必要とされる。研究者たちの苦労は充分承知しつつも、一体かれらの目には海洋の世

界がどのように映っているのであろうか。

　たとえば、ジュゴンのケースをみてみよう。一方で、かれらはジュゴンの生物学的な属性

について寿命、初産の年齢、受胎間隔、養育の様子など個体レベルの知識を蓄える。他方で

はこの海域でのジュゴンについて、海域にメッシュをかけ、航空機による空中観察によって

個体数の総量と分布密度を計量推測する。付け加えるなら、その領域における水深分布やジ

ュゴンの策餌する藻場の分布も相関させるのである。そして、空中観察されたジュゴンの母

数と生物学的な再生産率の数値から持続しうる捕獲可能頭数を導きだすのである（Marsh��19

98）。

　魚類調査の場合にも、魚類の分布と量を算定するために、生きたサンゴの活動する裾礁外

縁部の礁嶺や礁斜面、その内側の岩や礫の分布する礁原上のラグーン、そして満潮時に冠水

する砂浜の部分といった大まかな海底地形・地質の形式的区分に、この地のサンゴ礁の発達

や潮流と深く関係する卓越風の方向性（風上－風下）を指標に加えて、島の海浜から礁原の

先端部までを複数のセクションに区分する。そして、各セクションにおける魚族の種類、そ

の豊度（個体密度）、さらに住民による魚種別の漁獲量を基準にして、環境アセスメントと

持続可能な漁獲量の算定を行うのである(Pointer�&�Harris�1991)。もちろん、研究者たちの

側でも、そうした資源調査やモニター調査が多くの不備をふくむものであり、広大で複雑な

海洋の生態学的全貌を明かにすることは至難の技であることを自覚している。少しでも、持

続可能な資源開発に有効な数値の算定を意図しているのであり、そうした調査が一層進めら

れなければならないことはいうまでもない。

　しかしながら、興味深い点は、先住民とよそ者である専業漁業者や研究者とのあいだの海
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との関わり方のちがいである。研究者によって捉えられる海は魚属の分布と豊度に関与する

であろう机上の形式的な地形・地質・気象によって分節化された姿か、メッシュをかける等

質な広がりである。また、もっぱら商品として海洋資源を捕獲する専業漁業者も海底や海の

様相について習熟しているとしても、それはあくまで漁獲対象の捕獲に関わるかぎりであっ

て、それ以上のふくらみを持つものではなく、その表現としては機械的にそのサンゴ礁を数

値による命名によって地理的イメージを構成しているだけである。

　ところが、村人にすれば、同じようにイセエビを採るとしても、よそ者の専業漁業者には

数あるフィッシング・スポットのひとつにすぎないであろうコイ・パッド礁の＜アカナ・マ

イタ（お婆さんの腹）＞は、かつての村人である‘パウお婆さん’が多くの子供を生んだと

いうこと、その場所を竹でつつくと、岩穴から多くのイセエビが現れでるというイメージと

の連鎖をよびおこすのである。ヤディ礁のコーリン・カカイにしても、マビアグ島に真珠貝

漁業の基地があった20世紀初期に、白人の現地マネージャーであるコーリンが基地と漁場と

の往来に使った航路という歴史がそこには刻み込まれている。そして老人たちの中にはコー

リン氏と過ごした日々が記憶にあり、口頭を通じて次の世代にも伝えられる。地名の意味や

そのふくらみが消失することも事実であるが、かれらにとっての地名は、かれら自身が「そ

れは俺たちの図書館だ」と表現するように、村人として読まれるべき、あるいは聞かれるべ

き伝承を書き込んでいるのである。

　しかしながら、それはまた過去の記憶をとどめる固定的なものと考えられるべきものでも

ない。アカナ・マイタにしても、歴史のある時点で生まれたものであるし、1970年代からお

こった真珠貝用ボートから船外機を備えた小型のディンギーへの航海手段の切り替えは、サ

ンゴ礁上の新たな航路を開き、そのスピードとともに、新たな通過可能点の海底地形の認知

やジュゴン漁の新たな技法の開発や潮上への航海といった新たな経験世界を広げて行くので

ある。こうした意味では、海底の地名やそれが喚起するイメージの世界は単なる地図上の静

態的な表記ではなく、あくまで、かれらの実践的活動と相即する生き物なのである。前項の

資源利用でも示したように、歴史的な記憶ばかりか、複雑な、しかも浅い海での航海の途次

の、その潮時における通過の可能性（かれらは目的地への移動において可能なかぎり、最短

距離をめざす）、海獣類や魚族の、ある時期（北西季節風期と南東貿易風期、大潮・小潮時、

満潮・干潮など）の具体的な行動特性と関連したその場所の把握、それに、そうした狩猟・

漁労上の対象の地域的偏差などによって立ちあらわれる海の風景は、日々の語りや航海、そ

れに何よりも狩猟・漁労活動の実践において再生産されているものなのである。それらが‘か

れらの海’としてアイデンティティの一端、つまり慣習的海洋保有（Customary�Marine�Tenu

re）といわれるものの一部を形づくっている。かれらにとって、海洋の資源利用は自給的な

生産活動が唯一の関心事なのではない。その領域や保有の基底には、物質的な生計の維持と

並んで、文化的な再生産がある(松本�1991、1999)。

　たとえば、日々の語りはとりとめないが、その一端はかれらが表現活動として力を注ぐ歌

唱のなかにあらわれる。
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　　　午後のクリスに逆らって、怖々、ヤディ島から船出した

　　俺たち、S.A.G.号、エバー・リッチー号、J.J.アンナ号、アマ・パンティー号のディン

ギーだ

　　コガン岩礁の狭い水路を走り抜け

　　まるで、サワラ（kabar）がヒメジ（zaga）を追うように

　　ビウライの湾から風上のバウへ一気に船出する

��������������������（Signet�Repu作：午後のクリス）

　　南風、南風、風の島、南風、南風、風の島

　　ジャーヴィス（マビアグ）島をぬけ、追い風が吹く

　　俺たちゃ、バルブトゥ、ブルムタルを通って

　　北のアリルバグ（ブル島）へ向かってる　

　������������������（Obedia�Warria作：南風）

　　ウサライ（午後の引き潮）がゆったりと引いていく

　　寄波が渦を巻き、盛り上がる

　　しぶきが、しぶきが飛び上がり、真っ白な泡が渦のまわりに飛び散ってる

　　飛び散る泡が言ってるね、M.A.B.U.I.A.G.�I.S.L.A.N.D.（マビアグの島）と

　　　　　　　　　　（Mauri�Eselie作：マビアグ島）　

　解説は拙稿(松本�1991、1997)にゆずるが、かれらはその意味の了解のためには、まさにか

れらの海での感性としての経験が不可欠であり、他のコミュニティの者にはそれが分からな

いともいうのである。こうした歌が、日々の語りと並んで、村人のあいだに共有され、日々

の生活や誕生・結婚・葬儀のあとの宴、さらには島々間のコンクールの場で歌われ、みずか

らのアイデンティティが再生産されていくのである。それを通して、その海域の歴史や特性

を知り、他のコミュニティと差異化をはかりながら、人々が社会的かつ文化的にその領域と

特別な関係をもっていることを確認していくのである。

　マビアグ島の人々は海という物理的な舞台で演技する単なる俳優ではなさそうである。よ

そ者の専業漁業者には、漁獲資源を獲得するための汎用性のある数値によって分化された地

理的イメージの舞台であればよい。資源調査やモニター調査を行う白人の研究者たちの目に

は、作業上のフレームワークとはいいながら、サンゴ礁の海底地形や地質、それに魚種とい

う机上で分節化された海である。ところが、海峡の俳優のうちでは、数々の物語が日々の語

りと航海と狩猟・漁労活動をつうじて紡ぎだされ、自己と場所をむすびつけているのである。

それが、かれらにとってはこの海峡で生きるということなのであろう。　

　そのことが、引いては、持続可能な資源開発や管理を意図する白人社会の政府側と、先住

民側の海域に関する意識のちがいや共同管理における軋みとなってあらわれてくるのである。
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かれらの海は白人社会の機能的に専門化した生物経済的な資源とか、法制度のなかにある漁

業する諸権利といった文化の質とは異なる多くのものをふくんでいるのである。たとえ、今

日、かれらがオーストラリアの白人社会の法制度にもとづいて、‘慣習的海洋保有’を先住

民権原審判所や裁判所へ提訴するさい、「海洋の排他的所有権」という白人社会の用語を使

うとしても、それは白人社会へのコミュニケーションの便法であって、その内容は大いに異

なっているのである。

（４）トレス海峡条約と資源管理

４－１　資源管理とトレス海峡諸島民

　われわれの研究目的の一つは、地球的な海洋資源の危機的な状況のなかにあって、長期に

わたり海洋資源を利用しながら、生活を持続してきた先住民社会から、海洋資源の持続可能

な開発の方策を学ぼうとする点にあった。つまり、どのような資源管理が行われているのか、

ということである。

　しかし、残念ながら、トレス海峡諸島の目下の先住民社会では、明確な制度としての資源

管理はみえてこない。1980年代中頃、政府の委託研究としてトレス海峡の伝統的漁場利用に

ついて調査したJ.ヨハネスも、いささか落胆した思いで、トレス海峡に資源管理に関する制

度のようなものがみられないことを指摘している（Johannes�&�MacFarlane�1991）。かれは

ミクロネシアのパラオ諸島をはじめ、太平洋の海域でもっとも、そうした太平洋における伝

統的な資源管理に目を注いできた海洋生物学者なのであるが、トレス海峡諸島における伝統

的な資源管理制度の不在の理由をその資源の豊度にもとめている。ただ一つ、伝統的な資源

利用において資源管理という側面があるとすれば、特定の海洋資源に特化してこなかったと

いうことであろう。ジュゴンにしても、銛による捕獲は容易でなく、儀礼のおりにしろ日常

生活にしろ、住民たちはアオウミガメを代替物として使っている。

　ところで、自給的な海洋資源の利用では、政府関係者や海洋生物学者のあいだで、唯一ジ

ュゴンの存続が危惧視されている。1980年代中頃には先住民による捕獲頭数が減少し、ジュ

ゴン研究の専門家H.マーシュも管理の必要性を説いていたのであるが、1980年代末から1990

年代初期の空中観察による調査では（Marsh�1998,1999;�Marsh�and�Saalfeld�1992）、海峡

のジュゴンの数は増えており、より長期的かつ広域的な調査とジュゴン保護のための啓蒙の

必要性を主張している。したがって、自給的側面にかぎれば、ジュゴンをのぞく海洋資源に

さほど問題はなく、また住民にしても、ジュゴンもふくめ、そうした魚介類を浪費すること

もない。

　しかし、トレス海峡諸島の資源管理ということになると、Ｊ．ヨハネスのように、「伝統

的漁業」の側面に限定しておくわけにはいかない。海峡の生物資源が枯渇や減少を免れてき

たわけではないからである。そもそもこの海域がオーストラリアの内部に取り込まれ、住民

たちが先住民と化したのは、先にも述べたように、19世紀中葉からナマコ・真珠貝・タカセ
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ガイといった海洋資源が外部世界からの市場経済にさらされてきたからである。

　そうした側面からみると、海峡の資源は枯渇や減少の憂き目に遭っている。かつて世界の

需要の90％を供給したシロチョウガイは、真珠貝漁業が1960年代に終焉するまで、いく度も

の資源減少と新しい漁場の開発をくりかえし、今日では細々と在地の真珠養殖業者への供給

をまかなう程度にまで減少している。私が観察してきたこの四半世紀のあいだでも、目立っ

た資源回復の声は聞かれない。ナマコおよびタカセガイにしても、資源が枯渇したというわ

けではないが、市場価格に左右されながら、高値のあいだに集中的に採取されるため、その

時期にはいちじるしく資源が減少するのである。

　1970年代から、先住民の現金収入を補ってきたイセエビ漁にしても、1986年と1989年に最

高の水揚げを示したあと、それにつづく数年は漁獲量が半減している。1992年ごろから再び

漁獲高は年を追って右肩上がりに伸び、政府や研究者の資源調査でも、先住民の経済的自立

のための有望な海洋資源として期待し、目下の水揚げを持続しうる量として半ば保証してい

たにもかかわらず、1999年の初頭のサイクロンを契機として、幼エビはみえず、成長エビし

か存在しないという時期を経て、2000年には一気に漁獲量も減少したのである。その対策に

ついてはまた後で触れるが、豊かな海とはいえ、外部世界からの影響に組み込まれた海洋資

源はきわめて脆弱なのである。

　そのため、トレス海峡諸島では、パプアニューギニアの独立にともなってオーストラリア

との二国間でむすばれた「トレス海峡条約」のもと、目下海峡に保護地帯を設定し（図１）、

オーストラリア連邦政府とクインズランド州政府の漁業法によって裏付けられた漁業調整規

則とトレス海峡保護地帯合同庁機構において、管理が行われている。トレス海峡条約は多岐

にわたるが、ここでは、資源管理の側面に焦点をあて、その実態とそこにふくまれる先住民

と両政府との資源管理をめぐる問題点を述べることにする。

４－２　トレス海峡条約（Torres�Strait�Treaty）

　この条約は1975年のパプアニューギニアの独立にともない、1978年に国際条約としてむす

ばれ、85年２月から批准・施行されたものである。これは二国間の条約としてこの地域の特

性を考慮した特異なものであり、海峡内の島々と隣接域に暮らす先住民（条約では「伝統的

住民」と表現する）およびその他の漁業者のための漁業協定といってもよい内容である。そ

れには、白人社会の国際的な関心事である持続しうる開発、資源保護、環境保全の視点も加

わって、複雑な様相を呈している。

　まずこの条約は、当面の海洋資源にかぎれば、その前文にあるように、１．海域の主権の

境界設定とならんで、主要漁種ごとの漁業権の境界、海底生物資源および海底資源の境界の

設定、さらに、２．この地域の住民（トレス海峡諸島民と隣接海岸のパプアニューギニア人）

の伝統的な生活様式と生計の保護、さらにまた、３．海洋環境の保全と漁業資源の保護・管

理・配分および海底地下資源の探査と開発の統制を軸として、条項が編まれている（Departm

ent�of�Foreign�Affairs��1985：1）。
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　とくに注目される点は先に述べた国際条約としての国の主権、漁業権、海底生物資源およ

び海底資源にかんする複雑な線引きと、両国の伝統的住民の漁労活動と交易や往来を保証す

るための保護地帯（the�Protected�Zone）の設定、さらにそのためのオーストラリア側の特

別な管理機構の設置である。漁業の管理調整と資源保護の観点から、オーストラリア側では

海洋生物のうち、この海域の主要な漁労および商業漁業の対象として、当初にはエビ類、サ

ワラ類、真珠貝、イセエビ（ロブスター）、ジュゴン、ウミガメ、バラマンディ（スズキ類）

が、1999年からはそれまでクインズランド州政府の管理下にあった魚類、タカセガイ、カニ

類、ナマコ類も加え、連邦・州政府合同で組織された保護地帯合同庁機構において管理され

ている。

　そして、国際条約という性格上、オーストラリア側では、連邦・州両政府の担当大臣をメ

ンバーとする保護地帯合同庁（Protected�Zone�Joint�Authority）が最高議決機関となり、

そのもとに、図３のような各種委員会が組織されている。それらのなかで、先住民がテーブ

ルにつくものは漁業管理委員会（Torres�Strait�Fisheries�Management�Committee)、漁業者

および諸島民懇談会（Torres�Strait�Fishing�Industry�and�Islanders�Consultative�Commi

ttee)、漁業科学者諮問委員会(Torres�Strait�Scientific�Advisory�Committee)である。最

高議決機関の保護地帯合同庁には正式に当事者である先住民の参加は認められていないし、

それらの下部機関としてある各漁業種の作業部会においても、白人の漁業者と諸島民が同席

することはほとんどない。

　この条約そのものは、歴史的にみれば、植民地化による白人社会の主導権と海洋にかんす

る先住民としての諸権利を擦り合わせた｢和解」へ向けて一歩と位置付けることができるかも

しれない。しかしながら、国際条約であり、オーストラリア側の一存では変更できず、海峡

の先住民にとっては、今後長期にわたり、手かせ足かせとなる可能性をもっている。
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　条約の特異な点は、先にも述べたように、領土にかんする主権、漁業権、海底生物資源お

よび海底地下資源についての複雑な線引きと保護地帯の設定にある。前文の第二および第四

項に謳われているように、その内容はたしかに伝統的住民の生活様式と生計を保護する目的

にそって、各条項が漁業調整規則として具体化され、実行されている。多文化主義をスロー

ガンにするオーストラリアだけあって、先住民にはかなりの配慮が示されている。しかし、

先住民の立場からみれば、そこに問題がないわけではない。

４－３　トレス海峡保護地帯の漁業調整規則

　まず第一に、海域の所有権ないし保有権の問題である。これは資源管理と直接関係がない

ように思われるかもしれないが、資源管理の主体がどこにあるのかという点では、きわめて

重要な事柄である。この条約の線引きはオーストラリアに属する各島の低潮線から３海里ま

での領海がクインズランド州政府、そこから12海里および漁業水域が連邦政府の管轄という

原則を示している。人類学者のあいだで常識となっている植民地化以前の地先漁場の父系氏

族による所有権ないし保有権とか、今日の住民たちが主張する各島ないし複数の島嶼をふく

む慣習的な海の保有権については一言も触れていないし、目下のところ一切認められていな

い。19世紀後半にオーストラリアに組み込まれてから、「海洋の共有（Commons）」という原

則にもとづいた白人政府による管理の主体制は一歩も譲歩されていない。

　しかしながら、「保護地帯」の設定とその漁業調整規則によって、先住民の諸権利に配慮

を示している。すなわち、伝統的住民（先住民）に漁場利用の優先権を与えているのである。

資源保護の観点から保護地帯内の指定漁業にたいしてさまざまな制限事項を課しているが、

操業や免許の点で、規制項目が非先住民の側に多くなっている。ここでは、先住民に関係す

る主だったものだけを解説しておこう（詳細は表２参照）。

　ジュゴン・アオウミガメ　たとえば、絶滅の危機にある保護獣としてレッド・ブック・リ

ストに掲げられているジュゴン（Dugong�dugon）は、戦後になっても真珠貝漁業者の食料や

肝油ないし防寒油として商業的に捕獲されていたこともあったが、1960年代以降、その文化

的価値に配慮して、先住民にのみ捕獲が許可されている。しかし、その適用技術には伝統的

な銛しか認められず、パプア側で行われていた網や銃による狩猟は禁止され、海峡西部に狩

猟禁止区域も設定されている。しかも、先住民のあいだでも肉の売買は一切禁止され、もっ

ぱら自給用に限定されている。一方、非先住民には捕獲ばかりか肉の冷蔵保存の禁止など、

数ある指定漁種のなかでも、もっとも厳しい制限も課されている。

　海峡に生息するウミガメのうちで自給用の食糧になっているのはアオウミガメ（Chelonia

mydas）だけである。ベッコウガメ（Eretmochelys�imbricata）は捕獲しても、今日甲羅は売

買の対象となっていない。しかし、それらの卵はいずれも食糧となっており、ウミガメ研究

者たちはアオウミガメの捕獲よりも種の保存にとって危惧視している。ウミガメに関しては、

禁漁区を設けていない点をのぞき、ジュゴンと同様な取りあつかいがなされている。いずれ
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表２ トレス海峡保護地帯における漁業調整規則

漁労・狩猟対象 調 整 規 則 適 要

・伝統的住民にのみ許可 ・非先住民には狩猟禁止
ジュゴン・ ・適用技術は銛猟のみ
ウミガメ ・禁猟区内での捕獲禁止

・網・銃の使用の禁止
・肉・製品の売買禁止

・死貝採取の禁止 ・非先住民漁業者への船舶・
真珠貝 ・捕獲サイズの規制 漁業免許の規制

・適用技術は潜水のみ

サワラ ・適用技術は引き釣、手釣
・商用サイズは 以上450mm

・適用技術は素手、手槍 ・非先住民業者への船舶・
ロブスター （素潜りか、潜水装置による） 漁業免許の制限
（イセエビ） ・ 、 月潜水装置の禁止 ・エビトロール船による10 11

・商用サイズは尾 以上 捕獲の禁止100mm
・自給用一人３匹，一船６匹
（遊漁 同）

・ 月１日～３月１日禁漁 木曜島－ヨーク岬間航路12 ・
・３月１日～７月 日ワリアー での操業制限31
礁の東部領域禁漁 ・非先住民系漁業者による

エビトロール ・ワリアー礁の西部およびダン 漁場への入出日の告知
リィー島周辺は周年禁漁 ・船の長さ、網目サイズ、

網長の制限
・航海日誌提出の義務
・船舶・漁業免許数の凍結

・釣漁の針数は１ラインにつき
６本以下

・１船舶につき、３装備以下
・商業漁業の対象魚種による
サイズ捕獲制限

・バラバンディ、 月１日正午11
～２月１日正午捕獲禁止 ・ ° ′ ″以西142 31 49

魚 類 ・網漁、網長、錘子、網目 の一部海域での釣漁は
サイズの制限 ・伝統的漁業を除き、禁止

・刺網漁、浮き・灯りの数、
色を含め網マークの制限

・ ° ′以西および °142 09 142
′以東の一部、 ° ′09 10 28

の北部は網漁禁止
・船身は ｍ以下20

・雌カニの捕獲ないし所有禁止
・船身 ｍ以下14

カニ類 ・捕獲装置の数 以内50
・ワタリガニの捕獲・所有禁止
・殻長 以下捕獲禁止15cm

・手ないし非機械による
捕獲に限定

80mm 125mmタカセガイ ・最小 ～最大
に限定（伝統的漁労は除く）

・保護地帯内は トンの150
総量規制

ナマコ類 ・禿参（ ）捕獲の禁止 ・ 年以後、非先住民系sandfish 1995
・種類別の捕獲最小サイズの制限 への免許不許可

（ ）TSPZJA Annual Report 1998-1999
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にせよ、ジュゴンとウミガメについては、持続しうる捕獲許容量という問題と並んで、生物

多様性条約にもとづく自然保護という白人社会の名分が大きな意味をもっており、政府や研

究者と先住民とのあいだでは緊張がつづいている。

　貝類　1860年代から１世紀のあいだ、海峡の歴史を形づくった真珠貝（シロチョウガイ、

クロチョウガイPinctada�margaritifera）は少し資源回復のきざしもみえているようだが、

目下の需要先が海峡にわずか１経営体となった真珠養殖場にかぎられるため、20,000個前後

が２隻のボートで捕獲されるのみである。後述するイセエビ漁の途中で発見される真珠貝も

養殖場に１個20A$で直接取り引きされている。また、クインズランド州政府は生物資源保護

のために他地域からの真珠貝のもちこみも禁止している。この漁種については、目下は需要

が低いこともあり、資源保護を最優先し、死貝の捕獲禁止、真珠養殖に最適のサイズと産卵

個体の保護を考慮した最大・最小捕獲サイズの制限、それに伝統的な潜水（素潜りないし潜

水器具）以外の漁法も禁止されている。

　タカセガイ（Trochus�niloticus）は後述するイセエビ漁に比べると、市場価格が低いため

に、価格が上昇したおりにのみ操業されている。操業時には採取が容易なために、青壮年の

男性ばかりか女性や子供にとって重要な現金収入の対象になる。そのため、保護地帯内のタ

カセガイ漁は先住民にのみ許可されているが、資源管理の調整規則としては、旧来からの素

潜りかスキューバないし潜水器具（フッカー）のみによる伝統的漁法かそれに近い漁法に限

定されている。また捕獲サイズを80mm～125mm、さらに捕獲総量の上限を150トンに定めてい

る。目下の漁獲高は総量規制以下であり、政府は先住民の参画をうながしているが、市場価

格の振り巾が大きく、低価格のおりには仲買業者も取りあつかわないために、年によっては

まったく操業されないこともある。

　ナマコ　ナマコもほとんど先住民により商業目的で採捕されている。旧来から自給的な利

用はみられない。1995年以前、浅水域で採捕の容易さと高値のために大量採捕された禿参（H

olothuria�scabra）の資源減少がいちじるしく、1998年から採捕禁止となっている。現在は

黒参（Holothuria�nobilis）と白岩参（Holothuria�fuscogilva）、それに梅花参（Thelenot

a�ananas）が採捕され、1997年115（梅花参57、黒参・白岩参29、その他29）トン、1998年11

5トン（梅花参80、黒参・白岩参20、その他15）トン、1999年40（梅花参15、黒参・白岩参23、

その他12）トンの水揚げがなされた。資源量については、禿参が1990年代前半の大量採取の

ために激減している以外、他の種についてはよく分かっていない。比較的深みに生息するも

のや値段の安いものについては、いまだ余裕があるようである（TSPZJA�2001:34）。そのた

め、調整規則においては、黒参・白岩参260トン、梅花参260トン、その他80トンの総量規制

と、採捕最小サイズについて黒蟲参15cm、黒参25cm、白岩参32cm、梅花参30cm、烏丸参12cm

の採捕制限を行っている。それ以外に漁法としても、潜水器具（フッカー）を禁止して、も

っぱら素潜りによる素手での採取とこれも伝統的漁法に限定している。使用漁船も７m以下の

先住民のディンギーであり、それに唯一人非先住民で免許を得ている者にも、先住民の乗り

組みを義務づけているのである。
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　真珠貝については、トレス海峡条約締結以前に免許を取得している非先住民も多いが、タ

カセガイとナマコについては、もっぱら先住民の漁業となっている。それらの市場価格が低

く、先住民の商業的漁業をそれに託すことは出来ないが、後述するように、単一の漁種に頼

ることは豊度の高い海であっても資源の枯渇を招きやすく、持続可能な漁業のためには、多

様な漁種の存在は不可欠である。

　イセエビ（ロブスター）　近年の20年以上にわたり、先住民の主要な現金収入となってき

たのはイセエビ漁である。1960年代までは、商業漁業としてもっぱら真珠貝・タカセガイ・

ナマコが採取されてきたが、1970年代に入り輸出品目として注目をあびはじめ、1980年代か

ら今日まで先住民による商業的漁業の中心となっている。1990年代に入り、香港・シンガポ

ールへ向けた生エビの捕獲も行なわれている。

　この漁業も資源量の増減を免れてはいない。比較的統計の整備されたこの10年ほどをみて

も、1989年に240トンを超える水揚げを記録したのち、1991年と1992年には150トン前後に落

ち込んでいる。それ以後1998年まで徐々に回復して、1989年に近い数値にまで持ち直したが、

1999年と2000年に到っては激減し、いまだ回復のきざしをみせていない。これまでの経過の

中で、トレス海峡保護地帯合同庁は調整規則として他漁種であるエビトロール船によるイセ

エビ捕獲の禁止、とくに産卵場移動経路への網入れ禁止、最小捕獲サイズの制限、潜水器具

（フッカー）使用の季節的禁止という措置を講じ、1998年段階における漁獲高を持続しうる

水準と半ば保証してきたのであるが、1999年からの突然の資源減少に対して、理由が不明な

まま、2002年10月に新たな調整規則の設定を行っている。すなわち、素潜りよりも深水域で

の採捕が可能な潜水器具（フッカー）使用の禁止期間を10、11月の２ヶ月間から10月～翌年

１月までの４ヶ月間とし、商用捕獲サイズもそれまでの尾100mm、背殻長80mmから、尾115mm、

背殻長90mmに制限を厳しくしたのである。この場合も漁法としては潜水によるヤリか、生エ

ビ捕獲の場合掬い網に限定されているのである。

　この漁種には、漁業免許および船舶免許の点で、先住民に今後の優先権が与えられている

が、旧来からの既得権として非先住民にも許可されており、先住民の多くが小型の６ｍ以下

のディンギーを用いてアイスボックスか、あるいは無装備で操業するのに比べ、非先住民は

冷凍庫を備えた母船と複数のディンギーによる企業的な操業形態をとり、好漁時には生産高

の点で決定的なちがいが出る。また、先住民社会では個別の２、３人の家族グループや親族

グループで操業し、かれらのあいだでは雇用－被雇用という職階関係に馴染まないので、同

一の海洋資源を先住民と非先住民が競合する場合、操業に当たって同一の調整規則のもとで

行うことには問題を残すことになる。さきほど述べた資源の激減にしても、その理由が過剰

捕獲にあるならば、その責をどこに求めるのか、充分な吟味が必要であろう。

　エビトロール　一方、多くの非先住民系漁業者が従事するエビトロール漁業は、1970年代

になって、クインズランド東部海岸の白人漁業者たちが海峡まで操業域を拡大したものであ

る。

　禁漁期間と禁漁区域の設定のほかに、非先住民には漁場への入出漁日の申告、操業日数の
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総量規制、船身・網目サイズ・網長の制限、航海日誌提出の義務付、とくに船舶・漁業免許

数の凍結と譲渡・相続の規制など厳しい制約を課している。

　保護地帯合同庁は上記のような非先住民への規制に加え、行政需要を抑えるために、エビ

トロール漁業の管理費を受益者負担にすることを決め、1997年から漸次40％、70％、100％と

３年間で増額している。しかも、1999年の中頃には、エビトロール船によるイセエビなどの

副産物捕獲の制限もくわえた。しかし、海上でのことであり、漁業における管理はきわめて

むずかしい。漁獲額からいえば、このエビトロール漁業が数値に表れるトレス海峡最大の漁

業であり、総漁獲額の80％近くを占めている。たとえば、1998年の漁獲金額をみると、非先

住民をふくめたイセエビ漁の漁獲額が800万ドルであるのに対して、2,600万ドルである。と

ころが、先住民は目下のところこの漁業を手がけてはいない。合同管理庁は先住民に３つの

ライセンスを割り当てているが、その装備に掛かる費用や何よりも操業の技術、漁獲物の品

質管理など、目下の先住民には手におえず、そのライセンスは休眠状態にある。そのために、

非先住民系のエビトロール船による藻場の破壊やイセエビの違反操業、産卵移動経路への網

入れなど、漁場荒廃や資源破壊のうわさは絶えず、先住民の間に不満をつのらせている。

��以上のように、漁業調整規則をつうじて、この海峡の海洋資源の利用については、先住民

に優先権を与えている。トレス海峡条約の前文にあるように、たしかにこの地域の「伝統的

住民」を保護している。しかしながら、一方、その条文は、先住民の漁業権を伝統的に漁業

を行っていた領域に限定しているし（Haigh�1993）、しかも、国際的な資源保護・環境保全

という観点から、その漁業手段および技術の大半を「伝統的漁法」に制約しているのである。

さらに、上記のような漁業調整規則の遵守という国内問題とならんで、外国からの密漁、密

入国、防衛、検疫といった国際問題に対処するために、白人政府はトレス海峡条約締結以前

にも増して、この海域のパトロールや島々への査察の頻度を高め、監視が強化されているの

である。それゆえに、先住民のリーダーは「最初、その条約が実施された段階では俺たちの

権利を守ってくれるものと思っていたが、今となってみると、俺たち以外のものを守ってい

るようにしか思えない。これが俺たちをいらいらさせる問題なんだ」（Lui�1994:71）と口を

ついて出てくるのである。

　その他の表２にある指定漁業種についても、今後の漁業免許は先住民にのみ優先的に与え

られることになっている。しかしながら、それはあくまで連邦および州政府の漁業法の枠内

における措置であり、先住民の頭越しに変更もありうるのである。こうした先住民のおかれ

た現状と漁業調整規則に対して、先住民がいかに対応しようとしているのか、また今後どの

ような問題点をふくんでいるのかについては拙文に略述したので、それに譲ることにしよう

（松本�2002）。

　いずれにせよ、「先住民」が国際的な関心事となり、目下海峡の人々が先住民として自治

の拡大をもとめ、その基盤としての経済的な自立をこの海域の海洋資源に託し、海の先住権

原を回復しようとしている脈絡にあっては、資源管理の問題はたんに生物資源の管理にとと

まらず、きわめて政治的な意味合いをふくむものとなっている。したがって、今日の先住民
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の海洋資源利用は国際的なグローバル・スタンダードである海洋資源の管理という問題に解

消することはできない。

それに、かれらにとって、海の世界は漁労活動や漁業の対象であると同時に、社会関係や価

値のよりどころ切り離せない。それは白人社会の機能的に専門化した生物経済的な資源とか、

法制度のなかの漁業する諸権利といった文化の質とは異なる生活経験に根ざしたホリスティ

クな多くのものをふくんでいるのである。
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２０１

写真１  陸揚げされたジュゴ

ンと戯れる少年

たち

(トレス海峡・マビアグ

島）

写真２ 日常的な風景：

ジュゴンの解体と幼女

たち

(トレス海峡・マビアグ

島）

写真３ ジュゴンと狩猟

の時の銛の構え方

(トレス海峡・マビアグ

島）



２０２

写真４ ジュゴンの解体

時、腹に薄くナイフを

入れて脂肪層の確認

(トレス海峡・マビアグ

島）

写真５ ジュゴンの解体

(トレス海峡・マビアグ

島）

写真６ ジュゴンの母乳

の重金属汚染を調べる

オーストラリアの研究者

(トレス海峡・マビアグ

島）



２０３

写真７ 解体されるまで

浜辺に放置されるアオ

ウミガメ

(トレス海峡・マビアグ

島）

写真８ アオウミガメの

石蒸し料理

(トレス海峡・マビアグ

島）

写真９ ウミガメの卵の

採集

(トレス海峡・マビアグ

島）



２０４

写真 10 魚類のもっとも

一般的な手釣り漁

(トレス海峡・マビアグ

島）

写真 11 手釣り漁による

ヒラアジ・フエフキダイ

など

(トレス海峡・マビアグ

島）

写真 12 サンゴ礁魚の代

表種、ハタ類

(トレス海峡・マビアグ

島）



２０５

写真 13 ヤリによる魚類

の潜水漁

(トレス海峡・マビアグ

島）

写真 14 伝統的漁法の

1 種、石干見（ダンリー

島）

写真 15 パプア南西岸

（マワタ村）の魚毒漁



２０６

写真 16 素潜りで行わ

れるイセエビ（ロブス

ター）漁

写真 17 生エビ（ロブスター）

も取り扱う仲買業者

（木曜島）



１ マビアグ島近海における魚類と資源利用Appendix

方 名 学 名 和 名 漁 法 備 考

ｱｳﾇ（ ） エイの一種 ヤリ サンゴ礁内aunu Taeniura lymna

ｱｻﾞﾑ（ ） アイゴ科（ｺﾞﾏｱｲｺﾞ）azam sSiganus guttatu

ﾊﾞﾀﾞｰﾙ（ ） ミシマオコゼ科badar Ichthyscopus lebeck

batha iar, maianﾊﾞｰﾀ（ ） アカメ科 刺網Lates calcarifer

ﾊﾞｲｱｸﾞ（ ） ﾃﾝｼﾞｸﾀﾞﾂ、ｵｷｻﾞﾖﾘ ヤリ、手釣 汽水域にもいるbayag .Tylosurus spp

ﾊﾞｲﾀﾞﾑ（ ） 大型のサメ一般baidam

ﾍﾞｲｻﾞﾑ（ ） 中型のｺｶﾞﾈｼﾏｱｼﾞ 手釣 引潮時濁水の中で策餌beyzam Gnathodon speciosus

ﾋﾞﾀﾞｲ（ ） イカ類bidhay

bila dangal wapﾋﾞﾗ（ ） ベラ、ブダイChoerodon albigena

ﾌﾞﾙｰﾋﾟｽ（ ） シロクロベラblupis* Choerodon schoenleinii

ﾌﾞｰｸﾞ（ ） ハマギギ科 手釣、刺網bug .Thachysuridae fa

but ,ﾌﾞｰﾄｩ（ ） Terapon theraps

ヨスジシマイサキ 手釣Pelates quadrineatus

ﾀﾞﾑ ｶﾀﾞｰﾙ（ ） タツノオトシゴ 海藻中のワニE damu kadal Hippocampus spp.

E dakal bila) bila, unaﾀﾞｶｰﾙ ﾋﾞﾗ（ ｼﾛｸﾛﾍﾞﾗ、ﾐﾔｺﾍﾞﾗ 顔が大きいChoerodon schoenleinii

E diamon pis* pouka, purkaiﾀﾞｲｱﾓﾝ ﾋﾟｽ（ ） マダラトビエイAetobatus narinari

ﾄﾞｩﾌﾞ（ ） ､ スギdubu Rachycentron canadus

ヨコシマサワラScomberoides commerson

iai kamusar, imｲｰｱｲ（ ） トラフザメStesgostoma varium

ｲﾊﾞｲ（ ） クロハギ亜科 ヤリ ｺｲ ﾏｻﾞ礁に多くいるibai EAcanthurus xanthopterus

ｶﾞﾙﾝ ） コブダイ コイ・マザの外(garun Semicossyphus riticulates

ｶﾞﾌﾟｰ（ ） ナガコバン 手釣gapu Remora remora

ｶﾞﾙｰﾑ（ ） サラサハタ ヤリ 手釣 コイ・マザに大型garum ,Cromileptes altivelis

ｺﾞｳﾙ（ ） アナゴ科、ウナギ科gaur

ｶﾞｲｶﾞｲ（ ） 手釣gaygay large spotted trevallyCaranx melampygus

(November, breeding condition)

ｶﾞｲｶﾞｲ ｳﾊﾞｰﾙ（ ） カスミアジ 手釣 月 産卵期E gaygay ubal 11Caranx melampygus

ｹﾞｰﾙ（ ） ウミヘビ科ger Hydrophis elegans

ｷﾞﾙﾌﾞ（ ） ウミヘビ科gilb Ophichthyidae fa.

ｸﾞｲｴﾙ（ ） アカエイ科 ヤリguier Dasyatis sephen

im eai, kamusarｲｰﾑ（ ） オオセ（カラクサオオセ）Oretolobus ornatus

ｲﾀｰﾙ（ ） ネコザメitar Heterodontus

ｶﾊﾞｰﾙ（ ） イケカツオ 手釣、刺網kabar Scomberoides commersonianus

ｶﾀﾞｰﾙ ﾄｩﾌﾞ（ ） コチ（クエゴチ）E kadal tubu Butis butis

ｶｲｶﾞｽ（ ） サカタザメ科 ヤリ、手釣kaigas Rhinobatidae fa .

ｶｰﾙ（ ） ブダイ科 手釣 厚い唇 ﾘｰﾌ際にいる、kal .Scaridae fa

周囲の岩で色を変える
Selenotoca multifasciataｶﾙﾑｲ（ ）karumui

クロホシマンジュウダイScatophaus argus

ｶｳﾘ（ ） アカククリkauli Platax spp.

ｶｳｴﾙ（ ） ロクセンヤッコダイkauer Arusetta sexstriatus

ｸﾋﾞﾑ（ ） アイゴ科（ｱﾐｱｲｺﾞ） ヤリ 周囲の岩で色を変えるkubim Siganus spinus(chrysospilos)

parsa

ｷﾀﾙ（ ） トラフザメkital Stegostoma fasciatum

ｸｲｸﾏｯｸ（ ） ヨスジフエダイ リーフにいるkuikumak Lutjanus kasmira



方 名 学 名 和 名 漁 法 備 考

アヤコショウダイPlectorhynchus goldmanni

オシャレコショウダイ ｺｲ ﾏｻﾞのサンゴ礁Plectorhynchus flavomaculatus E

Lagocephalidae fa.ｺﾙﾝｶﾞ（ ）kornga

キンチャクフグ科 牙があり、かみつくTetradontidae fa

ｸﾋﾞ（ ） 刺網、ヤリkube giant herringElops hawaiiensis

サバヒーChanos chanos

ｸﾌﾟｰﾙ（ ） キス科 手釣、投網kupur Sillago sihama

ｸﾙｰﾌﾟ（ ） ハタ類（ヤイトハタ） 手釣 大型 口を開いて餌のkurup Epinephelus genus

やってくる魚を待つ
ﾏﾀ ｸﾙｰﾌﾟ（ 小さなハタ科E mata-kurup)

ｸﾙｼ（ ） シュモクザメkursi Sphyrna lewini

ｸｲｸﾏｯｸ（ ） オシャレコショウダイkuykumak Plectorhynchus flavomaculatus

ﾘｰ（ ） ツバメウオ、アカククリ 口先に特徴、サメの上にlee Platax spp.

murいる
mad murisﾏｯﾄﾞ（ ） アオチビキ 手釣Aprion virescens

ﾏｲﾊﾟｯﾌﾟ（ ） トラギスの一種maipap Parapercis hexopthalma

ﾏｯｹｰﾙ（ ） ボラ科 リーフの内側maker Mugilcephalus

ﾏﾀｲ（ ） シマアジmatai

ﾏﾀｲ（ ） コガネシマアジmahtai Gnathonodon speciosus

ﾒﾙﾊﾟ（ ） ウツボ科 イセエビを採ろうとするmerpa Gymnothorax favagineus(priodon)

と噛み付く バリアーで
高瀬貝の時代によく見た

ﾒｳﾜｯﾌﾟ（ ） テンジクイサギ 手釣 よく脂がのり、うまいmeuwap Kyphosus vaigiensis

藻の中にいて、クキの季
節に多くいる

ﾐﾙ（ ） カワハギmilu Balistidae fa.

ﾑｲｴﾝ（ ） ノコギリハタ 手釣、ヤリ に類似muien barramundiPsammoperca waigiensis

ﾓｱｶﾝ（ ） スジモヨウフグmoakan Arothron immaculatus

ﾑﾄﾞｩｯﾄﾞｩ（ ） センニンサヨリmudud Tetraodon immaculatus

medud,pitai,zaberHemipamphus quoyi

ﾑｯｶﾞﾘ（ ） カマス科 引釣mugari Syhyraena barracuda

ﾑｰﾙ（ ） ツバメウオ、アカククリmur Platax pinnatus

ﾑﾙｸﾞﾀﾞｰﾙ（ ） ボラ科murugdal Mugilidae fa.

E night pis* muienﾅｲﾄ ﾋﾟｽ（ ） ノコギリハタ 手釣Psammoperca waigiensis

E ngur kubil bezam, zurmoi, matai,kusaﾇｰﾙ ｸﾋﾞｰﾙ（ ） コガネシマアジ 引釣、手釣Gnathodon speciosus

padag angelfish peudakﾊﾟﾀﾞｯｸﾞ（ ） Euxiphipops sextriatus

ﾊﾟﾀﾞｰﾙ ﾜﾋﾟ（ ） マルコバンE padal wapi Trachinotus blochi

i pumpkin headTrachinotus bailloni コバンアジ
paiad pouadﾊﾟｲｱｯﾄﾞ（ ） ハマフエフキLethrinus fletus(nebulosus)

ﾊﾟｰﾏ（ ） センネンダイparma Lutjanus sebae(malabaricus)

ﾊﾟﾙｻ（ ） アイゴの一種 ヤリ、手釣 周囲の岩で色を変えるparsa Siganus lineatus(doliatus)

刺す
pelith redpis*ﾍﾟﾘｰﾄ（ ） アカハタEpinephelus fasciatus

peukudum peukﾍﾟｳｸｳﾄﾞｩﾑ（ ） イシダイ ヤリ、手釣Plectorhynchus pictus

ﾍﾟｵｯｸ（ ） コショウダイpeok Plectorhynchus uigrus

ｸﾐﾀﾙ ﾋﾟﾀｲ（ ） ホシサヨリ 長いくちばしE kumital pitai Hemirhampus far

zaber, medud, turur



方 名 学 名 和 名 漁 法 備 考

ﾊﾟﾀﾗｲ（ ） ハリセンボン科 黒い斑点patalai .Didontidae fa

pouad paiadﾌﾟｱｯﾄﾞ（ ） フエダイ、マダイLethrinus fleutus(nebulosus)

pukay purkai, diamon pis*ﾌﾟｶｲ（ ） マダラトビエイAetobatus narinari

ﾌﾟｱｶﾝﾜﾋﾟ（ ） トビウオpuakanwapi .Cypselurus spp

ﾌﾟﾘｲ（ ） メジロザメ科（ﾈﾑﾘｻﾞﾒ）purii Carcharhinus melanopterus

pukai poukaﾌﾟｶｲ（ ） トビエイAetobatus narinari

ﾌﾟﾙｶｰﾙ ﾜﾋﾟ（ ） キンメダイ科E purkal wapi Bericidae fa.

redpis* pelithﾚｯﾄﾞﾋﾟｽ（ ） アカハタEpinephelus fasciatus

ｻｲﾅ ﾋﾟｽ（ ） マガシラ 肉が赤いE sayna pis* Pentapodus setosus

ｼﾋﾞ（ ） マグロ 引釣 バドゥ沖sibi Thunuus spp.

ｽｰﾚ（ ） タカサゴ類 ﾘｰﾌ際、ﾘｰﾌ、餌を撒くsule Caesio cuning

と海面にのぼってくる
ﾀｲﾒｰﾙ（ ） アカエイ科taimer .Dasyatis fa

takam kurupﾀｶｰﾑ（ ） ﾖｳﾊﾀ､ｶﾝﾓﾝﾊﾀ 手釣 サンゴ礁上Epinephelus merra(megachir)

ﾀﾆｯｸ（ ） イッテンフエダイ 手釣tanik Luthanus russelli monostigma（ ）
tredpis* (?) sorPolyductylus sheridani コノシロ
ﾄｩﾌﾞ（ ） コチ科 手釣、ヤリtubu Platycephalidae fa.

tulup guerﾄｩﾙｰﾌﾟ（ ） アカエイの一種Dasyatis sephen

ﾀﾋﾟﾑﾙ（ ） エイの一種tapimul Urogymnus asperimus

udhum iril,bilaｳﾄﾞｩﾑ（ ） ヒブダイ（ｷﾂﾈﾌﾞﾀﾞｲ属）Scarus ghoban

ｳﾆｱｰ（ ） ハコフグ科unia Ostracion tuberculatus

urdum kalaｳﾙﾄﾞｩﾑ（ ） ブダイ科 ヤリ、手釣Scaridae spp.

ｳﾙｻﾞｯｸ（ ） ブチアイゴurzak Siganus chrysopilos

ｳｰｼﾞ オコゼ科、カサゴ科(uzi) Synanceia spp.

ｳｼﾞﾍﾟﾙ（ ） ゴンズイuziper Peristrominous dolosus

ｳﾇｸﾌﾞｰﾙ（ ） アマダイ科unukbur Branchiosteglidae fa.

unukubu bluepisｳﾇｸﾌﾞ（ ） クサビベラChoerodon schoeleinii

warui walsﾜﾙｲ（ ） ゴンズイPlotosus anguillaris

E waytpis* mathayﾜｲﾄ ﾋﾟｽ（ ） ヒラアジGnathonodon speciosus

ｳｴｲﾇ（ ） イワシの一種 ヤリ、投網ueinu Nematolosa come

ｳｲｯﾃｨ（ ） スジアラwiti Plectropomus spp.

ﾔﾗｲ ﾜﾋﾟ（ ） イトヒキアジE yelaywapi Alectis indica

zabier pitai,medud,tunur,tatul zaberｻﾞﾋﾞｴﾙ（ ） サヨリ 網、手釣Hemiramphidae fa.

zormoi bezam, kusaｿﾞﾙﾓｲ（ ） 小型のコガネシマアジGnathodon speciosus

同定の作業は東海大学海洋学部編『魚類図鑑―南日本の沿岸魚』により、 ［ ］も参考Johannes and Macfarlane 1991

にした。




