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����������東南アジアにおけるサンゴ礁活魚の交易に関する人類学的ノート

秋道　智彌

（国立民族学博物館）

（１）熱帯におけるサンゴ礁活魚の交易

��現在、都市の大きな水族館では極彩色の熱帯魚を飼育しているところがごくふつうに見

られる。水族館だけでなく家庭における観賞用熱帯魚(Ornamental� Tropical�Fish)の飼育

ブームは日本だけで見られるわけではけっしてない。アメリカをはじめ、ヨーロッパの各

国でもたいへんさかんである。アジアでは、タイ南部・プーケット、インドネシア・ジャ

カルタのアンチョール、香港のオーシャン・パーク、シンガポールのセントーサ島などに

ある水族館で多くの種類の観賞用熱帯魚が飼育されている。水族館の水槽で飼育されてい

るのは魚だけではない。イソギンチャクや貝類、エビ、カニなど、熱帯のサンゴ礁に棲息

するさまざまな海の生き物がいる。これらの生き物は間違いなく熱帯・亜熱帯のサンゴ礁

海域で捕獲されたものである。とくに東南アジアのインドネシアやフィリピン、太平洋諸

国やハワイ、カリブ海の国ぐに、インド洋の紅海、スリランカ、モルディブなど広範にわ

たって産地がひろがっている。そのなかでも、ハワイ、フィリピン、カリブ海諸国だけで

国際的な交易の大半を占めるとされている（Pyle� 1993）。

��おなじ水槽で飼われている熱帯のサンゴ礁海域に棲息する生き物であっても、鑑賞用だ

けでなく食用になるものもある。ハタ、フエフキダイ、エビ、カニ、貝類などがそうであ

り、これらの食材は香港をはじめとする中華海鮮料理屋の生け簀で扱われている。とくに

ハタ・ベラ類はもっとも人気がある。ハタ類は中国語で石斑魚と一般に呼ばれる。このな

かには、東星斑（スジアラ）、紅星斑（キジハタ）、芝麻斑（オオモンハタ）、青斑（アオ

ハタ）、老鼠斑（サラサハタ）などをはじめとする多くの種類が含まれる。蘇眉（ソーメ

イ）と呼ばれるメガネモチノウオはベラの仲間であり、体長１メートル以上に達する。青

衣（シロクラベラ）も小型ではあるが人気が高い。蘇眉は、活魚のなかでもっとも高価で

ある。つぎに高価なものが老鼠斑である。インドネシアのスラウェシ島南西部にあるマカ

ッサルと香港で調査をおこなった田和正和によると、1996 年の時点でマカッサルにおける

老鼠斑のキロあたりの卸価格は約 5,000 円、香港での卸価格約 7,500 円、海鮮料理店での

価格は約 22,500 円にまではねあがる（田和�1998）。ハタやベラ以外に、鮪魚（フエダイ）、

石頭魚（オニダルマオコゼ）、フエフキダイなども使われる。これらの魚はふつう「清蒸」

という調理方法で客に出される。これは、魚を丸ごと蒸してタレで味つけし、ネギ、ショ

ウガ、梅干、香草などを付け合わせたものである（張　 1995）。

　これらの食材も、もともと鑑賞用の魚と同様にサンゴ礁の海から活かしたまま輸送され

たものである。熱帯鑑賞魚や食用活魚の輸送は船か航空機による。船では船倉に生け簀を
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もつ船が利用される。空輸の場合は、プラスティック製の袋に海水と魚を入れて酸素を供

給して輸送する。小さな熱帯鑑賞魚の場合、１袋に数尾を入れる。なかには仲間同士でけ

んかをする種類もいるので、そうした場合は１尾づつ別に入れる。

　また、水族館で飼育される魚や生き物にたいしては、一定の時間間隔で餌が与えられる。

なるだけ長く飼育して観客に見せるわけであるから、これは当然である。これにたいして、

海鮮料理屋では、いずれ人間によって食される魚やエビに餌が与えられることはまずない。

いっぽう、サンゴ礁の現場では漁獲された魚が船や飛行機で輸出されるまでの間、数週間

から数カ月間、蓄養される場合にはもちろん餌が与えられる。インドネシアやマレーシア

の蓄養場で得た情報では、１日に１～２回、小型のアジやイワシなどが与えられる。これ

らの魚は底曳網やケーロン（固定式敷き網：kelong）で漁獲されたものである。タイでは、

マングローブの枝で組み立て、金網を張った直方体の籠でハタの稚魚を獲る。これを養殖

生け簀で体重が 1.2ｋｇくらいになるまで育てる。そして１日に２回、アジの餌が与えら

れる。蓄養にしろ養殖にしろ、生け簀は木製の枠に３ｍ四方、深さも３ｍの網を張りめぐ

らしたものが大体どこでも使用されている。生け簀場には番人がいて、餌をあたえる役割

と、盗難防止の見張りをする。イヌをよく見かけるのは、盗難の多いことを物語っている。

また、最近では台湾で生産されるハタの稚魚を東南アジアに輸出し、大きく育ててから新

たに中国や台湾に輸出する動きもある。しかし、タイに輸入された稚魚を密殖しすぎたた

めにほとんどが斃死したため大きな損害を被った事例がある（山尾　 私信）。

（２）サンゴ礁と特殊海産物交易の歴史

�サンゴ礁の生態系は非常に多様である。この生態系を構成するさまざまな生物は人間に

よって利用されてきた。サンゴ礁海域周辺に住む住民や漁民は食料として、あるいは交換

財や道具の材料としてサンゴ礁の資源を利用してきた。サンゴ自体も重要な資源である。

石サンゴ自体は壁や塀、垣などの建築材や人工島を造成するさいの礎石となったし、枝サ

ンゴは焼いて砕いたものが石灰の原料とされてきた（秋道　 1991）。石灰の粉はビンロウ

ジとコショウ科植物の葉とともに口内で噛む嗜好品として使用される。魚介類はいうにお

よばず食用の資源は多岐にわたる。さらに、貝やサメの歯や皮、ベッコウなどは、漁具、

戦闘用武器、装飾品、貝貨、日常の容器など、生活のさまざまな局面で利用されてきた（秋

道　1995）。

　以上のような現地消費型のものではなく、現地の社会ではほとんど利用されることがな

く、もっぱら輸出用に使われる資源がある。これらを総称して特殊海産物と呼ぶことがあ

る（鶴見　1990）。このなかには、観賞魚や食用の活魚のような生きた状態ではなく、乾

燥ないし塩蔵したものあるいは発酵させたものまでが含まれる。

　特殊海産物のなかで食用とされるものでは、ハタやベラに代表される活魚、干しナマコ

やフカヒレ、クラゲ、貝柱などがその代表であろう。非食用のものとしては、観賞用の熱
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帯魚や海産生物、タイマイの背甲（ベッコウの材料）や皮、装飾品・土産物・ボタン・螺

鈿細工用の貝類や土産物・装飾品となるサンゴ、真珠、キリンサイ、オゴノリなどの海藻

をあげることができる。

　重要なことは、それぞれの資源が特殊海産物として輸出されるようになった時期や時代

はおなじではないという点である。たとえば、タイマイは紀元前３世紀ころから、東南ア

ジアから中国に運ばれていた。ナマコは 17～18 世紀にインドネシアの南部からオースト

ラリアにマカサーンと呼ばれる人びとが遠征し、アーネムランドのアボリジニと一緒に干

しナマコを製造していたことがしられている（MacKnight� 1974;�鶴見　1990）。ナマコの

交易は、明時代に中国の宮廷料理としてナマコの需要が増加したことと関連する。東南ア

ジアから真珠が中国に運ばれた歴史はすくなくとも 14 世紀にさかのぼる。そして、ヨー

ロッパで貝ボタン産業が勃興する 19 世紀中葉以降に、トレス海峡において真珠採取業が

さかんとなる。おなじ貝ボタンの材料となる高瀬貝は、戦後、プラスティック製ボタンの

普及で産業としての基盤を失うが、1970 年代以降の高級ブランド品に貝製ボタンが使用さ

れるようになり、再びその需要が増大する（片岡　 1991）。また、キリンサイやオゴノリ

などの海藻の養殖がインドネシアでさかんになるのは 1990 年代以降の比較的最近のこと

である。これらの海藻はカラギーナンと呼ばれる成分を含んでおり、シャンプーや工業原

料として、日本や欧米に輸出される。アイスクリームなどにも混ぜられるので、食用とし

ても利用される。

��サンゴ礁の資源が商品として外部世界へ輸出される歴史で、もう一点見逃してはならな

いのは資源がつねに持続的に採捕されてきたのではかならずしもない点である。とくにナ

マコや貝類のような底生資源は捕獲しやすいので、ともすれば乱獲に陥る。現代世界にお

ける状況からすると、サンゴ礁資源の持続的な利用を可能にしてゆく上では一定の利用規

制がもっとも重要かつ必要である。その規制も国家が上から網をかける形で進められるト

ップダウン式の場合と、共同体が中心となって自発的に管理をおこなうボトムアップ式の

場合に大きくわけることができる。たとえば、インドネシア東部のマルク州では、村むら

でサシ(sasi)と呼ばれる共同体基盤型の資源管理がナマコや高瀬貝にたいして実施されて

いる（秋道　1995;�村井 1998；笹岡　2001;�秋道　n.d.）。ある例では、村の成員は数年

に一度だけ１週間程度、漁場を解禁してナマコ漁を行い、また数年間、禁漁にする方策を

実施している。アラフラ海のアルー諸島における１つの村できいたところ、禁漁にしてナ

マコが大きくなったほうが経済的なメリットがあると人びとは考えていた。おなじくサシ

をおこなっているバンダ諸島では、琉球大学の山口正士の指導で高瀬貝の禁漁を数年間実

施した結果、明らかに高瀬貝のサイズの大きなものが採捕されたことが報告されている。

太平洋のフィジーでは、1997 年以降、ナマコ漁は国全体として禁漁の措置がとられている。

グアム、ニューカレドニア、ミクロネシア連邦などでも、高瀬貝の採捕可能な最小殻径を

法律できめている。これなどは、上からの資源管理の方策といえるだろう。さらに、サン

ゴ礁資源の持続的な利用について、国際的な次元で規制をしようとする動きがある。
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　このような状況で、サンゴ礁の活魚や熱帯観賞魚の捕獲について国際的な規制が適用さ

れようとしている。そのわけは、活魚を獲るために青酸カリが広範囲に利用されている。

青酸カリは対象の魚を麻痺させるために利用されるが、周辺のサンゴを死滅させることで、

海洋環境に悪影響を与えることが懸念されているのである。この問題を議論する国際集会

が 1997 年に香港で開催されている。

　青酸カリを使用してまで漁民が追い求める観賞魚や食用の活魚には高い経済的価値があ

る。それでは、こうしたサンゴ礁の活魚が集荷される現場ではどのような問題があるので

あろうか。また、食用および観賞用の活魚の輸出先の国ぐににはどのような傾向があるの

だろうか。この問題をインドネシアのバリ島の事例から検討してみたい。

（３）サンゴ礁活魚輸送の問題ーバリ島の事例より

��２０００年２月にインドネシアのバリ島で調査を行った。バリ島は世界的な観光地であ

る。バリ島の中心地デンパサールは、多くの航空機が頻繁に発着する国際空港でもある。

バリ島は海産物の一大集散地である。観光客を運ぶとともに、熱帯の海産物を運ぶ重要な

輸出基地ともなっている。その実態がどうなっているのかについて調査を実施した。

３－１　輸出統計に見るサンゴ礁の熱帯観賞魚

��バリ州政府の水産局長に面談し、デンパサールから輸出される熱帯魚を含めたサンゴ礁

海域の海産物に関するリストを入手した。それは「国別企業別の輸出海産物報告２０００

年１月」に関するものである(Laporan� Ekspor�Perikanan�Per�Perusahaan�dengan�Negara

Tujuan�Bulan�Januari�2000)。熱帯魚をのぞいて示したのが表１である。これによると、

輸出量はマグロの鮮魚・冷凍魚が量的にもっとも多く、1,600 トンに達する。マグロは鮮

魚が日本向けにもっとも多く、マグロ鮮魚分全体の 97％以上を占める。一方、冷凍マグロ

は冷凍物全体の 32％に過ぎない。むしろ米国とヨーロッパで全体の約 58％を占める。

��本論との関連でいうと、注目すべきはハタの鮮魚や活魚の輸出先である。母詳しく国別

に見ると、ハタの鮮魚の場合、95.3％は台湾行きである。ハタの活魚ではナポレオン・フ

ィッシュを含めて量は 7.28 トンで、すべて香港に輸出されている。

������������������表１��国別輸出海産物と輸出高（漁獲量と金額）

品　目�����������輸出相手国��������������　　　　　　　�kg�����������ＵＳ＄

マグロ鮮魚��日本、シンガポール、韓国、米国������　 ��1,091,379.91����6,121,620.55

������������オーストラリア、英国、ドイツ

������������マレーシア、オランダ、イタリー

冷凍マグロ��日本、ドイツ、オランダ、ベルギー������������571,005.44�����1,424,962.16

������������中国、フィリピン 1)、イタリー、台湾

������������シンガポール、米国、スペイン、タイ
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　　　　　　香港

ハタ鮮魚 2)��台湾、日本、シンガポール、マレーシア、� 220,655.00�����876,455.69

　　　　　　オーストラリア、香港

ハタ活魚 3)��香港、イタリー、フランス、オランダ、 �������0��������������0

�������������フィリピン 4)

活きたカニ��台湾����������������������� ���4,471.00������44,710.00

冷凍貝類�����日本�����������������������������������������0��������������0

活きた貝類���日本����������������������������������������10.00����������20.00

フカヒレ�����香港、シンガポール�　　�������������������1,351.20�����13,512.00

魚卵���������台湾��������������������������������������1,051.00������4,204.00

海藻���������香港������������������������������������������0�������������0

labi-labi������������������������������������������������230.00������1,122.78

サバヒー稚魚 5)�台湾����������������������������������625,000.00�������5,625.00

活きたロブスター　香港、台湾、日本���������������������3,928.00������28,325.21

����〃����������香港、台湾�����������������������������5,500.00������30,250.00

ハタ活魚��������香港、シンガポール、フィリピン 4)�������6,600.00������54,600.00

ナポレオン 6)����香港�������������������������������������680.00�������8,600.00

1)原文では、一部 Manila と記載;�2)kerapu�segar と記載;�3)kerapu�hidup と記載

4)�Pilipina と記載;�5)�nener はサバヒー（Chanos�chanos)の稚魚で養殖用に利用される。

6)�Napoleon�wrasse と記載。鮮魚か活魚かは不明。ikan� hias と記載

　それではつぎに、熱帯観賞魚について取りあげてみよう。同年１月の輸出総量は約 336

トン、14.8 万米ドル分に相当する。注目すべきは、輸出先の割合である。

�熱帯魚を取り扱った輸出業者１０社について、輸出先の国と輸出量を示したのが表２と

表３である。これによると輸出量は日本が一位で 37％、ヨーロッパ（オーストラリアを含

む）が全体で 32.6％、アメリカが 27.6％、アジアへは３％未満である。日本と欧米で全

体の 97％に達する。

��ハタ類と熱帯観賞魚を比べると、輸出先の顕著な相違点が明らかになる。ハタ類は圧倒

的に香港を中心とする中国へ、熱帯鑑賞魚は日本を含む欧米諸国に輸出される。バリ島を

集散地とする活魚貿易の特徴は、インドネシアのサンゴ礁世界から、活きた海産資源が中

国と北の豊かな国へと輸送される点である。中国向けのハタはいうまでもなく海鮮料理の

食材となる。日本と欧米向けの熱帯鑑賞魚は、水族館や家庭での水槽で飼育される。
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������������������表２　熱帯観賞魚の輸出先国別の輸出量と金額

���国名�������������������輸出量（ｋｇ）�����������輸出金額（ＵＳ＄）

��日本������������������124269.00������������������54364.00

��米国�������������������92642.00������������������36905.75

��イタリア���������������32950.00������������������14120.00

��フランス���������������25550.00������������������11353.00

��イギリス���������������11790.00�������������������4640.50

��ドイツ������������������9275.00�������������������4613.75

��スペイン����������������6450.00�������������������3944.00

��オランダ����������������6200.00�������������������3558.75

��ベルギー����������������4895.00�������������������2452.25

��スイス������������������4325.00�������������������2696.25

��トルコ������������������3500.00�������������������2127.50

��デンマーク��������������2000.00�������������������1078.75

��ギリシャ����������������1000.00��������������������515.00

��キプロス����������������1000.00��������������������540.00

��オーストラリア�����������755.00��������������������298.00

��ポーランド�����������������0.00����������������������0.00

��チェコスロバキア�����������0.00����������������������0.00

��シンガポール������������5500.00�������������������2046.25

��台湾��������������������2000.00�������������������1180.00

��マレーシア��������������2000.00�������������������1412.50

��香港�����������������������0.00����������������������0.00

��合��計����������������336101.00�����������������147846.25

�

����������������������表３　主要な地域別の熱帯観賞魚輸出先

��　���������������������輸出量（ｋｇ）�����������輸出金額（ＵＳ＄）

　　日本���������������124269.00�(37.0)�����������54364.00��(36.8)

���アメリカ�������������92642.00�(27.6)�����������36905.75��(25.0)

���ヨーロッパ����������109690.00�(32.6)�����������51937.75��(35.1)

���アジア����������������9500.00��(2.8)������������4638.75���(3.1)

��2000年以前は、どのような傾向にあったのか。過去６年の 1994 年から 1999 年間までの

集計結果を重量だけについて示した(表４)。熱帯鑑賞魚の輸出金額についてみると、最高

の 1997 年で 36.6 万米ドルであるが、1999 年には 16 万米ドルと半分以下に落ち込んでい

る。さらに、2000 年には 14.7 万米ドルと減少している。その原因は明らかでないが、後
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に述べるサンゴ礁とそこに棲息する魚類の保護に関する国際ワークショップが開催された

のが 1997 年の 12 月であり、熱帯魚の輸出にたいする規制が働いたのかも知れない。この

問題は 2000 年以降における欧米の動向としても言及していきたい。

　食用

���������������１９９４ １９９５� �１９９６� �１９９７� �１９９８ �１９９９

マグロ鮮魚�� 9127.30 �8702.90�� 10,845.30 11,078.92 12,961.90� 14,704.94

冷凍マグロ� 2021.90� �2960.50� �3,888.40 �4,712.05� �6,099.40� �6,314.38

サンゴ礁魚類� �339.00����70.10� ���408.90 ���332.12� �1,186.30� ���392.26

ロブスター�� ��87.60� ��199.70� ���111.80 ���134.52� ���171.50 ����80.98

その他� �135.80���523.50� ���784.80� ��1169.32� �1.549.26 �1,384.22

　非食用

熱帯鑑賞魚

����(尾)��� 4,882,980��6,855,276��9,781,090��8,203,265��5,104,072��3,943,469

����(万 US$)��� ���18.99������25.05������30.84�������36.55������20.42������16.01

海藻（トン） 1,980.80���1,150.00���2,281.00����1,361.11�����567.50�����108.00

ネネル（尾）���1,900,000��1,850,000��12,365,000��5,905,000��5,5300,000��8,528,075

その他（トン）������－�������－���������－�����������71.58�������51.05��654,508.00

��バリ島における熱帯鑑賞魚の輸出業者のうち、水産局に登録されているのは全部で 15

社ある。各社の提携する相手国の業者はかならずしも同じではない。単一の国と契約する

社から、最大で 15 ケ国に及んでいる。毎月、すべての業者が輸出実績を持つとは限らな

い。2000 年１月は 15 社中、10 社が報告をしている。このうちのＣ社が有する輸出用の熱

帯鑑賞魚と魚類以外の海産物の価格についての詳細なリストがあるので、その資料をもと

に価格の内容を詳細に検討することとした。なお、Ｃ社が 2000 年１月に輸出の実績を残

した相手国は、フランス、ドイツ、米国、ベルギー、日本、英国である。チェコスロバキ

アも登録されているが、輸出量の記述はなかった。国別には２トンから４トン、730 米ド

ルから 1,845 米ドルまでの輸出金額が記録されている。

��以上のように、バリ島における輸出統計資料から、サンゴ礁の観賞魚が 10 数社の輸出

業者を通じて、日本や欧米諸国に輸出されている実態が明らかとなった。いずれも趣味や

水族館などへと売却されることは間違いなく、先進国の人びとの趣味や教育あるいは娯楽

のために南の途上国では相変わらずサンゴ礁魚類が生きたまま捕獲され、輸送、集荷され

る経済的な仕組みが存在することがわかった。以下、デンパサールに運ばれるまでに各地

で集荷される実態について、調査を元にした事例を取り上げてみたい。

���������������������
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３－２　シンガラジャの熱帯魚獲り

��バリ島の現在の中心地はデンパサールである。海外からの観光客は島の最南部にあるヌ

サ・ドゥアやデンパサール近くのサヌールなどを訪れる傾向がある。しかし、かつてのバ

リの中心地は意外にも島の北部の古都シンガラジャにあった。シンガラジャは、「王のト

ラ」の意味である。デンパサールからシンガラジャまで車で２時間半。カンポン・ブギス

と呼ばれる村の前浜に出ると、ごく近いところで一人の男性が潜りながら漁をしていた。

浮き袋と小さな容器が海綿に浮かんでいる。あとでわかったが、Ｓさんはここで熱帯魚を

獲っていた。Ｓさんジャワ人で、聞くとカンポン・ブギスには熱帯魚を獲っている人が全

部で５名、すべてジャワ人である。カンポン・ブギスの東側に 500 メートルほどいった所

にあるタマン・サリ村でもバリ人、マドゥラ人など 10 名が熱帯魚漁に従事している。Ｓ

さんはバリ島の北岸一帯を漁場としており、地図に示したように、10－12 人が組となって

約１週間の行程でキマやパタス、ロンボク島やマドゥラ島に行くこともある。木船は８ト

ン級で、船長１名、航海長１名、乗組員 10 人からなる。漁獲の時期は３－12 月で月に３

回ほどの割合で遠征を行う。給料は前金制であり、遠征中の食事は自分のまかなうので、

米、インスタント・ラーメン、コーヒー、砂糖などを購入して持参する。漁獲した熱帯魚

は 1990 年以降、米国に輸出しているという。

��漁獲されるサンゴ礁の観賞用魚類のうち、クマノミはバリ語でトンペル(tonpel)と呼ば

れ、１尾あたり 500 ルピアが売値の相場ということであった。ミツボシリュウキュウスズ

メは 300 ルピア、彼によると、バリ島から熱帯魚を獲りに行くのは東部のスンバワ島で、

木船で移動するのに２日２晩かかるという。

��ヤッコの仲間（Centropyge�spp.)はバリで一般にブルン・ラウト(brung� laut)、つまり

「海の鳥」と呼ばれている。その意味は、陸上の鳥のように綺麗な色をしている魚である。

じっさい、アブラヤッコ（Ｃ．tibicen）はインゲリタム（ingelitam)、ルリヤッコはイ

ンゲリタム・アスリ（ingelitam� asli)、ナメラヤッコはアブベイ（abubei)、ソメワケヤ

ッコはベカー（beka)とそれぞれ名前が付いてる。

��シンガラジャに集められた熱帯魚はいったん華人の家に集荷され、輸出を待つ。魚は種

類によって１尾ずつ、あるいは 10 尾くらいずつ入れる。たとえば、クマノミは１尾ずつ、

全身青色をしたデバスズメ（Chromis� caerulea)はジャイジャイ(jaijai)と呼ばれ、10 尾

くらいずつ１つの袋に入れる。袋には酸素を注入する以外に、なかの魚を衰弱させないた

めの薬品（アラック・プティ：arak� putih)を入れる。その実体は不明であった。メガネ

モチノウオの価格は分からなかったが、サラサハタはキロ単価 20 万ルピアである。

（４）破壊的漁業とサンゴ礁

��1997 年 12月、香港でＡＰＥＣ（アジア太平洋経済会議）と地元、香港政庁の共催で、

「海洋環境における破壊的漁業のおよぼす影響」と題するワークショップが開催された。
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約 100 名の参加者は欧米諸国と東南アジア、それに香港からの研究者や政府関係者、それ

にＮＧＯ（非政府組織）の活動家などでが含まれていた。日本からは私だけが参加し発表

した（Akimichi�1998）。

��会議では、世界の熱帯海域で行われる海洋環境にとって破壊的な漁業をめぐる諸問題が

討議された。そのなかで、環境に破壊的な漁業（DFP:� Destructive�Fishing�Practices)

として、つぎの五種類のものを指摘された（Erdmann� and�Pet-Soeda�1998）。すなわち、

（１）ダイナマイト漁、（２）青酸カリ、（３）ムロアミ（＝巾着網漁）、（４）プカッ

ト・ハリマオ（＝底曳網漁）、（５）ブブ（かご漁）である。簡単な説明を加えておこう。

ダイナマイト漁は、海中で爆発物を破裂させその衝撃で魚を大量に捕獲するもので、サン

ゴ礁の海底に仕掛けてサンゴ礁魚類だけでなく多獲性の表層魚であるタカサゴ、アジを獲

る。物理的な破壊と最終的に利用されない稚魚の大量死が問題とされる。青酸カリは、潜

水者がタンクや瓶にはいった青酸カリ溶液を海中にまき、魚を麻痺させて獲る漁法で、青

酸カリがサンゴや稚魚を斃死させるためにダイナマイトよりも環境への劣悪な影響が指摘

された。

　ムロアミ、プカット・ハリマオ、ブブはともに漁法のなかでサンゴを物理的に破壊する

ことによる海洋環境の劣化が指摘されている。ムロアミは元々、日本語であり、戦前から

東南アジア方面で使用され、そのまま現地で定着した漁法である。魚群を追い込むさいに、

遊泳しながら長いロープに取り付けたおもりで海底のサンゴを打ちたたいて魚を威嚇し、

網に追い込む方法である。プカット・ハリマオは小型底曳網のことで、プカットは「網」

ハリマオは「虎」をあらわすマレー（インドネシア）語である。英語ではタイガー・ネッ

トと呼ぶ。海底を引っかき回す底曳網漁は海底環境の破壊とともに、くず魚（トラッシュ・

フィッシュ）を大量に出すことでも問題視されている。ブブはサンゴ礁の海底に餌を入れ

たかごを設置しておもに肉食性の底生魚類を獲る漁法である。かごを仕掛けるさいに、周

辺のサンゴを壊し、あるいは枝サンゴなどをカモフラージュ用に使うことで、その悪影響

が問題とされている。

��サンゴ礁の海洋環境と資源管理のうえで、前記にあげた漁法が負の影響をもたらすもの

であることは十分に納得がいく。それでは、なぜ禁止したり、制限をくわえることがすぐ

にでも実行されないのか。それとともに、漁獲された魚はいったい誰が必要とするのかが

明らかにされなければならない。そこには、巨大なマーケットの存在と破壊的な漁業をお

こなう集団、その集団が獲った魚を輸送し、あるいは流通に関与する個人や集団が関与し

ていることを忘れてはならない。

（５）サンゴ礁とつながる流通ネットワーク

��破壊的であるとレッテルを貼る前に、吟味しておきたいのはサンゴ礁の資源がどのよう

に利用されてきたのかについての大まかな枠組と歴史についてである。話が飛躍するよう
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であるが、北海道の噴火湾伊達市にある有珠１０遺跡の縄文後期の遺跡から、腕に南海産

の貝輪を付けた女性の埋葬人骨が発見された。その貝輪は北海道周辺では分布しない熱

帯・亜熱帯産の貝である。このことは、すでに先史時代から南海産の貝が遠距離交易を通

じてはこばれていたことを如実に示している。奈良の正倉院にある琵琶にほどこされた見

事な螺鈿細工は、真珠や夜光貝を利用したものである。

��中国の歴史書にも、タイマイ、サンゴなど、南海の珍宝が記述されている。これらの産

物は、中国の皇帝や高位の人に献上されたものであることはまちがいない。

���中国を中心とした市場に輸送される水産物は、もともとたいてい乾燥ないし塩蔵され

たものであった。これらの資源を獲得するのは、インドネシア、フィリピン、タイなどの

東南アジア地域の場合、漁労民である。とくに、バジャウと呼ばれる集団は潜水漁に長け

ており、海底のベントス（底生生物）を潜水活動によって採捕する。

　バジャウの村に行くと、たいてい数名のブギス人や華人が共住している。かれらはバジ

ャウの採捕した海の資源を買い取ってそれを別の商人に売る仕事をもっぱらおこなう。ブ

ギス人や華人はバジャウに前金を渡したり、生活費の面倒をみたり、必要な漁具や資材を

提供する。その反対給付としてかならず自分たちに獲得した水産物を売ることを約束させ

る。つまり、両者の間にはパトロンとクライアント的な関係が成立している。ブギス人や

華人は人的なネットワークを通じて別のブギス人や華人に水産物を売る。最終的に輸出さ

れるまで、何人かの手を経てデンパサール、スラバヤ、マカッサルなどから空輸される。

��１９９６年にインドネシア西部のビンタン島で調査をおこなったさいに、島の南端部に

あるハタを中心とした活魚の蓄養基地で偶然ではあったが、香港からきた活魚輸送船をみ

た。船は春節の時期にハタ類の需要が増加するので、インドネシア一円で活魚の基地に立

ち寄って集荷する目的で最終的にビンタン島からナトゥナ諸島の基地を経て一週間ほどで

香港に戻るということであった。ビンタン島の蓄養業を営むのは華人である。この人はふ

だんはビンタン島のタンジュンピナン市に在住しているが、船が出入りする時になると島

の南端にある基地まで来るということであった。ハタを集荷するために船が立ち寄る先の

島じまは、インドネシアの東部にあるスラウェシ島から、カリマンタン（ボルネオ）、ス

マトラ島周辺の島じまにまで及んでいる。それぞれの地域で漁に従事するのは、バジャウ

人やブトン人、あるいはオラン・ラウトと呼ばれる漁労民である。漁獲された魚を一定期

間、地元の生け簀で蓄養し、それを町にある別の蓄養業者に引き渡す。さらにそれを集荷

する業者や直接、香港からやってくる輸送船に積み込む。

　スラウェシ島南東部沖にあるスラヤール島における例を挙げよう。スラヤール島のすぐ

沖にあるグスン島でハタの釣り漁に従事するのはグスン島民である。かれらが漁獲したハ

タ類はそのままスラヤール島に在住の蓄養業者であるスラヤール島人に売られる。蓄養さ

れていたハタ類はおなじスラヤール島にいるブギス人の集荷業者によって買われる。この

ブギス人はスラヤール島で多くの漁民からハタを購入し、一定以上の数の魚がたまると、

スラヤールから船でスラウェシ島のマカッサル（調査当時は、ウジュンパンダンと呼ばれ
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ていた）に輸送される。マカッサルでは、別のブギス人が蓄養業を営んでおり、そこから

ハタ類が香港にむけて空輸される。

��このように、さまざまな民族集団に属する人びとや業者を通じて、中国向けに水産物が

輸送されることがわかる。輸出業者や大手の集荷業者が扱うのは、フカヒレとかナマコだ

けに特化するのではけっしてない。さまざまな種類のサンゴ礁資源をいろいろなルートを

通じて集荷して輸出する形態をとっている。

　生産の現場で海産物を採捕する漁撈民の場合、漁獲物を売り渡す相手はブギス人や華人

であることが多い。つまり、かれらの漁撈活動は経済的に優位な立場にある商人によって

しっかりと組み込まれている。青酸カリを用いた漁が違法であり、けっして環境によくな

いことがわかっていても、そこには売らなければ生きていけないくらしがあるわけである。

フィリピン南部でサマ漁撈民が南沙諸島において多獲性の表層魚であるタカサゴを獲るダ

イナイト漁について調査をおこなった赤嶺淳によると、漁具を購入する経済的な余裕のな

い零細な漁撈民の存在や、フィリピン・ミンダナオ島の内戦による避難民やバナナ・パイ

ナップルのプランテーションで働く農園労働者向けに供給すべき安価なタンパク質源とし

てのタカサゴの需要が依然として高いことなど、国内の経済問題が深くかかわっている（赤

嶺　2000）。この問題を含めてダイナマイト漁の是非を問うならば、たとえダイナマイト

漁自体に反対する立場をもっていても、地域や国家のかかえる問題の解決がそう簡単では

ないことが理解できるようになる。

（６）サンゴ礁研究の未来

��サンゴ礁海域で漁獲された海産物は、鑑賞用にしろ食用にしろ東南アジアから日本や欧

米、中国へと運ばれる。海産物の交易の歴史は種類によってさまざまである。紀元前にさ

かのぼるものから、この 10 年間に飛躍的に発展したものまでがある。生産の現場である

サンゴ礁の海と、最終的な目的地との間にはさまざまな人びとが関与し、海産物の流通と

輸送にたずさわってきた。サンゴ礁と人間との関わりの歴史において、過去にはサンゴ礁

の資源が持続的に利用されてきたとばかり評価し、現在のようなグローバル時代に資源枯

渇や乱獲が始まったとする考え方には疑問を抱かざるをえない。過去にもサンゴ礁資源が

過度に利用されたことがあったかもしれない（真栄平　 1998）。ナマコの場合、乾燥工程

に必要な燃料源として大量のマングローブ材が伐採され、資源がなくなった例もある。

　それと同時に、ＡＰＥＣの会議でも取り上げられたように、サンゴ礁の環境保護と資源

利用について基本的な問題を指摘しておきたい。現在、サンゴ礁の保全や稀少生物の保護

を目的とした環境運動やガイドラインづくりが世界的に進められている。生物多様性の保

護はその中心的な課題である。しかし、保護区の設定や保護一辺倒の政策には問題がある。

地域住民の生活や文化的な慣行、あるいは経済発展が考慮されない場合、自然保護政策の

おおくが失敗に終わっているからである。
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��観賞用、食用をとわず、サンゴ礁の活魚は先進国や経済的な余力をもつ人びとのみが享

受する商品ないし消費財といえるだろう。しかし、サンゴ礁環境に生きる現地の漁撈民の

くらしや文化に目を向けないかぎり、環境保護と破壊的漁業の規制を強化してもけっして

地球環境の保全につながる有効な政策を提示することはできない。 ��

��地域の実情に即して規制を設け、住民の主体的な参加による保護と利用を促進するため

には、それぞれの地域で環境と関わる人びとの文化やしきたり、制度についての基礎調査

と情報の収集をおこなうことが不可欠であろう。サンゴ礁の資源は多様であり、利用と保

護をめぐる問題はたいへん錯綜している。住民や交易ネットワークも地域や歴史によって

複雑な様相を呈する。サンゴ礁の魅力はこうした多様な関わり自体にあるといってもよい。

今後ともに総合的な調査研究が進むことを願いたい。
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