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海洋資源の利用と管理をめぐる研究の成果と今後の課題

岸上伸啓

（国立民族学博物館）

（１）　成果の概要

　基盤研究Ａ（２）「先住民による海洋資源利用と管理」（平成 11 年度から平成 13 年度

まで）の成果を、海洋資源の管理に着目しながら要約し、整理してみたい。

　岸上の第１報告は先住民資源論とは何かについて事例をあげ、説明したものである。岸

上は先住民資源論の目標は「人類全体が資源を将来も持続して利用しうるようにしながら、

先住民が日々の生活で資源を利用することを可能にするためにはどのような方策や選択肢

があるかを調査し、提言すること」であると主張した。第２報告ではカナダ・ケベック州

極北地域におけるシロイルカ資源の管理について紹介している。後者では政府と資源利用

者による共同管理の効果的な運用がいかに困難なことであるかを示し、地元での資源利用

者側の自主的かつ積極的な参加がなければ効果的には機能しないことが指摘されている。

　岩崎の報告は、シロイルカ資源の共同管理に成功してきたカナダ北西準州（西部極北地

域）のイヌヴィアルイトの事例とこれからサケ資源の共同管理を開始しようとするブリテ

ィッシュ・コロンビア州の北西海岸先住民の事例を比較した研究である。岩崎は、共同管

理を行う上で、政府側と資源利用者側の相互理解の必要性と対等なパートナーシップの重

要性、「伝統的な生態学的知識」を「科学的な生態学的知識」で補いながら資源利用者が

自主的・積極的に資源管理に取り組むことの重要性を指摘している。さらに共同管理が効

果的に運営されるためには、異なる価値観や文化の対立を乗り越えることが重要であるこ

とが指摘されている。

　大村の報告は、カナダのヌナヴト準州における野生生物の管理制度に関するものである。

彼はヌナヴト野生生物管理委員会における「伝統的な生態学的知識」の活用の現状と問題

点を、委員会の役割や組織、シロイルカとホッキョククジラを例に挙げて紹介し、検討し

ている。「科学的な生態学的知識」とイヌイットの「伝統的な生態学的知識」を無理に統

合するのではなく、問題ごとに両者を参照しながら協議し、資源管理の方針を決めるとい

う同委員会の実践を高く評価している。そのうえで、同委員会は生物種ごとの管理を原則

としており、これは近代科学の基準に基づくものであり、全体論的な「イヌイト」の「伝

統的な生態学的知識」が細分化されてしまっていると批判している。そしてイヌイットが

大地（ヌナ）と呼ぶ全体のバランスを維持するような資源管理の導入の可能性を指摘して

いる。

　大島の報告は、ロシアのカムチャツカ半島における先住民のサケ資源の利用に関するも

のである。先住民コリヤークは科学的な意味でのサケ資源の管理は行ってはこなかったが、

実際の漁労慣行を通して、結果としては資源管理を行ってきた点を大島は指摘している。
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ところが旧ソ連の崩壊によって社会経済制度が変わり、国家が先住民の資源利用を制限し、

実質的に先住民の漁業権が奪われることになった。さらに大企業や外国資本によるサケ資

源の乱獲による資源枯渇の可能性も出てきている。これらの背景として市場経済に移行し

たロシア政府が水産資源を国家の重要な歳入にしようとしていることがあげられるが、現

状はサケ資源に深く依存してきた先住民の生活を圧迫し続けている。

　谷本の報告は、ロシアのカムチャツカ半島に住むコリヤークの狩猟儀礼「ホロロ祭り」

に関する報告である。アイヌ民族をはじめユーラシアや北アメリカ大陸の北方諸民族の間

では豊猟を祝い、獲物やその主に感謝を捧げて、獲物の魂をあの世に送り、再生を願う送

り儀礼が存在している。ホロロ祭りもそのひとつである。彼らは動物資源や漁業資源に直

接、手を加えるという管理は行わなかったが、宗教的な狩猟儀礼を実践することによって

資源の再生や維持を願っていたのである。この実践も広義の資源管理と言えるだろう。

　秋道の報告は東南アジア、特にインドネシアのサンゴ礁で捕獲され、複数の民族集団に

属する人の手を経てシンガポールや香港、日本、欧米などを最終消費地として流通してい

る活魚（熱帯魚やハタ）に関する報告である。その中では、サンゴ礁における破壊的漁業

とサンゴ礁の海洋環境とそこに住む魚貝類の資源管理に関する問題も指摘されている。そ

して秋道はサンゴ環礁で生活を営む漁民やその地域の文化的なしきたりや社会・経済的な

制度に即した規制をもうけ、住民による主体的な水産資源の保護と利用が行われなければ、

サンゴ礁の資源や環境は保全できないと主張している。

　赤嶺の報告は南北アメリカ産やフィリピン産のナマコの流通や特徴に関するものである。

赤嶺はフィリピン南沙諸島におけるナマコ漁やナマコの商業流通に関して現地調査を行い、

ナマコの生産や流通がシンガポールや香港、中国本土の華人の食文化や需要と密接に関係

していることを実証的に調査してきた。今回はさらに、その視野が北米大陸にまでおよび、

華人の拡散とともに、ナマコに対する商業的な需要がグローバル化してきたことを報告し

ている。ナマコのような「特殊海産物」は、市場の需要いかんによって枯渇化される可能

性のある水産物であると言えよう。

　竹川の報告はソロモン諸島のマライタ島に住む漁民の伝統的生態知識、特に認知地図に

関するものである。彼はこの論文の中で、文化社会的な活動が人々の空間認知のあり方を

規定していると主張している。マライタ島の事例を用いて、カヌーによる移動、特定の土

地に固執しない漁労という生業が彼らの意識の中にネットワーク的な、農耕民とは異なる

認知地図を発達させたことを例証している。漁民の資源利用と漁民の伝統的生態知識との

関係は、後者と資源管理のやり方とともに重要な研究課題であると言えるだろ。

　松本の報告はオーストラリアのトレス海峡諸島民の海洋環境認識や海洋資源、資源管理

（トレス海峡保護地帯の漁業調整規則）に関するものである。報告の中で、松本は「先住

民」、「資源」、「管理」を並列にして同時に語るときの政治性を指摘するとともに、先

住民にとっての海域は単なる経済領域だけであるのではなく、社会関係や価値観と深く関

係しており、彼らの慣習的海洋保有（Customary Marine Tenure）の重要性を指摘する。
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さらに、パプアニューギニアとオーストラリアとの間で締結されたトレス海峡条約下にお

ける海洋資源の管理の現状と問題点を指摘している。海洋資源やその捕獲活動に関するイ

ギリス系オーストラリア人の考え方と先住民との間には大きな質的なずれがあり、資源管

理にとっては大きな問題となっていることが指摘されている。

　松山の報告はオーストラリアのノーザンテリトリー・クローカー島に住むアボリジナル

の海水域に関する権利についての報告である。オーストラリア先住民は土地権についてオ

ーストラリア政府と政治交渉を行い、協定を取り結んできた。しかしこれまでは交渉の対

象は陸上の土地であり、海域や内水面はその対象とはならなかった。松山によるとクロー

カー島の周辺海域は水産資源を捕獲する経済領域であるとともに、ドリーミング・サイト

が存在する宗教的に重要な領域であることを指摘している。今後、海水域をめぐる先住民

の権利にかんする問題処理が重要な課題になる可能性を示唆している。

　以上、本報告書で取り上げられた主題の点からまとめると、キーワードとして共同管理、

生業と商業漁業、流通、先住民の海水域に関する権利をあげることができる。

　カナダの西部極北地域やヌナヴト準州、ヌナヴィク地域においてはシロイルカに関する

共同管理が利用者側の先住民と政府側の両者を巻き込んで行われている。報告によると西

部極北地域とヌナヴト準州では共同管理が効果的に機能している一方、ヌナヴィク地域に

おいては問題があることが分かった。共同管理の運用には、「科学的な生態学的知識」と

「伝統的な生態学的知識」を活用することが重要であるとともに、両者における文化的な

価値の相互理解の必要性や、先住民が主体的かつ積極的に管理制度の内側から参加し、実

施することの重要性を見て取ることができる。

　ロシアのカムチャツカ半島の先住民は、サケ・マス、海獣などの水産資源を意図的に「管

理する」ことはなかったが、実践としては管理が行われていたとの指摘がある。例えば、

種類を時期的に選別しながら捕獲を試みたり、送り儀礼によって資源の再生を祈るなどが

管理実践と考えられる。しかし旧ソ連の経済体制が崩壊した現在、利潤を求めるサケ・マ

ス漁業と先住民の生業漁労の間に対立関係が生じつつあり、適切な手段が講じられなけれ

ばサケ・マス資源の枯渇する可能性が高い。

　インドネシアのハタ類や熱帯魚、フィリピン産および南北アメリカ産のナマコは、市場

の需要に従い、開拓・捕獲され、流通される。これらの資源は利潤を求めた採補により枯

渇化する可能性があるうえに、毒物や火薬を利用する捕獲漁法によってそれらの水産資源

が生息する環境が破壊されつつある。地元において採補量や漁法を管理することは、地元

漁民の主体的な参加なくしては困難であると言える。

　オーストラリア先住民やトレス海峡先住民にとって海水域は単に経済領域として重要で

あるだけでなく、宗教や文化的にも重要であることが認識されており、先住民にとっての

海水域の権利の確立が次の課題になる。これは慣習法と立法の対立の克服の問題と置き換

えることができよう。

　カナダ西部極北地域のシロイルカ資源の事例のように、(1)先住民の生業にかかわる海洋
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資源が商業捕獲の対象とならず、(2)資源量も安定しており、(3)先住民が主体的に共同管理

に参加する場合には、共同管理は比較的効果的に運用されている。さらに、カナダやオー

ストラリアの事例に基づけば、先住民側の知識や認識が、共同管理の実施や権利問題の解

決においては重要である。そしてカナダやロシア、インドネシア、フィリピンの特殊海産

物の事例が示すように、ひとたび利潤追求のために捕獲されるようになると、資源の乱獲

により資源の枯渇化が発生する可能性が高い。これらのことを考慮すると、水産資源の利

用と管理については、地元の漁民がいかに積極的にかつ主体的に参加できる資源の利用・

管理体制を作り上げるかが最重要課題である。この問題は生業漁労の場合は比較的問題が

少ないが、商業漁業の場合には市場との関係や流通機構の統制なども考慮に入れる必要が

出てくるだろう。

（２）先住民による海洋資源利用と管理に関する高緯度地域と低緯度地域の比較

　今回の海外調査の成果を比較した結果、興味深かったのは太平洋の高緯度地域と低緯度

地域における生態条件と資源利用における大きな違いであった。

　秋道は別稿において、寒冷地域と熱帯地域の資源利用を、多種類の資源をできるだけ広

範囲に利用する戦略（「多種資源利用戦略」）と資源の多面的に利用する戦略（「資源多

面利用戦略」）の点から特徴づけている（秋道 2002:12-14)。秋道によると、資源の種類

数の少ない高緯度地域では短期的な「資源多面利用戦略」と長期的な「多種資源利用戦略」

の組み合わせが強調され、資源の種類数が多い低緯度地域では短期的な「多種資源利用戦

略」と長期的な「資源多面利用戦略」の組み合わせが重要になると言う（秋道 2002:14)。

これは寒冷地域と熱帯地域における資源利用の特徴差を指摘したものである（注１）。

　これまでの私自身と研究分担者の調査結果を、資源利用と管理の点から比較した結果を

まとめものが次の表１である。

　　　 　カナダ極北地域 　　熱帯地域 　トレス海峡諸島

　利用できる資源量 　種単位に豊富 　全体として豊富 　全体として豊富

　利用できる資源

　の種類と季節性

種類は少ないが、一

種あたりの個体数が

多く、大きい。広域

回遊をするものも多

い。季節性あり

　種類が多い

　季節性が少ない

　種類が比較的多い

　季節性が少ない

　漁業の主体と種類 　主に先住民の生業 地元漁民の商業漁業 　先住民の生業

　流通・消費 　原則として地元で 地元外に流通・消費 　原則として地元で

　資源管理体制 　共同管理 　実質的に管理無し 　規制あり

　資源の枯渇化 　可能性が小 　可能性が大 　可能性が小

表１　カナダ極北地域、熱帯地域、トレス海峡地域における資源の利用と管理
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　この表１では生業と商業に大別しているが、カナダ極北地域やトレス海峡諸島でも商業

目的の漁業は行われているし、熱帯地域でも自家消費用の魚介類捕獲が行われている点を

補足しておきたい。

　カナダ極北地域やトレス海峡諸島にすむ先住民は、それぞれカナダとオーストラリアの

政府によって先住民の権利が確立しており、自家消費のための資源利用は確立されている

ものの、商業捕獲については一定の規制が実施されている。極北先住民の生業捕獲は季節

ごとに特定の地域で、特定の資源を必要に応じて捕獲する。資源が減少した場合には、場

所を替えて同一の資源を捕獲するが、一定期間を経た後にもとの狩猟・漁労場所に帰る傾

向がある。以上のような条件下では、先住民の人口圧が限度を超える場合や商業捕獲と先

住民の生業捕獲とが競合しない限りは、資源が枯渇化することは少ない。さらに、カナダ

の極北地域では政府側と資源利用者による資源の共同管理が実施されている。そこでは先

住民の「伝統的な生態学的知識」が「科学的な生態学的知識」とともに資源管理を行うた

めに活用されている。

　一方、インドネシアやフィリピンの漁民は、仲買人や買い付け商社の指示で、ナマコや

ハタ、観賞用熱帯魚を売ることを目的として捕獲する傾向が見られる。熱帯地域の商業漁

民はナマコやハタなど特定の資源（特殊水産資源）がその地域でなくなるまで漁獲を行う

傾向が見られる。そしてその資源量が極端に減少すれば、再び、仲買人の指示に従って、

同じ地域で異なる資源を開拓・捕獲するか、異なる地域へ移動して同じ資源を捕獲する。

インドネシアなどでは個人的な捕獲規制やサシなど共同体による捕獲規制など資源管理が

行われているが、多くの水産資源はオープンアクセスだと言える。オープンアクセスの資

源に商品としての価値がある場合には、乱獲による資源枯渇の可能性が高い。

　資源量の管理に関して言えば、国家の規制の方が市場との関係よりも強い先住民の生業

の場合は資源管理が実行しやすいが、国家の規制よりも市場との関係がより強い商業漁業

の場合には資源の管理は難しいと言えよう。

　以上のように北の海域（高緯度地域）と南の海域（低緯度地域）では資源の利用や管理

において大きな差異が見られるのである。

　漁業資源をめぐる紛争や海洋汚染の問題は本書では触れなかったが、前者の問題に関し

ては、秋道・岸上編(2002)を読まれたい。後者の問題は広義の地球環境問題である。北極

海周辺の北方地方を中心に PCB や DDT など残留性有機汚染物質による環境汚染が進んで

おり、食物連鎖や出産・授乳によって有害物質がホッキョクイワナやアザラシなど水産資

源に伝達されるため、食料としての安全性が問題になってきた。生態系のメカニズムによ

って北方地域の環境汚染の方が、低緯度地域に比べより深刻である。このことから海洋資

源の管理には、その食料としての安全性の維持も入ることがわかる(岸上 2002)。環境化学

の専門家である田辺信介は化学汚染の問題は社会的・政治的な課題であり、科学絶対論で

は対応できない性格のものであると指摘し、問題解決における政策的価値判断（行政）の

重要性を主張している(田辺 2002)。

　資源管理とはきわめて西欧的な発想であり、すべての先住民が昔から意図的・無意図的



２２６

に実践してきたとは言えない。それは当事者が協議や試行錯誤によって作り上げていく社

会・経済的制度であると言えよう。そして現時点においては海洋資源管理とは資源とみな

されるものの「数量の維持」、「公平な利用と分配」、「安全性の維持」など少なくとも

３要素からなるものである。

（３）　今後の課題

　今回のプロジェクトによって、資源管理は単なる資源量の維持以上であることが明らか

になった。その運用については政府の見解や資源の利用者側の主張、市場の需要の動向な

どが複雑に絡んでおり、状況に応じた制度を作り出すことが必要である。その際に肝要な

ことは資源を利用する側の人々が主体的にかつ積極的に参加するような制度の構築の必要

性であろう。

　科研調査の結果、自家消費のために捕獲される水産資源と販売を目的として捕獲される

水産資源では、資源管理のやり方に大きな違いが見られることが予想される。前者の場合

には社会内で消費される以上の資源量は捕獲されない傾向がある一方、後者の場合には捕

獲量と収入が比例すれば、乱獲を引き起こす可能性がある。後者の場合の資源管理におい

ては、地域の外にある地球規模の市場の動向や国益、企業の目的などの要因が加わり、資

源管理が困難な場合が予想される。

　現代の先住民による資源の利用や管理はほとんどの場合、生態学的な条件とともに、国

家による規制（政治・行政）や商業生産（経済）のあり方とも深く係わっている。従って、

水産資源の社会的分配や商業流通とその資源管理との関係を現地調査によって解明し、特

定の条件下で可能な資源管理のモデル（複数の選択肢）を提起することが次の重要でかつ

緊急の課題のひとつとなる（注２）。

　注

（注１）熊鹿は熱帯・亜熱帯地域の温帯とは異なる条件として、(1)魚種が多い、(2)離島や

遠隔地が多い、(3)研究員の数が限られている、(4)自給漁業の割合が多い、(5)共同体意識

が強いという５点をあげている（熊鹿 1998:12-13)。

（注２）すでに特殊海産物の流通に関しては、鶴見(1990)、秋道（1995a, b, 2001, 2002）、

田和（1998）、赤嶺（2000a, 2000b, 2001, 2002）らによる研究が存在するが、温帯や寒

冷帯・亜寒冷帯や社会内分配までを視野に入れた比較研究は行われていない。
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