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『水面上の生命』出版に寄せて 

 

スヴェイン・イェントフト 

  

 

『水面上の生命』が日本語に翻訳され、日本の読者に読んでいただけるようになるこ

とは、本書を執筆する時に私が持っていたかもしれないすべての夢を超えています。それ

は本当に大きな名誉であり、それを可能にしてくださったすべての方々に心より感謝申し

上げます。 

良い本のタイトルを見つけることはしばしば困難ですが、いつもそうであるわけではあり

ません。時には良いタイトルが自然とやってきます。「水面上の生命」というタイトルは、

国連の持続可能な開発目標（SDGs）14－「水面下の生命（Life Below 

Water）」のおかげで簡単でした。あなたが生物学者であれば、あなたの関心事は水

面下の生命であります。あなたが私のような漁業社会学者であれば、あなたのテーマは

水面の上及び水辺で起こることであります。もちろん、両者の間にはかかわりがあります。

漁業コミュニティの生活は、健全な海洋生態系に依存しているからです。しかし、生態

系を維持し、魚に必要な食料と生計手段の資源となってもらうには、水面上で何かが

起こらなければなりません。それが、私が本書の中で話していることです。 

社会科学者として、私たちは、目標を実現するために必要な制度、管理システム、

ルール等に関心を持ちます。しかし、結局のところ、それは漁業コミュニティに住んでいる

スヴェイン・イェントフト Svein Jentoft 

（ノルウェートロムソ大学・名誉教授） 

漁業管理と漁業コミュニティを専門とする社会科学者として、

数多くの論文や本を出版。南の発展途上国や北の先進国の

両方で多くの国際プロジェクトに関わり、そして主導。また、

TBTI の創設メンバーであり、「小規模漁業ガイドライン」に関

連する研究クラスターを主導。近著に、『Life Above Water

（水面上の生命）（単著 2019）』、『Blue Justice: 

Small-Scale Fisheries in a Sustainable Ocean 

Economy（ブルージャスティス：持続可能な海洋経済にお

ける小規模漁業）（共編著 2022）』等。 
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人々、彼らが導く生活、そしてその生計を維持しなければならない人々についてです。

私たちは彼らの正義、彼らの社会的関係、彼らのウェルビーイング（訳注：身体的・

精神的・社会的に良好な状態にあること）、そして幸福について議論します。人々にと

って重要なことを実現しない管理システムは、失敗するに違いありません。 

 沿岸や沖合の漁業における人々の圧倒的多数は、小規模部門にいます。彼らと話

をしたいのなら、彼らのコミュニティで彼らを探し出さなければなりません。彼らの生計を

確保したいのであれば、彼らのコミュニティを維持させる必要があります。現在、私たちは、

FAO の加盟国が 2014 年に採択した「持続可能な小規模漁業を確保するための自

主的ガイドライン」があります。小規模漁業に焦点を当てたグローバルな研究ネットワー

ク－TBTI（Too Big To Ignore）として、そしてその創設メンバーの一員として、私

は本ガイドラインの実施に貢献する義務を感じています。私の本は、このようなことへ寄

与することをねらいとしています。 

 

2022 年 4 月 19 日 

 

（李銀姫 訳） 
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『水面上の生命』出版に寄せて 

 

ラタナ・チュンペッディ 

  

2019 年に TBTI グローバル電子書籍シリーズでスヴェイン・イェントフト教授の著書

「Life Above Water」が出版されて以来、私たちは小規模漁業の「プラス面」に注意

を喚起するためにこの本を活用してきました。この本は、ブルーグロースとブルーエコノミー

に関する議論において小規模漁業を無視してはならないことを、政策立案者や政府、

投資家に対して示す重要なリマインダーとなるものです。実際、私たちは、小規模漁業

が世界中の何百万人もの人々の生活、雇用、食料・栄養の確保を支える重要な役

割を担っていることや、保全とスチュワードシップへの貢献を踏まえ、小規模漁業なくして

持続可能な海洋経済はありえないことを主張してきました。このメッセージは、続く出版

物で明確に述べられています： 

・「ブルージャスティス：持続可能な海洋経済における小規模漁業（Blue 
Justice: Small-Scale Fisheries in a Sustainable Ocean 
Economy）」（Jentoft, Chuenpagdee, Bugeja Said and Isaacs 編, 
TBTI book in the Springer MARE Publication Series, 2022） 

・「小規模漁業のためのブルージャスティスを確保するための対話型学習とガバナ
ンスの変革（Interactive learning and governance transformation 
for securing Blue Justice for small-scale fisheries）」（Jentoft 
and Chuenpagdee, Administration and Society,2022） 

・「小規模漁業のためのブルージャスティスと解釈学的資源の共同生産（Blue 

ラタナ・チュンペッディ Ratana Chuenpagdee 
（カナダニューファンドランドメモリアル大学・教授） 
沿岸漁業と海洋ガバナンスの学際的アプローチに重点を置き、
特に小規模漁業、海洋保護区、コミュニティベースの管理、食
糧安全保障に焦点を当てた研究を実施。小規模漁業のため
のグローバル・パートナーシップ Too Big To Ignore（TBTI）
を主導。近著に『Transdisciplinarity for Small-Scale 
Fisheries Governance: Analysis and Practice（小規
模漁業ガバナンスのための超学際科学－理論と実践）』, 
Svein Jentoft との共編著（2019）等。 
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Justice and the co-production of hermeneutical resources for 
small- scale fisheries）」（Arias Schreiber, Chuenpagdee, and 
Jentoft , Marine Policy, 2022） 

特に後者では、ブルージャスティスについてわかりやすく語るための用語集を提供して

います。この用語集は現在多くの言語に翻訳されています。日本語版は TBTI Japan

が翻訳しました。 

用語集を翻訳した理由も、この本と同じです：原本の言語になじみがない人々にも

私たちの仕事にアクセスしてもらうためにはより多くの努力が必要です。この努力は、この

本が語っている小規模漁業コミュニティの現場や、小規模漁業の存続と持続に必要な

すべての支援とともに変化を起こすことのできる政策レベルにおいても、私たちの仕事の

影響力を高めるのに役立つのです。 

 日本語版の『水面上の生命』の出版に関し、TBTI Japan の李銀姫・浪川珠乃氏、

そして寄稿者の皆様に心から感謝しております。私たちは、日本の仲間たちが、何よりも

小規模漁業という言葉を広め、その存在を可視化し、その存在を重要視しているという

熱意と献身に勇気づけられています。この翻訳書によって、日本の小規模漁業の水面

上・陸上での営みが、もはや無視されることはないでしょう。 

 

2022 年 4 月 28 日 

 

（浪川珠乃 訳） 
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『水面上の生命』出版に寄せて 

 

婁小波 

  

この度、スヴェイン・イェントフト教授のご高著『Life Above Water』（2019）の日

本語訳版『水面上の生命』が出版される運びとなり、心よりお祝い申し上げます。 

労力がかかる割にあまり報われない外書の翻訳よりは、自分の研究や論文書きに注

力しがちな今日的な風潮のなかで、本訳書は近年稀にみる労作であるといえます。監

訳者の李銀姫・浪川珠乃氏をはじめとする翻訳者の皆様方、そしてコラム欄にご寄稿

いただいた皆様方に深く敬意を表します。 

イェントフト教授が漁業管理や漁業コミュニティを専門とする社会科学者であり、本

書はとくに社会学的な視点から行われてきた教授の長年の研究成果のエキスを抽出し

てまとめられたものであります。 

『水面上の生命』というタイトルからもうかがえるように、漁業者や漁業者コミュニティと

いうまさに人間社会側の問題に分析の焦点を当てていることが本書の特徴として挙げら

れます。かつて、ある高名な海洋法学者は、「海洋の問題は、そのほとんどが人間社会

側の問題に起因している」と指摘されました。海洋問題の本質を突く「真言」であると、

常々思っております。漁業資源の乱獲やコモンズの劣化、海洋環境や沿岸域の汚染、

海洋温暖化の進行、それらにともなう漁業や地域社会の崩壊、海洋をめぐる国際紛

争など、それらはすべて人間側の「所業」によって引き起こされているといって過言ではあ

婁小波 Xiaobo Lou（東京海洋大学・教授 副学長） 

1962 年中国生まれ。1992 年京都大学大学院博士課程

修了（農学博士）。近畿大学農学部助手・講師、鹿児島

大学水産学部助教授、東京水産大学助教授を経て、

2004 年東京海洋大学教授、2021 年同副学長、現在に

至る。専門分野は海洋経済学、水産経済学、地域経済論。

海業の振興による地域経済活性化政策、漁業資源や沿岸

地域資源のガバナンス、水産物ブランド化やフードシステムなど

の研究に取り組む。国際漁業学会会長。 
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りません。その意味で、「海の問題」を解決するためには、まずは「人間社会側の問題」

を解決することが必須となりますが、本書はまさにそこに着目して、制度・管理システム・

ルールなどをめぐって独自の分析が展開されています。 

本書のもう一つの特徴は、この人間社会側の問題のなかでも、とくに「小規模漁業」

に着目し、彼らやその家族の生業や生活、くらしや幸福について論じていることです。し

かも、著者の彼らに向けるまなざしはきわめて暖かく、かつ真摯である点が特筆すべきで

あります。単に「Small is beautiful」的な賛美を超えて、小規模漁業の社会経済的

役割や、その存続条件や、それを担う人々のくらしの質にも目を配って、「規模は小さい

が、価値は大きい」の喩えの如く、その存在意義を説かれているのです。 

「70 年ぶりの大改正」を経て、かつての「調整法的」漁業法から「資源管理法的」漁

業法への変貌を遂げた日本の漁業法の下で、「自主的管理」か「TAC 管理」か、「小

規模的経営」か「企業的経営」か、さらには「公平性」か「生産性」か、「協同の原理」

か「競争の原理」かといった議論が巷で戦わされています。本書はそうした議論に対して、

決して二者択一的ではない、きわめて示唆の富む知的なヒントを提供してくれます。 

日本の漁業、なかでもとくに「小規模漁業」に関心をお持ちの皆様方には、是非ご

一読をお願いします。 

 

2022 年 4 月 28 日 
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はしがき 

 

2015 年の国連サミットにおいて持続可能な開発目標（SDGs）が掲げられて以

来、海洋・漁業分野においては、特に SDG14－水面下の生命（Life Below 

Water）への関心が以前にも増して高まっている。そうした中、漁業資源等水面下の

生命を守るには、それらの生命と密接な係わり合いを持つ水面上の生命（Life 

Above Water）、すなわち、小規模漁業を営む人々・漁村・コミュニティを守ることが

重要であるという印象的な主張が展開されている。TBTI＊ グローバルブックシリーズの

「Life Above Water（スヴェイン・イェントフト 2019）」がそれである。本書は、今日

まで多くの議論と研究が重ねられてきたにも関わらず、その実現への道のりがまだ程遠く、

今もなお議論が続いている漁業の持続可能性、そして海洋の持続可能性の実現に重

要な視点を与えている。 

小規模漁業は、世界の漁獲量（海面および内水面）の約半分を占めており、世

界の約 3,000 万人の漁業者の 90％以上を雇用している上、加工や流通などの関

連業種を含めると、さらに 8,400 万人を支えている。日本でも、漁業者の 8 割は沿岸

漁業者であり、漁業経営体の 9 割以上が家族経営となっており、沿岸の津々浦々に

おいて小規模漁業が営まれている。規模は「小」さいが、生態系の保全や伝統文化の

継承、地域社会の維持など、その存在意義は「大」きい。しかし、大変化時代の今で

は様々な今日的な課題を抱えており、いかにしてその持続性を確保していくかが問われ

ている。 

本書は、小規模漁業の重要性を訴えると同時に、小規模漁業の持続性を確保す

るためのガバナンスのあり方について議論したものである。学術書でありながら、エッセイ

形式で書かれており、とても読みやく、且つ海洋関連分野のホットなトピックスと小規模

漁業の関連性を網羅しており、日本の小規模漁業において大変参考になる図書であ

る。本書の和訳を通して、日本における小規模漁業の認知度の向上とともに、小規模

漁業の適切なガバナンス・政策のあり方についてみんなで考えるきっかけを提供したい。

とくに、「零細漁業と養殖業の国際年」である今年 2022 年に、このような良書の翻訳

書を出版できることは、大変有意義なことであり、何より嬉しく思う。 



viii 

 本翻訳書は、全 28 章からなっており、各章につき、翻訳のみではなく、それぞれのトピ

ックに関する翻訳著者によるコラムも設けている。また、漁業者をはじめとする様々な立

場の方々から、新漁業法下の期待・懸念・課題等について、または、日本小規模漁

業・沿岸漁業の変わるべきところ・変わらぬべきところについてのコメントをいただいた。22

名の著者及び 14 名のコメンテータによる総出で作り上げた本翻訳書は、2020 年に

出版された TBTI Japan ebook「In the Era of Big Change（大変化時代の小

規模漁業；日本沿岸域学会出版・文化賞受賞）」に続く、皆による大作であると自

負する。ぜひご一読いただき、漁業・海洋先進国でありながら、国際的認知度が低い

日本の小規模漁業を、一度は思い浮かべてほしいと願ってやまない。 

 

李銀姫・浪川珠乃 

2022 年４月 15 日 
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1 

 

序文 

 

李銀姫（東海大学）訳 

 

小規模漁業の複雑でダイナミックな世界は、この重要な分野に関するいくつかのトピ

ックに、幅広い視点からアプローチできることを意味し、それらについての多くの異なる話し

方や物語を伝える方法が想像できる。私は、スヴェイン・イェントフト教授が彼のエッセイ

で行ったこと以上のいい良い方法は考えられなかった。また、新しい TBTI グローバルブッ

クシリーズを立ち上げるのに、本書の出版以上の良い方法を考えつくことはできなかった。 

小規模漁業に関する世界的な研究ネットワークとして、TBTI は、小規模漁業の重

要な側面に関するいくつかの書籍、ジャーナル記事、レポートを出版しており、主に学術

的な聴衆、研究コミュニティ、政策立案者を対象としている。しかし、小規模漁業につ

いての意識を高め、政策論議におけるその知名度を高めるための貢献の一環として、

一般の人々のために本や記事を出版することは、常に私たちの強い望みだった。小規

模漁業の世界に長い間没頭してきた私たちの多くは、それらが他の人にどのように見ら

れ、認識され、理解されているかを見失うことがよくある。例えば、食の安全保障、貧困

緩和、暮らしの存続可能性、社会的一体性、文化的アイデンティティ、生態系管理な

どの世界的な目標に対する彼らの価値と貢献が、意思決定プロセスにおいて評価され

ず、説明されていないのはなぜかと疑問に思う。政策立案者が私たちの研究と「科学」

に注意を払っていないように見えるとき、私たちは苛立ちを覚える。私たちの中には、アド

ボカシーに使われるかもしれない大胆な声明を出すことや、我々が小規模漁業を美化

しているように映っていることに拘束感を感じる人もいる。  

TBTI の創設メンバーの一人であるスヴェイン・イェントフト教授によって書かれたこの

本「水面上の生命」は、これらの問題や疑問の多くについて思慮深い考察を提供して

いる。この本は、イェントフト教授が彼の長いキャリアを通して書いた評論の集大成であ
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る。いくつかの記述は 20 年以上前に書かれたものであるが、これらのトピックは小規模

漁業の現状と今日の漁業管理が直面している課題に非常に関連している。彼の評論

は、社会科学研究の「なぜ」という疑問を理解する方法を一般の人々に提供すると同

時に、仲間の社会的および学際的な科学者が科学的完全性を維持しながら、現場

で真の変化を起こすために努力し続けることを後押しする。  

彼が語った事柄と彼と共有する経験のいくつかは、私たちを一時停止させるはずであ

る。例えば、小規模漁業についてすべての教訓と知識が蓄積された後でも、一つの文

脈（例えば、先進国で企業化されている漁業）で機能するかも知れない管理方法と

アプローチを、世界中の小規模漁業に「秩序」をもたらすために適用することは可能なの

か？いつものように、イェントフト教授は、北半球の小規模漁業が、貧弱な政策と管理

の下で、南半球の漁業と同様の運命に翻弄されているという事実に注意を喚起してい

る。しかし、悲劇や誤った管理の多くは避けることができるーそして、彼はその方法を説

明している。  

小規模漁業について初めて読む人のために、「水面上の生命」は、小規模漁業の意

味と価値、そしてなぜ私たちがそれらを考慮する必要があるのかを提起している。小規

模漁業を支援する研究者、実務家、組織とともに、小規模漁業がもはや無視されな

いより良い未来を描くことができる。 

 

ラタナ・チュンペッディ  

カナダ・セントジョンズにて  
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序論 

 

李銀姫（東海大学）・浪川珠乃（漁村総研）訳 

 
社会科学者は 1 世紀以上にわたって漁業を研究テーマにしてきたが、 

彼らは今も重要な貢献をしている... 

 

海岸線、湖、そして一定の大きさの川を持つすべての国は、幸福のために漁業に頼っ

ている人々やコミュニティがある。これらすべての国々の大学や他の学術機関で働く人々

が、漁業を面白く、魅力的で、重要だと感じ、時間をかけて、時にはキャリア全体を通し

て、それらを知り、維持するのを支援している。そして、この関心を共有する私たちのよう

な多くがいる。私たちは、考えるよりも大きなコミュニティであり、TBTI（Too Big To 

Ignore） （訳注：小規模漁業は無視するには大きすぎるという意味）のネットワー

クとパートナーシップも持っている。 水産社会科学の研究における私の長いキャリアの最

大の幸運の 1 つとして、私が個人的に知り合いで、一緒に働いてきた人、そして私の友
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人である同僚、その中には以前の学生もいることだ。 

FAO（国連食糧農業機関）によると、漁業に従事する人々の 90%以上が小規

模漁業に従事している。彼らはしばしば貧しく、疎外されており、したがって彼らのコミュニ

ティの持続可能性は保証されていない。それはまた、彼らが社会に提供する多くのサー

ビス、特に食の安全保障だけでなく、雇用と収入にも悪影響を及ぼす可能性がある。し

たがって、TBTI は小規模漁業に焦点を当て、彼らの地位向上を政治目標とする理由

がある。2014 年に FAO 加盟国によって承認された「食料安全保障と貧困撲滅の文

脈において持続可能な小規模漁業を保障するための任意自発的ガイドライン（小規

模漁業ガイドライン）」により、学術界にはそうする追加の理由がある。社会科学者とし

て、私たちは必然的にこの産業に従事している人々を探し、彼らのコミュニティで彼らを

見つける。 

 
小規模漁業ガイドライン 

 

私たちの多くは、小規模漁業の権利を守るために学ぶための創造的思考を得ており、

無力で生き残るために奮闘している人々を支持している。これはごく当たり前な態度だ。

さらに、社会科学者は、私たちが行う仕事に対して、高い正当性を必要としている。小

規模漁業者は、私たちの好奇心だけでなく、私たちの思いやりにも値する。しかし、私た
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ちの関与は、同情によってではなく、社会正義の感覚によってなされるべきだ。したがって、

TBTI は、「ブルーエコノミー（訳注：Blue Economy; 海に関わるあらゆる経済活動

を指す広い概念）」と「ブルーグロース（訳注：Blue Growth; ブルーエコノミーと近い

概念。よく一緒に用いられる）」の議論に社会正義をもたらす方法として、ブルージャス

ティス（訳注：Blue Justice; ブルーエコノミーの政治経済的・生態学的プロセスの批

判的検討を通じて、適切な漁業・海洋ガバナンスの構築を訴える概念）キャンペーン

を実施している。ブルーグロースとブルーエコノミーの概念に関係する感覚から、その配分

への影響に注意を払う必要がある。これらは強力なスポンサーによる新しい取り組みで

ある。小規模漁業をこれ以上疎外しないことが肝要である。 

小規模漁業ガイドラインが強調しているように、小規模漁業者は認識されるべき人

権を持っている。しかし、私はまた、私たちのビジョンはそれよりも広いし、そうでなければ

ならないとも信じている。小規模漁業は、繁栄する機会を逃していると私たちは見てい

る。彼らは革新的で、そのために能力を構築する必要がある。TBTI は、現在の恵まれ

ない立場を変えるという野心を持っており、グローバルな視点で、比較的にアプローチを

行う。 

小規模漁業は国によって、時にはコミュニティごとに異なるが、それでもお互いから学ぶ

ことができる。ある場所でうまくいくことが別の場所でうまくいくという保証はないが、小規

模漁業の経営はそのような違いに敏感でなければならないため、プランナーはなぜこれが

当てはまるのかを理解する必要がある。進歩の機会はセクター内にも存在し、必ずしも

外部からの介入を必要とするわけではない。コミュニティには、多くの場合、動員できる内

部能力とリソースがある。社会科学者は、その方法を理解するのを助けることができる。 

正しい質問をすれば、比較研究によって得られることはたくさんある。小規模漁業はど

こにいても同じではないことを知っている。彼らはダイナミックなセクターですが、不平等で

ある。それにもかかわらず、多くのことも似ている。このセクターの基本的な懸念と野心は

ほぼ同じで、人々は、うまく機能するコミュニティで良い生活を送りたいと考えている。そ

れでも、小規模漁業は、その機会と目標の実現において異なる。なぜあるものは繁栄し、

他のものは衰退、悪化するのかは、答えを求める研究課題だ。 

生物学者であり、人類学者のグレゴリー・ベイトソン氏によると、小規模漁業の状況

のような研究対象を比較するとき、私たちは彼らの幸福と持続可能性に違いを生む違
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いが何であるかを問うべきだ。すべてが重要というわけではないが、重要なことは探求さ

れるべきである。多かれ少なかれ重要なものを特定するのは、全面的で体系的な比較

を行うまでは必ずしも容易ではない。これを地球規模で行うには、TBTI のようなものが

必要である。 

現在の政策は、小規模漁業を、例えば補助金の面で、社会政策の対象に向けるこ

とが多い。しかし、TBTI の研究者は、政府が小規模漁業セクターよりも大規模漁業セ

クターに対してはるかに寛大であることを実証した。もし状況が逆だったら、どんな違いが

生まれていたか想像してみるとよい。大規模セクターで技術能力を構築するのではなく、

資金は人間の能力を構築するために使用され、それによって小規模セクターにおけるイ

ノベーションのためのより良い条件を作り出すことができただろう。その目的は、コミュニティ

のインフラを支援し、小規模漁業の起業家的能力を強化することによって、自立と回復

力を育むことだった。小規模漁業に関する研究を強化するための資源も優先されるべき

であり、SSF ガイドラインも国家が行うべきだと述べている。知識の構築は、小規模漁

業研究コミュニティが貢献できる方法である。 

社会科学者がいつから漁業に興味を持ち始めたのかは分からない。1940年代半ば

に出版されたレイモンド・ファース（訳注：英国の文化人類学者）の『マレー人漁師』

を思い浮かべる人もいるかもしれないが、それは私たちが英語圏の世界で起こっているこ

とを他の部分よりも追う傾向があるからかもしれない。それ以前から、小規模漁業につい

て他の言語で出版されていた。ギャレット・ハーディンと、1969 年のサイエンス誌に発表

された彼の「コモンズの悲劇」の論文を、このジレンマを最初に表現した人物として、私た

ちはしばしば言及する。しかし、1931 年のデンマークのウナギ漁業に関する Jens 

Warming の論文を参照すべきだったが、彼はデンマーク語で出版した。もし

Warming の論文を読めば、ハーディンも同じことをしたに違いないと思うだろう。もう一

人の古典的な社会科学者は Eilert Sundt である。オスロ大学の社会科学棟には彼

の名前が付けられている。とりわけ、1875 年に亡くなった Eilert Sundt は、ノルウェー

の西海岸にあるハルハムと呼ばれる小さな漁業コミュニティを研究した。彼の本は 1859

年に出版された。彼の漁業活動については、この本の章の 1 つで話す。したがって、漁

業社会科学の先駆者が誰であるかを言うのは難しく、私たちはいつも誰かの肩の上に

立っていることしかわからない。 
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小規模漁業は、かつては私たちの分野ではかなり限界的な研究テーマだったかもし

れないが、状況は変化している。少なくとも私にとっては、最近、小規模漁業について世

界中で出版されている事柄を、たとえ英語用いても把握することがますます困難になっ

ている。小規模漁業に関する新しい研究出版物の量は膨大に感じられる。特に 200

マイルの経済水域内の漁業管理を国家政府の責任とした UNCLOS（国連海洋法

条約）の後、政府の介入と野心の増加とともに、新しいトピックが顕在化している。自

然保護の問題は、現在のように常に最前線に立っていたわけではなかった。  

気候変動はますます注目を集めている。小規模漁業コミュニティは、気候変動と漁

業に関する最近の FAO の報告書（Barange et al. 2018）で明示されているよう

に、気候変動の影響に対して特に脆弱である。その結果、小規模漁業科学は、コミュ

ニティがこの課題に対処するのに役立つはずだ。私たちは、公平と社会正義に関する古

典的な問い、つまり社会的闘争と権力に焦点を当てることを忘れてはならない。これら

は決して消え去ったことのない問題である。代わりに、気候変動のように新しい環境とし

て顕在化する。誰が敗者で誰が勝者なのかは、ブルーグロースの文脈を含め、常に私た

ちが問うべき事柄である。 

小規模漁業ガイドラインは、研究コミュニティにとっても分岐点だ。私たちは、私たち自

身の環境で、そしてグローバルにそれらの実装に関して何が起こっているのかを追跡する

役割を持っている。SSF ガイドラインを支持した FAO 加盟国は、今、証明すべき何かを

持っており、我々は彼らの行動を注意深く、批判的に見守るべきである。しかし、SSF

ガイドラインが文脈化されているときに建設的になる機会（道徳的責任でさえも）もあ

り、最終的には実施されるときにそうでなければならない。 私たちは、それらを実装する

方法について、適切でタイムリーなインプットを持っているかもしれない。SSF ガイドライン

は、小規模漁業者の発展と幸福の非常に多くの側面に触れているため、この本で頻繁

に登場する。 

 

この本について 

 

私は長年にわたり、学会以外の会議で講演をするよう多くの招待を受けてきた。特に
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漁師の聴衆に話すように招待されたもので、私はこれを楽しんだ。象牙の塔は時々つま

らない場所になることがあるので、そのような状況で人々に会うことは常に刺激的だった。

講演の際、私は必ず講演原稿を用意することをルールにしており、原稿をそのまま読む

時もあり、退屈なパフォーマンスを披露する時もあった。しかし、原稿作成は、パワーポイ

ントスライドから適当なことを言ったり、メモから即興したりするよりも、一つ一つの講演に

真剣に向き合わせてくれた。その後、私がよくやったことは、講演原稿を小さな記事にし

て、人気雑誌に送ることだった。これらの記事の多くは、ICSF（訳注：International 

Collective in Support of Fishworkers；国際漁業従事者支援協議会）が発

行する雑誌 SAMUDRA に掲載された。ICSF は寛大にも、この電子書籍でこれらの

記事を転載することを許可してくれた。アメリカ水産学会の「水産雑誌」に新規に掲載さ

れた記事も同様だった。これらの記事は、この本の章の約半分を占めており、主な重複

を避けるために少し編集されている。読者は、残りのいくつかの重複を私と一緒に耐えな

ければならないだろう。同じ事例は、別の要点を説明するために使用されていることもあ

る。そのほかの章も講演原稿か、またはその一部を一つの章としてまとめた。独立したエ

ッセイとして、それらは個別に読むことができる。 

 

私はそれらをどのように整理するか、時系列的に、あるいはテーマ的にもそうする方が

良いのか疑問に思った。私の思考には、例えば、管理からガバナンスへの移行など、概

念的なほど実質的なものではない明らかな進展があった。私は両者を区別する必要性

についてますます意識している。多くの場合、ガバナンスは管理よりも適切な言葉だった。

しかし、私は元の概念化に固執し、特に私が本をテーマ別に整理することを選択したた

め、読者と混乱を招く可能性があることをお詫びする。 

それでも、私が焦点を当ててきたテーマは長年にわたって発展してきたので、テーマ別

構成もある程度年代順である。それから、私がずっと係わってきた、そして私のキャリア全

体を通して私と一緒に抱えてきた問題、例えば私が一緒にグループ化することを決めた

漁業コミュニティの役割と運命だ。再版であるこれらの章については、更新が必要と思わ

れるいくつかの例外を除いて、ほとんどの場合、テキストをその時点で書かれたままにして

ある。 

すべての章は、私のキャリアを通して興味を持っていた問題に関するものであり、それ
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らはすべて学術雑誌の論文や書籍の根幹となっている。本書は学術研究の読者を対

象としていない。社会調査員として、非学者の興味を引くような形で問題を議論してい

るのは私である。プラグマティズム（訳注：「実用主義」「実際主義」「行為主義」等）

の哲学者リチャード・ローティ（訳注：アメリカ哲学者）の主張に共感するが、私たち

学者は論争に携わっている。私たちは時々、私の亡き友人で同僚の Victor 

Thiessen が彼の統計の本にタイトルを付けたように、「数字で議論」している。他の例

では、私たちは展開、またはその両方で議論する。私たちが語る展開には理由があり、

私たちは主張するためにそれらを使う。主張自体は主要なものではなく、それが伝える

教訓とそれが導く議論である。 

これはそのような本である。そして経験的な記述とデータが不足しており、終始議論の

本である。それは私が長年にわたって信じてきたことを主張し、まだ私が支持できると感

じている。もちろん、他の人は私が言わなければならないことに同意しないかもしれません

が、それはそうあるべき姿である。漁業のガバナンスは容易な課題ではない。漁業は、漁

業者や漁業経営者にジレンマと難しい選択を迫り、解決策は究極的には人間の価値

と私たちが向かいたい方向に関するものであるため、道徳的で倫理的な問題を提起す

る。これらは、科学者が特別な権限を持っている技術的な問題ではない。それらは私た

ち全員の間で熟考される必要があり、小規模漁業に従事している人々は、漁業が統

治されている方法に起因するジレンマ自体に直面しているため、聞かなければならない

声を持っている。 

学者は、分析的な視点、物事の見方、本質を強調する概念、共有する知識、そし

てその会話に役立つかもしれない議論を持っている。私はこの本に、水産社会科学研

究で 40 年近く学んだことに基づいて、私自身の視点と議論を前面に出す以外に野心

はない。 

 

スヴェイン・イェントフト 

スペイン テネリフェ島 ラ・ラグーナにて 

2019 年 3 月 30 日 
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3 

 

なぜ、漁業に社会科学が必要か？ 

 

日高健（近畿大学）訳 

 
漁業管理は社会科学の批判的で建設的なものの見方によって利益を得るだろう。 

 

この章では、今日の漁業管理における社会科学の役割と、近年見直されている漁

業管理の仕組みの中でいかにしてそれが可能になるかを明らかにするつもりである。漁

業管理に対して、社会科学はどのような関連性を持つのだろうか？どんな貢献があるの

だろうか？これらの質問に答えるために、漁業管理とは何かということについて思い返す

ことから始めよう。 

第一に、漁業管理は本質的には魚の管理のことではない。もしそうなら、別のもっと

正確な言い方、例えば資源保護のような言い方で呼んだであろう。漁業は産業であり、

漁獲は人間の活動である。そして漁獲行為の規制を通して、水産資源の持続性を守

ろうとする。このため、社会科学者は、うまく管理するためには魚だけでなく漁業や漁獲



11 

についても知る必要があるという、当たり前のことを主張するだろう。 

第二に、漁業管理は科学に基づくものであるが、科学に牛耳られるものではない。ほ

とんどの国において、対立する利害関係者による政治的な戦いの場であり、管理の到

達点はデリケートな妥協の性格を持っている。結果的に、みんな漁業管理の政治的な

プロセスを理解する必要があるのだ。もう一度言う。これは、社会科学の問題なのであ

る。 

第三に、漁業管理のシステムは制度によって構成されるものであり、効果的な管理

は適切な組織的メカニズム（例えば、これらは管理の目的を達成する手助けをするル

ール、手続き、インセンティブ）の問題である。もし、社会科学に漁業管理に関連する

専門領域があるとすれば、それは制度の形成や機能、それによって生じる結果の領域

である。 

もし、これらがすべて本当なら、社会科学者は管理機関からもっと多くの需要がある

はずである。しかしながら、事実は、我々には需要がないということである。社会科学者

は、漁業管理における意思決定のプロセスに全く参加していない。社会学者、社会人

類学者、政治学者、地理学者が、生物学者と同じように管理機関に対して助言的な

役割を果たすことはめったにない（Hanna 1995）。経済学者でさえ、規制プロセスの

提案について他の誰よりも重要な見識を持っているにも関わらず、ほとんど参加していな

い。多分、彼らはまたもっと多くの理由でこのプロセスについて失望している。しかし、この

落胆した状況を嘆くのではなく（私は全部のメンバーがこのために集まった会議に多く参

加した）、なぜそうなっているのかについて考えるべきである。つまり、漁業管理において

社会科学に対する需要がほとんどないのはなぜだろうか？ 

 

部外者としての社会科学者 

 

社会科学者が抱えている困難のいくつかは、自然科学と社会科学の間にある基本

的な違いから生じている。あなたが魚類を研究する時、漁業者については研究しない。

その理由は、社会の研究者と研究の対象は同じ種類の生物であるということだ。漁業

者は話すことができ、社会科学者としての我々は彼らと話すことができる。これは、いか
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にして社会科学者が研究データを手に入れるかということに関わる。もし魚が漁業者と

同じように話をし、考え、学び、考えをまとめることが出来るなら、漁業管理における生

物学者の仕事は、現在のものとは全く違ったものであっただろう。その立場は平均的な

社会科学者のそれと非常に似ているものになったと思う。生物科学者は、ステージ上で

正面に立つのではなく、他の人たちと一緒に観客席に座っていたことだろう。 

魚は彼らに代わって意見を述べるために生物科学者を必要とするのに対して、漁業

者は彼らを代弁するために社会科学者を必要とするかどうか、全く明らかではない。もし

漁業者がどうしても我々の専門性を必要としていたなら、我々は随分前に生物科学者

と一緒にステージに上がっていたことだろう。漁業管理のプロセスから生じる専門的な社

会的知識に対する強い需要は、社会科学者にとっては「素晴らしい」ことである一方で、

警告のシグナルと見なされるかもしれない。漁業管理システムによって最も影響を受けて

いる漁業者が意思決定のプロセスから除外されている時、漁業者を代弁する社会科

学者に対する需要は、民主主義が失敗したことを示すものではないだろうか？ 

しかし、これが一般的に当てはまると主張するのは言い過ぎである。私の母国ノルウェ

ーでは、漁業者は漁業管理の意思決定プロセスに十分に参加している。そして、漁業

者組織が漁業管理の全てのレベルに参加し、意見を述べている。これは確立したルー

チンの一部であり、共同管理者としての漁業者の役割は、彼ら自身によって、そして政

府や一般市民によって当然のこととされている。彼らの参加は、高いレベルで制度化さ

れている。ノルウェーの漁業者は、米国で設置された地域の漁業管理委員会でしばし

ばそうなっていると思うのだが、自分たちの訴訟を行うのに弁護士を必要とすることはない。

それゆえに、社会科学や社会科学者が規制に関する委員会やプロセスの中で比較的

少ないことは、別に驚くことではない。もし漁業管理機関が漁業に関する情報を欲しい

のなら、彼らは滅多にいない漁業に関する社会研究者ではなく、漁業関連組織に相

談する。そして、もし漁業者が漁業管理機関にものを申したい時は、彼らの組織を通し

て彼ら自身で行うのである（Hoel et al. 1996）。 

ここで、ノルウェーでは特別なことではないことを付け加えたい。私が知っている西欧と

北米のほとんどの国では、漁業規制のプロセスの中に、政府と産業界の関係を促進し、

漁業者組織から直接の情報を提供するための手続きが開発され、実施されている

（Jentoft and McCay 1995）。多くの国は、多かれ少なかれ米国の地域漁業管
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理委員会と同じような制度を持っている。そしてそれらは古くから存在していた。しかし、

それらの機能を評価すること、またそれらが小規模漁業に対していかに機能することを評

価することは重要である。例えば、これはヨーロッパ共同体 EU で漁業のガバナンスのた

めに設立された助言委員会で取り上げられた問題である（Linke and Jentoft 

2016）。それにも関わらず、漁業管理における一方的な、そして完全にトップダウンの

アプローチは例外であり、ルールとして決まっているものではないと、私は言いたい。このた

め、少なくともノルウェーでは、社会科学者による貢献の性格と実体が何であるかについ

て、そして我々は業界の代表、漁業管理者、生物科学者とともに、規制に関する意思

決定システムの内側にいるかどうかについては、私は疑問に思っている。しかし、それらの

システムがいかに機能するかについて研究すること、そしてそれが多くの国でなぜうまく機

能しないのかについての懸念に答える手助けすることで、社会科学者は有益な貢献を

することができると信じている。 

 

社会科学の視点 

 

社会科学が必要とされるかどうかは、大きくは漁業管理の目標の結果であり、目標

は政治的な問題である。これまで資源の保全と増殖は、表面上、漁業管理の最優先

の関心事であり、それにはそれなりの理由があった。それゆえ、生物学が科学の中で中

心的なものであることは疑いない。魚はまた、例えば、レントが最大化されるレベルのよう

な、費用最適な水準で開発されるべき経済的な資源であるという考え方は、漁業管

理においてかなり最近になって考えられていることである。世界の漁業で蔓延している過

剰生産能力の問題は、この経済的なメッセージを政府に伝えるのに問題があったことを

示している。それにも関わらず、経済学の専門家は漁業管理の中で中心になりつつあ

るのは疑いない。経済学者が ITQ（訳注：Individual Transferable Quota；譲

渡可能個別割当制）について語る時、政府はそれに耳を傾ける。社会学者や社会

人類学者が沿岸のコミュニティや文化について語るときには、それほど政府はそんなに一

生懸命には聞かない。 

もちろん、ITQ 愛好家が電子会議である「Fishfolk」で行ったのと同じように、「長期
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的には漁業管理における健全な経済政策が最も優れた社会政策である」という議論

することができたかもしれない。もし、これが本当なら、社会科学者と社会人類学者は

漁業管理においてやることはなかったであろう。「漁業管理における健全な経済政策」を

構成する絶対的な客観的な基準があるかどうかわからないが、例えあったとしても、また

これが「長期的な最良の社会政策」を意味するという説明に同意したとしても、これは

大きな社会的、そして人的費用を伴わないと主張する人はいない。ITQ への反対、特

に小規模漁業にある反対は、このことを証明している。彼らは、ITQ が失業を引き起こ

すこと、それにコミュニティが打撃を受けることを恐れている。アイスランドの事例で示され

たように、この危惧は現実のものである（Pálsson and Helgason 1995）。政府に

しても利用者自身にしても、短期的、長期的に生じる社会的費用について注意を払っ

ていないことを非難されることはない。このため、ノルウェー政府は ITQ を導入することを

控えており、そうすることで現在の流行に逆らっているように思われる。 

漁業管理に関する社会科学は、市場や効率性や割当に関する社会科学であるだ

けではない。それはまた、とりわけ、家庭、性差、コミュニティ、権力、公平性、民主主義、

知識に関する社会科学でもある。社会学者や社会人類学者は、漁業者は利益だけ

を動機として行動するわけではないと仮定している（Hart and Pitcher 1998）。

我々は、漁業は社会ネットワーク、制度、それに文化に深く根付いており、それらによっ

て条件づけられた活動であるという仮定に基づいて、研究に取り組んでいる。したがって、

漁業者はまた家族、コミュニティ、社会的なグループの一員としての規範、義務、責任

によって突き動かされており、またそのような配慮は海の上でも有効であると、我々は予

想している。このため、我々は調整のための装置として組織に信頼を置く傾向がある。こ

れはまた、我々がしばしばゲーム理論のようなアプローチの説明力に重きを置く理由であ

る（Hart  1998）。個人の行動は、常に戦略的であるとか、露骨に利己的であると

は限らない。例えそれが個人的な犠牲や損失を意味するものであっても、公益のために

行動するというのは、人類の可能性を意味する。我々の分析が複雑で、おそらく経験

的事実に照らしてもそうであるように、残念ながら、我々のメッセージもしばしば同じよう

に複雑であいまいである。これは、漁業管理における社会学者や社会人類学者の周

辺的な役割の別の側面を説明している。 

我々は、経済学者が現在 ITQ に対して持っているような、漁業管理に対して提供
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できる唯一の役割というものを持っていなかった。しかし、今や、物事は変わろうとしてい

る。あるいは少なくともそのように思える。社会科学者の構築物である共同管理のコン

セプト（Brown 1998）が、欧州委員会の官僚組織においてさえ、広く注目されてい

るという事実によって、私は社会学者として勇気づけられる（Jentoft 1989; 

Pinkerton 1989）。もし、我々がその用語の丁度いいノルウェー語の訳を見つけられ

たなら、それはノルウェーにおける漁業界や漁業大臣の関心を掴むチャンスを得たことで

あろう。少なくとも、既に存在し、一部の批評家が無駄と主張する利用者の参加制度

を正統化するのに役立つだろう。 

何が漁業管理に関連する知識や情報を構成するかについてのコンセンサスはない。

漁業管理の目標や手法についての広範な合意もない。漁業管理に関する言説を理

解しようとすると、根本的な問題は我々が相互の関心を共有しておらず、ましてや同じ

基本的な価値観でさえも共有していないかもしれないことであることに気づくであろう。あ

る課題、例えば共同管理の有益さのような課題に対して一般的な合意があるとき、そ

れはコンセプトが正確に記述されておらず、反対意見を覆い隠すような、そして先入観

を支持するような解釈を可能にすることによるだろう。例えば、多くの社会学者や社会

人類学者にとって、共同管理は漁業管理のプロセスの中で利用者や地域コミュニティに

権限を与える方法としての民主主義の理論に沿ったものである。経済学者にとっては、

それは探索費用を削減する方法としての交渉費用の問題である。政府にとっては、共

同管理は利用者団体による政治的圧力、つまり「もし我々が行うことを好ましく思わな

いのなら、政府自身でそれをやったらどうか？」という圧力を和らげる方法であるようだ。

欧州委員会は共同管理がオーバーキャパシティの問題を解決するのに貢献することを

期待しているという印象を、私は持っている。期待されているのは、利用者がハンドルを

握ることを許された時、利用者は規模削減を支援するだろうということである。これは、

ほとんどの共同管理の支持者が心に描いていることとは大きく異なっている。 

 

参加のリスク 

 

社会学者としての我々が本当に生物学者と同じような専門家として意思決定プロセ
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スにもっと直接参加するようになることを望んでいるかどうかは、適切な質問であると私は

思う。もし政府が我々を組織に入るように招いて、我々のアドバイスを求めたら、我々は

どう反応するだろうか？我々の多くは容易なことではないと感じると思う。我々のほとんど

は、政府から少し距離を置くことを好む。委員に任命されることへの恐れ、例えば高度に

政治化された漁業管理のプロセスで忙殺されるようになることや、あるいはもっと悪いこと

に、意思決定における地位から得られる満足や報酬、例えば権力のようなものに誘惑

されるようになることへ恐れがある。それに加えて、もしあなたが影響を与えたいのなら、

最も望ましい立ち位置は何かという問題がある。つまり、「中に向けて放尿する外側か、

外に向けて放尿する内側か」（訳注：外部の者にアドバイザーを頼むか、内部の者に

アドバイザーをさせるかの意味）という問題である。我々のほとんどは前者の立ち位置の

独立性を高く評価するのに対し、政府は、我々がしばしば政府に対して起こす混乱を

封じ込める方がより簡単であるということ以外の理由がなければ、おそらく我々に後者の

役割でいることを好む、と私は考える。 

明らかに、漁業管理は、基本的に我々が貢献する方法である社会科学の純粋に

知的な、部外者としての視点から便益を得られるだろう。漁業管理において洞察を考

慮するということは、社会科学者に対して献身的で創造的であることを要求するというこ

とである。必ずしも意思決定プロセスに直接参加することを求めるものではない。また、

批判的で懐疑的で、独立した、束縛されない心も必要である。しかし、社会科学者が

そんな心を両方の立場で持つことができるだろうか？アウトサイダーとしての役割の独立

性によって育まれた批判的態度を、インサイダーに義務付けられた参加型で責任ある

建設的な役割とバランスを取りながら維持することができるであろうか？ 

漁業管理に関する論議は、もし社会科学者が漁業管理システムの中で多くのポジ

ションを占めることができ、我々の幾人かが内部にいながら、一方で別の誰かが外部に

いたままであるなら、利益を生むと考えられる。特に、もし我々が時折ポジションを変える

ことができるなら、漁業管理論はコミュニケーションを容易にし、敵意を減らすことができる

であろう。今日、科学者と管理者が異なる言語を話すために、漁業管理プロセスは妨

げられている。同じように、我々がめったに異なる役割を試すことが許されないという事実

によって、漁業管理論は苦しめられている。 

漁業管理は、現在でも継続的な学習プロセスである。そして、社会的な影響に関す
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るものを含めて不十分なデータのために、多くの誤った学習が続けられているように思わ

れる。効果的な学習は、重要なフィードバックを必要とする。システムの複雑さと結果の

不確実性が大きいほど、そのようなインプットを可能にすることはより重要になる

（Dryzek 1990）。意思決定システムの中にいるか外にいるかに関わりなく、社会科

学者はこのプロセスの中で重要な役割を持っていると、私は信じている。我々は、人口

統計、漁法、漁獲分配システム、乗組員募集、職歴、性別役割、漁業訓練、管理

システム、その他に関するデータを集めるための質問表とテープレコーダーを持って、世界

中の漁業コミュニティと漁業者の間で活動している。漁業管理機関は我々が学んだこと

や彼らに語ることを聞くことで、多くのことを得ることができる。参考にすべき文献はすぐそ

こにある。 

 

ロールモデルとしてのファウスト 

 

社会科学は、より参加し建設的になることによって、必ずしも受け入れられるわけで

はない。実際のところ、批判的な社会学のアナリストでも、建設的になる義務を持って

いる（Løchen 1994; McGuire 1998）。ポストモダニストが言うように、我々の役

割を単に「非建設的」と決めつけることはあまりに安易である。社会科学者は、ゲーテの

ファウスト（訳注：ドイツの文人ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの代表作とされる

長編の戯曲。悲劇。）のようになるべきではない。ファウストは、医学的な専門家が善

よりも害を与えると考えたため、医者である父親の跡を継ごうとはしなかった。ファウストは、

血まみれの手を思い浮かべることに耐えられなかったのである。そのため彼は象牙の塔に

閉じこもり、有名な学者になった。しかし、しばらくたって、彼は落ち着かなさを感じはじめ

た。彼は外に出て、人と関わり、より本物の人間であると信じているものになりたいと望ん

だ。しかし、ファウストが科学を離れた時、大惨事が起こった。注意して欲しい。道で出

会う他の人たちにはそうであっても、ファウスト自身にとって大したことではなかった。 

ファウストの神話には教訓がある。つまり、ファウストはあまりに自分の構想を実現する

ことに夢中になりすぎたのである。彼は、彼が関わることになった人たちが言うことに、もっ

と耳を傾けなければならなかった。彼は、仲間たちの要望にもっと敏感であるべきだった。
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そうすれば、結果（ゲーテの許可がいるが）はそれほど悲惨ではなかっただろう。フィレモ

ンとバシウス、この年老いた二人は多めの解決金の申し出にも関わらず、立ち退いて住

替えることを望まなかったために、ファウストの行く手を邪魔することになったのだが、そのた

めに彼らが死ぬことはなく、ファウスト自身も良心のトラウマに悩まされることがなかったで

あろう。 

ここに、おそらく我々の抱えるジレンマを解決する方法がある。社会科学者として、

我々は業界に我々の概念やモデルを押し付けないように注意すべきである。我々は漁

業者や水産加工場の労働者にもっと耳を傾けるべきである。彼らの関心は正統性であ

る。彼らはまた、彼らが属するコミュニティの維持、家族の生活、子供たちの将来に深く

関心を持っている。そのような関心を無視したり、彼らを言いくるめたりする我々は何者

なのか？結局、ファウストは再構築された漁業管理システムにおいて社会科学者のロー

ルモデルであるべきではないと思う。どんな状況下においても、我々はメフィストフェレスの

役割、つまりファウストが自分の罪を否定するのを助けた闇の王子の役割と性格を引き

受けるべきではない。 
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漁業管理と社会科学との関係をどう捉えるか？ 

 

なぜ漁業に社会科学を適用することが必要なのだろうか。特に、漁業管理を考える

際に、社会科学はどのように貢献することができるのか。私が担当した第 1 章は、このこ

とについてイェントフト先生の豊富な経験に基づいて、記述が行われている。私も自分

のキャリアの中で同じようなことを経験し、同様のことを感じた。 

私の個人的なことに触れると、私は大学で魚類学研究室に所属し、魚の分布生態

について学んだ。ちなみに、卒業論文は「筑前海におけるウマヅラハギの漁業生物学的

研究」である。卒業後、福岡県庁の水産試験場に勤務し、1980年代に漁業資源管

理に関する研究を担当した。この時期、日本独特の資源管理のやり方である「資源管

理型漁業」が導入され、福岡県も国のプロジェクトに参加し、私も担当者の一人になっ

た。この研究では、資源動態と漁業活動、それに漁業経営や市場動向を統合したモ

デルを作り、資源管理による水産資源の有効利用と漁業管理による漁業経営の向上

を追求することが試みられた。つまり、日本においては 1980 年代には漁業管理におけ

る社会科学の重要性が認識され、自然科学と社会科学の統合が試みられていたとい

うことができる。しかし、社会科学の成果が資源管理型漁業に十分に生かされ、現場

の意思決定に社会科学が貢献したかというと、残念ながらそうとは言えない。これは、研

究部門に現場が求めるような社会科学的な知識が十分に蓄積されていなかったからで

あり、社会科学者の数も少なかったためであると思う。県庁で漁業資源管理に関わる

者の間で、経済学や経営学のわかる研究者が必要だという声がよく上がっていた（県

職員の採用試験は自然科学中心となるため、社会科学を専攻した者には不利とされ
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ていた）。そこで意を決し、個人的に経済学を勉強し、さらに経営学も勉強した。その

結果、現在の私の研究アプローチは、学生時代に学んだ魚類学と県庁時代の漁業制

度があり、その上に経済学と経営学が載った学際的なものになっている。 

イェントフト先生は、第 1 章の最後の方で、我々は業界に我々の概念やモデルを押

し付けてはいけない、漁業者や水産加工場の労働者にもっと耳を傾けるべきであると述

べている。この点は文化人類学や社会学が得意とするところである。現場の人たちが持

つ関心や彼らが持つ知識（虫の目）を重視し、水産資源や海洋環境に関する自然

科学的な知識（鳥の目）と融合するという考え方は、最近注目されている超学際的

研究での分野で追及されていることである。超学際的研究は、科学者と当該問題のス

テークホルダーが協働して研究と問題解決にあたるというものでもあり、社会科学、特に

文化人類学や社会学の役割が大きくなる。個人的にも、今後はこのようなアプローチに

挑戦していきたいと考えている。これが、イェントフト先生の示唆されるものであるようにも

思う。 
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4 

 

合理的な選択を超えて 

 

浪川珠乃（漁村総研）訳 

 
漁業のコ・マネジメントはハーディンのコモンズの悲劇と前提条件が異なっている... 

 

本章は Bonnie McCay と Doug Wilson と共同執筆し、「マリンポリシー

（Marine Policy）」に発表した論文を基にしている（Jentoft et al. 1998）。本

章は漁業のコ・マネジメント（訳注：co-management；共同管理）に焦点をあて

たものだが、私たちの関心はより一般的なものである。本章は漁業管理における制度の

役割、制度とは何か、制度は何をするのか、制度に何を期待できるのか、といった暗黙

の前提を浮き彫りにしようとしている。多くの共有財産に関する研究で用いられている制

度の定義はあまりにも限定的である。制度には、ルール、規則、取引コスト以上のもの

があり、“制度とはゲームのルールである” （cf. ノース, 1990, p. 3）というのは少し単

純すぎる。むしろ、制度の定義としては、スタンフォード大学の社会学者である Dick 
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Scott の定義する、「制度とは、認知的、規範的、規制的な構造から構成され、社会

的行動に安定性と意味を与える活動である」（スコット 1995, p. 33）の方が好ま

しい。 

スコットはこれらの構成を「制度の 3 本柱」（p.34）と呼んでいる。漁業管理におい

ても共有財産論においても、一般的に、規制的な柱である第三の柱が強調される。そ

のため、漁業管理に対して過度に法律尊重主義的なアプローチがとられる。 

 コ・マネジメントとは、ルールそのものというよりも、ルールが作られる過程と、その過程の

組織化されたあり方を意味する。スコットは制度を役割システム、すなわち、“社会的立

場に紐づけられたパターン化された期待（行動）”とみなしている（p.53）。役割シス

テムは、どのような行動が適切であるかを規定し、規範や知識を社会化・内面化するた

めのメカニズムを提供するものである。コ・マネジメントは、明らかにそのような役割システ

ムである。今日のトップダウンかつ、政府主導・科学主導のマネジメントと異なり、コ・マネ

ジメントは、規制に関する意思決定に利用者が関与する。誰が、どのように（例えば、

どんな役割で）、どのような知識をもって、関与するのかが、本章の主要課題である。

コ・マネジメントの文脈における組織的な学習というものは、興味深い研究テーマである。

様々な役割をはたす参加者がどのように相互学習をするか、資源管理に関するそのよ

うな学習プロセスが何を引き起こすのだろうか。 

スコットが言うように、制度は規制を生み出すだけではない。制度は承認と正当性を

生み出す。制度は権利を与え、手段を提供し、機会を与える。制度は権限を与え、そ

れと同じく責任を与える。制度は、特定の人が何を行うのが適切か、参加者に何が求

められているか、何が道徳的に受け入れられ、正当化されるかを定義する。制度は参

加者が世界を理解することを助けるのである。以上のように、制度は単に一連の関係、

戦略的で費用便益的な方法で自己利益を追求することができるフレームワークを意味

するものではない。利害は自然発生的なものではなく、社会的に構築されるものである。

そして、制度が、これらの利害が何であるか、どのように獲得され、どのように個人に内面

化されるかを規定するのである。この点から見れば、制度は単に独立した個人の外部に

あるだけではなく、人々は自分の皮膚の内側にも制度を持っているといえる。 

はっきりと明示的に表現されることはめったにないものの、これらは、コ・マネジメントモデ

ルを支えている制度に関する仮説である。しかし、これらの前提は、ハーディンモデルやゲ
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ーム理論、合理的選択理論の基礎を形成し、天然資源管理における同じ重要なパラ

ダイムの一部になっている仮設とはまったく対照的である。コ・マネジメントと ITQ（譲渡

可能個別割当制）は必ずしも相互に排他的ではなく、オランダの漁業のような包括的

な管理スキームの共通要素である可能性がある（Dubbink and van Vliet 

1996）。この 2 つの解決策は、人間の本質と社会制度についての異なる仮定から生

まれたものである。 

これらの違いをより認識することができれば資源管理の議論に役立つだろう。議論に

際して、何をよりどころにしているのかを気づかせてくれるだろう。より重要なことは、このよ

うな認識がより多くの行動の選択肢が明らかになることである。コ・マネジメントはコモンズ

の悲劇を回避する第三の道があること示している。法的メカニズム、市場メカニズムに加

え、組織がある。ロナルド コース（1937）が言うように、組織は利用者の行動を調整

するのである。 

コ・マネジメントに懐疑的な人々は、“鶏小屋の中の狐“の考え方について言及する。

これは集団レベルでのフリーライダー論の一部である。コ・マネジメントを批判する人々は、

利用者組織は自分たちの合意を尊重しない傾向にあると主張する。組織は、特にメン

バーが自主的に参画している場合、そのメンバーが政策や規則に従うことを確約できな

い。そのため、管理権限を利用者組織に移譲することは、あまりにもリスクが高いというこ

とだ。資源の乱獲に対する誘惑は大きすぎるのである。 

もちろん、このようなリスクを除外するというのは甘い考えだろう。しかし、ここでのポイン

トは、このような期待行動は、制度とは何か、そして、この場合、制度が資源の利用者

に対して何ができるのか、制度は資源の利用者とともに何ができるのかという一定の前

提から生まれるものであるということである。スコットが制度を役割システムとみなしていた

ことを思い出してほしい。スコットの概念は、“鶏小屋の中の狐“の比喩が大げさであると

いう結論を導いている。その代わり、利用者がより機能的な管理責任を得た場合、利

用者はより道徳的な観点からより責任のある態度をとるだろうことを我々は主張する。こ

れは明らかに興味深い研究課題だろう：この仮説はどのような条件下で当てはまるの

だろうか？ 

漁師のように利用者が合理的に行動する際、その行動のアイデアは空から降ってくる

のではなく、彼らが自分自身や他の人々の経験から得た教訓から生まれるのである。利
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用者には彼らの行動の理由がある。彼らは自分自身がもつ選択肢のなかから行動を

選択する。彼らの合理的選択は、必ずしもご都合主義によってではなく、それらを具体

化する制度を含め、彼らのコミュニティの道徳的規範や慣習に従って行われるのである。

制度は規則を施行するだけではなく、人々を社会に適合させる。 人々の嗜好は、社会

的、文化的、倫理的な文脈に関連して理解されなければならない。 漁師がどのように

行動するかを理解するために、私たちはこの過程で制度が果たす役割を理解する努力

をしなければならない。 その時、制度が社会的なプロセスからどのように生まれるかを見

極める目も必要である。 

そうでなければ、制度が時間の経過とともにどのように変化するか、そして制度に関す

る人々の嗜好や道徳観を理解することはできないのである。 
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5 

 

貧困 力を合わせよう 

 

佐藤哲（愛媛大学）訳 

 
小規模漁業における集合的実践だけが、貧困、疎外、不安定な所有権、無力感といった 

問題を克服できる...  

 

学術論文はその興味をそそるタイトルで特に知られていることがある。Christophe 

Béné による論文の、小規模漁業は「貧困と韻を踏む」というタイトルがその一例である。

彼は、単に小規模漁業者や水産関連産業の従事者が貧困であること、しばしば極端

に貧困であることを述べているのではない。小規模漁業は「最後の手段」であり、漁業

は他に生活の糧がないときに行うものであるという、一般的なイメージについて示唆して

いるのだ。そのため、小規模漁業者や水産関連産業の従事者は、悲惨な状況からの

解放、漁業から抜け出して他の仕事に就くための支援を必要としているとみなされるの

である。このことは、彼ら自身にとっても、また経済や環境にとってもよいことだとされる。な
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ぜなら、「あまりにも多くの漁師が、あまりにも少ない魚を追いかけている」のが問題だから

である。貧しい人々は、悪い管理者でもあることが前提であり、したがって、この産業から

彼らを排除することは、Win-Win の状況をもたらす。政策立案者にとっても、彼らの漁

業からの撤退を加速させることは理にかなっている。 

往々にしてイメージに支配されて意思決定が行われるというのは、驚くべきことだ。例

えば、ギャレット・ハーディンが提唱した「コモンズの悲劇」は、現代の漁業管理の根幹を

なすメタファーとして最も有名であり、私たちはそれに強く影響されている。問題は、ハー

ディンの主張が本質をついていないということではない。繰り返されながら拡大する悲劇

を数式としてとらえれば、必ずしも間違ってはいないのだ。むしろ問題は、エリノア・オスト

ロムが指摘したように、それが「万能薬」、つまり、適合しない状況においてすら普遍的に

適用される応急処置になることである。その結果、私たちは「ハンマーで床を塗る」ことに

なる。これは、数年前に私がデンマークとアメリカの研究者と Marine Policy 誌に発表

した論文（Degnbol et al.2006）で使ったメタファーである。 

皮肉なことに、実際にはハーディンはこのような解決策に陥る危険を指摘していたの

だが、この警告はハーディンを引き合いに出す人たちの目には留まらない傾向があるよう

だ。誰もが、ハーディンが「コモンズにおける自由」は「すべての人に破滅をもたらす」と述べ

たことを記憶している。しかし、彼が本当に主張したのは、科学的・技術的な解決策を

持たない社会問題が存在するということだ。私たちの道徳や倫理が問われるからであり、

貧困はその一つである。このような問題を、Rittel と Webber は、ギャレット・ハーディン

の論文から 5 年後の 1973 年に発表した有名な論文で「厄介な問題（wicked 

problems）」と呼び、貧困をその例に挙げている。 

小規模漁業が常に貧困と同義なのか、小規模漁業は必然的に最後の手段であり、

決して好ましい職業ではないのか、慎重に確認することが先決である。小規模漁業が

海洋資源や生態系にとってどれほどの脅威なのか、排除しようとする前に実証的に調べ

るのが賢明ではないだろうか。ハーディンならおそらく、小規模漁業者は社会の片隅で貧

困にあえいでいる、と予想しただろうが、それは本当だろうか。小規模漁業ガイドラインを

承認した 150 を超える加盟国すべてが、その言葉を鵜呑みにすれば、そうとは考えてい

ないように見えることは、重要だし興味深い。 

もちろん、小規模漁業は、小規模漁業ガイドラインの中心である貧困、疎外、不安
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定な漁業権、無力感といった問題を確かに抱えている。この点を誤解してはならない。

しかし、政策の実現、適切なガバナンス、集合的実践（collective action）を可能

にする機会や潜在的な可能性も秘めている。そして、私たちはまず、問題や解決策に

対する私たちの考えを制限し、文脈を無視した政策を正当化するようなイメージやメタ

ファーを取り払う必要がある。その上で、小規模漁業に携わる人々自身が自分たちの

苦境をどのように理解し、問題にどのように対処し、どのようにチャンスを追い求めている

かを探ることから始めてはどうだろうか？崩壊を回避できる道筋を真剣に考えなければ

自ら台無しにしてしまう危険がある環境の中で、貧しい生活を送るという難題に、彼ら

はどのように対処しているのだろうか。人々が貧しいから怠惰に陥っている、あるいは怠惰

だから貧しいと決めつけてはならない。 

これらの疑問は、2008 年に PovFish プロジェクトを開始したときに、まさに私たちが

問おうととしたものであり、その結果、2011 年に Springer 社から出版された『貧困の

モザイク： 小規模漁業の 現実と展望（Poverty Mosaics: Realities and 

Prospects in Small-Scale Fisheries）』という本が生まれた。この本には、世界中

の小規模漁業の事例研究が記載されており、この産業に従事する人々が置かれてい

る様々な状況について、実態の精細な描写が提供されている。小規模漁業は世界中

どこでも同じではなく、政治的な事情も含めて大きく異なる状況の中に置かれている。ま

た、貧困にもさまざまな要素があり、人によってその意味が異なる。だから、私たちは「貧

困のモザイク」という言葉を使った。彼らが直面する問題に対して一つの単純な解決策

があるという考えには、欠陥がある。 

政策とそれが生み出すガバナンスの仕組みは、小規模漁業がそうであるように、精細

であり、多様で、順応的で、ダイナミックでなければならない。私たちは、そのためには「器

用さの原則」、つまり、細部にまで注意を払い、指示ではなく配慮に基づくガバナンスが

必要であると主張する。このようなガバナンスには特殊性や文脈に関する知識が必要と

され、包括的、相互的、協調的であることが要求される。文脈を最もよく知るのは、そこ

に住む人たちである。現実の問題や機会とともに生きる人々ほど、優れたガバナンスに

必要な地域の生態的・社会的知識を持つ者はいない。 

法的枠組みやマクロ経済政策など、支援するインフラが必要なのは明白だ。しかし、

小規模漁業を現場から離れた立ち位置から管理することには限界がある。むしろ、小
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規模漁業のガバナンスは「補完性原理」に従うべきで、現場で管理できるものは現場で

管理されるべきだ。地域レベルでの自律的管理のための組織的能力が低いからといって、

管理が全くできないというわけではない。小規模漁業における地域レベルの自律的管

理の能力は、時間をかけて体系的に構築することができる。『貧困のモザイク』やその後

に出版された報告が示すように、世界各地にこのような事例が数多くあり、成功例も多

岐にわかることを付け加えておきたい。 

このような能力やキャパシティの構築には、集合的学習と実践によって構築され、機

能する組織が必要である。集合的実践の理論によれば、コミュニティは時に後押しを必

要とする。Mancur Olson（1971）が集合的実践に関する有名な著書で指摘した

ように、しばしば資源が不足し、フリーライダーが出現する傾向があるため、支援が必要

なのである。特に、集合的実践の初期段階においては、市民組織と（地方）政府が

重要な役割を果たすことができる。組織（例えば協同組合）の構築は試行錯誤にな

るに違いない。なぜなら、組織はダイナミックな文脈に適応する必要があり、外部から押

し付けることはできない。これが多くの失敗の理由である。 

私は、学術は集合的学習の実現、この場合は小規模漁業における集合的実践に

関する学習に貢献できると信じている。私たちが出版した『貧困のモザイク』は、小規模

漁業に関する言説を、単純化されたメタファーや一時しのぎの解決策のレベルから、精

細な文脈に埋め込まれた分厚い記述と、相互作用型のガバナンスへと導くために行わ

れた多くの取り組みの 1 つに他ならない。 

そして何よりも、学術はメタファーが私たちをそれとなく結論に飛びつかせるという「偽り

の学習」の傾向を減らすことに、貢献できるのではないだろうか。資源が乱獲され、海洋

生態系が侵食されるとき、それはギャレット・ハーディン（Garrett Hardin 1968）が

主張したような理由によるものかもしれないが、それ以外の原因もあるに違いない。実

際に何が起こったかは、その状況をよく見てみないとわからない。 

協同組合が期待に応えられない場合も、協同組合が原因であること以外の理由が

ありうる。民間のビジネスモデルで作られた企業も、不適切なマネジメントのために失敗

することがあるし、協同組合も同じ理由でつまずくことがある。協同組合は事業だけでな

く幅広い機能を果たすことを目的としているため、複雑な組織であることは間違いない。

狭い利益モデルで運営する企業は、組合員やコミュニティの福利にも責任を持つ協同
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組合よりも運営が容易なのである。 

コ・マネジメント（訳注：co-management；共同管理）は、組織的な集合的

実践のもう一つの形態だが、協同組合と同じような批判を受けることがある。人々は、

自分が知っている、あるいは聞いたことのある、コ・マネジメントがうまくいかなかった例を引

き合いに出す。コ・マネジメント自体が本質的な失敗の理由であって、実際にどのように

行われたかということではないと考えるのである。Samudra Report に掲載された「悪

魔は細部に宿る」と題された論文（第 11 章参照）で、私はコ・マネジメントが失敗す

るのは、その設計の特定の部分に、文脈や必要性に関して欠陥がある場合だと論じて

いる。したがって、偽りの学習を避けるためには、器用貧乏の原則に従って、コ・マネジメ

ントがうまくいかないと結論づける前に、まず設計の詳細と文脈をチェックすべきである。 

しかし、もし悪魔が細部に宿るとしたら、神はどこにいるのだろうか？私は、神は原則

の中にいると主張する。例えば、1844年に書かれた協同組合に関する古典的なロッチ

デール原則である。この原則は小規模漁業ガイドラインの指針と非常によく似ており、

漁業協同組合にとっても漁業のコ・マネジメントにとっても同様に有効であることがわかる

だろう。 

もし私たちが、ハーディンや Rittel と Webber が指摘した貧困削減につきまとうジレ

ンマに集合的に対処しようとするならば、本質的な価値を持つ原則、つまり倫理的かつ

道徳的な原則が必要である。これらの原則は、協同組合やコ・マネジメントが失敗する

ことを証明するために、批判者たちが袖の中に隠し持っている失敗例があろうとなかろう

と、しっかりとした基盤を持っている。言い換えれば、集合的実践による貧困削減におい

ては、失敗や成功から学ぶことによって、柔軟かつ順応的な組織設計を行うべきであり、

一方で原則については堅固であるべきなのだ。 
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集合的実践のためのパートナーシップ 

 

小規模漁業者の多く、特に開発途上国の漁業者は、貧困状態に置かれていること

が多い。そして、貧困と資源の悪化という負のスパイラルの中で、小規模漁業者は何ら

かの支援を必要とする人々と位置付けられ、さまざまな政策やインターベンション、援助

の対象とみなされている。このような小規模漁業者についての援助を必要とする弱者と

いうステレオタイプのイメージに、この章は真っ向から異議を唱える。貧困の中でさえ、小

規模漁業者はさまざまな集合的実践（collective action）を創発させ、自律的な

資源管理を実現していくポテンシャルを持っていることを示す事例が、世界に数多くある。

だから、小規模漁業者による集合的実践を支える組織が必要であり、研究者や政策

実装者はステレオタイプのイメージを捨てて、小規模漁業者が置かれた状況や文脈をよ

く理解し、順応的に協働していく必要があるという主張は、説得力がある。 

しかし、我々のような研究者、あるいは政策実装者などの立場で、ステレオタイプの

発想を捨てて小規模漁業者が置かれた状況と文脈をよく理解するということと、実際に

小規模漁業者と協働して具体的なガバナンスの組織や仕組みを構築していくということ

の間には、大きなギャップがある。小規模漁業が抱える課題は、解決をもたらすことが極

めて難しい「厄介な問題（wicked problems）」だからだ。状況をある程度理解で

きても、改善することはたいへん難しいという事態を、私たちはしばしば経験する。厄介

な問題に対処するためには集合的実践の中で長い時間をかけて協働し、試行錯誤し、

学びあう順応的なプロセスが不可欠だ。順応的プロセスが相互学習を通じてシステムの

改善を促すためには、参加するすべての人々の間の信頼に基づくパートナーシップがた

佐藤 哲 Tetsu Sato 

（愛媛大学 SDGs 推進室・特命教授） 

1955 年北海道生まれ。理学博士。長野大学環境ツーリ

ズム学部教授、総合地球環境学研究所教授、愛媛大学

社会共創学部教授などを経て現在に至る。社会の多様な

ステークホルダーと協働したトランスディシプリナリー研究によ

る困難な社会課題の解決への貢献を模索。主著書：「フ

ィールドサイエンティスト・地域環境学という発想」（2016

年 東京大学出版会）など。 
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いせつだろう。お互いの信頼が長期にわたる協働を可能にし、協働のパートナーとしての

対等な関係がお互いの学びを促し、それが管理システムの順応的な改善を促すのだ。

「お互いの学び」というところに注意してほしい。研究者として、あるいは政策実装者とし

て、貧困の中にある小規模漁業者から謙虚に学ぶ姿勢がなければ、相互学習は成り

立たない。相互の信頼に基づくパートナーシップを通じて漁業者の経験に裏打ちされた

知識や技術、世界観から謙虚に学び続ける姿勢こそ、貧困条件下の小規模漁業者

や資源が置かれた困難な状況の順応的な改善に貢献するために、研究者や政策実

装者に何よりも必要なことだ。私たちは「謙虚な科学者・実装者」であることが求められ

ている。 
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6 

 

意志ある所に道は開ける 

 

越後学（インテムコンサルティング）訳 

 
ノルウェー鮮魚法（Raw Fish Act）と漁獲物の販売組織を通じた漁業ガバナンスのモデルは

ひとつの参考になり得るだろう。 

 

ノルウェーにおける小規模漁業とその繁栄の歴史は、政治・制度史において重要な

位置を占めている。これは何よりもまず、漁業が国全体に対して果たしてきた、そして現

在も果たしている社会的・経済的な役割の大きさに起因しているのである。 

この歴史と漁業者組織の重要な役割を概観する前に、なぜ小規模漁業者の組織

化が重要な課題であるかを、FAO（訳注：Food and Agriculture Organization 

of the United Nations；国連食糧農業機関）が採択した小規模漁業ガイドライ

ン （Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale 

Fisheries in Context of Food Security and Poverty Eradication）にも関
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連して簡単に説明しておく。 

小規模漁業ガイドラインの背景には、小規模漁業者がしばしば貧しく、社会から疎

外された立場にあることが多いという理解がある。そして、その人数の多さと社会への貢

献度に反して、彼らは多くの場合において政治的な発言力を持たないと考えられている。

このことは、組織力の欠如、あるいは組織が構築する集団的能力によって説明すること

ができるだろう。 

第一に、小規模漁業者がもっと組織化されれば、互いの合意形成の場としてだけで

なく発言力強化の場ともなり、彼らの利益や労働の条件を左右する政治的プロセスに

おいて力を発揮することができるようになるはずである。逆に言えば、それができなければ

彼らのバラバラで小さな声を誰も理解することはできないであろう。 

第二に、組織化は交渉力を生み出すことになる。小規模漁業者個人であれば漁獲

物の売買交渉も難しく、搾取を受けたり仲買業者との取引で損をさせられたりすること

も多い。組織化することで交渉力が付き、おそらくは自分たちの条件を買い手に飲ませ

ることも可能となるだろう。 

第三に、集団行動が可能になるという点である。組織化されない小規模漁業者は

「コモンズの悲劇」の罠に陥りやすく、それが貧困につながることも少なくない。組織化さ

れた漁業者は自らのルールを確立し、自主管理またはコ・マネジメントを行い、合理的

な資源利用に向けた合意形成に力を注ぐことになる。すなわち、組織化は小規模漁

業者に力を与えるだけでなく、彼らに自由を与えることにもつながるのである。 

上記の 3 点は、基本的に小規模漁業者のエンパワーメントに関するもので、小規模

漁業ガイドラインが目指しているものでもある。これらは間違いなく重要なことであるが、

では具体的にどうすればそれを実現することができるのか。小規模漁業ガイドラインはこ

の点に関して、有効な組織設計等について多くの重要な示唆を与えている。 

 

ガバナビリティ 

 

しかし、小規模漁業ガイドラインには明示されていない小規模漁業者を組織化する

ための第四の論点があることを指摘したい。それは漁業セクター全体の「ガバナビリティ
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（訳注：Governability；被統治性、統治のしやすさ）」である。ここでガバナビリテ

ィとは、ガバナンスの能力とその質のことと定義する。小規模漁業が無秩序で断片的で

混沌としている場合、その統治は自主的であれ行政によるものであれ明らかに困難で

あろう。このような状況では、仮に行政が漁業者とコミュニケーションを取りたいとしても誰

と話をすれば良いのか分からない。また、業界の誰が、誰を代表して行政と対話する権

利があるのだろうか。このことは小規模漁業ガイドラインの実施に関しても重要な問題で

あると言える。 

このようにガバナンスの問題を考えると、組織化は小規模漁業者の利益だけでなく、

行 政 の 利 益 、 あ る い は FAO や NGO（ 訳 注 ：Non-Governmental 

Organization；非政府組織）のような小規模漁業者の支援に取り組む人々の利

益にも繋がるものであることが分かる。このような組織がなければ、行政は効果的、民

主的かつ合法的に統治することができず、小規模漁業ガイドラインの実施もより困難な

ものとなるであろう。 

実際、小規模漁業者がうまく組織化されていれば、外部からの支援なしでも自分た

ちで統治することが可能となるであろう。また、小規模漁業ガイドラインの実施プロセスに

おいて、漁業者自らがより積極的な役割を果たすことができるようになるはずである。ま

た、行政は監視や取締りのようなミクロの管理から解放され、水産業の促進や漁業の

支援にその労力を集中させることが可能となるだろう。その実施プロセスは小規模漁業

者の組織化から始めなければならない場合が多く、またその組織化の取り組みは個別

の地域レベルにとどまらず、おそらく全国レベルのものが求められることになるはずだ。小規

模漁業者は大規模な組織化によって利益を得ることになるのである。 

ガバナビリティの強化装置としての組織化は、ノルウェー政府が比較的早くから理解し

ていたことである。漁業者を組織化することは、小規模漁業セクターを助けるだけでなく

国益にも繋がると考えたためである。政府は 1926 年に全国規模の漁業者組織「ノル

ウェー漁業者組合（Norwegian Fishers' Association）」を設立し、1938 年以

降は漁獲物の販売を担う協同組合の設立に力を注いだ。これらの措置はノルウェーの

小規模漁業者の状況を好転させただけでなく、業界の力関係を根本的に変えて今日

に至っている。 

ここでの教訓は、国の促進的な役割を過小評価してはいけないということである。小
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規模漁業者の組織化は自然発生的に起こるものではなく、行政やNGOのような外部

からの支援が必要な場合が多い。これは、組織というものが共有財であるとみなせるた

め、漁業資源に対するコモンズの悲劇と同様の問題が発生するためである。組織が立

ち上がれば利益を享受できるのであるが、他人を組織化するための負担やコストを、誰

が自ら負いたいと思うだろうか。他人が動いてくれるのを待つ方が、各個人としては合理

性があると考えられる。しかし、皆がこう考えていたら決して組織化は進まない。だからこ

そ外部からの支援は重要なのである。この傾向は、集団の規模が大きくなるほど強くな

り、「二次的な」共有行動の問題と呼ばれることもある。しかしながら、エンパワーメント、

コミュニティ開発、貧困撲滅など小規模漁業ガイドラインで述べられているような小規模

漁業の実質的な課題に取り組む前にこの問題を解決しなければならないため、組織化

は「一次的な」問題と呼ぶべきであろう。 

ノルウェー漁業者組合が確立された後は、政府と業界との関係において建設的なパ

ートナーシップを築くことができた。政府は、これまで政府が有していた本来生産者が持

つべき主権を業界側に引き渡すことを望んできたのである。ノルウェー漁業者組合は政

府の一部ではないが、ガバナンスの一部であったことは間違いなく、その協力関係の下

にノルウェー漁業は明らかに統治しやすいものとなった。 

しかし、ノルウェーが他の多くの漁業国と制度的に大きく異なるのは、漁業者販売組

織（The Fishers’ Sales Organizations）と 1938 年の鮮魚法（Raw Fish 

Act）、通称「漁業者の憲法（The Fishers’ Constitution）」が制定されたことで

ある。現在、漁業者販売組織は全国に 6 つあるが、中でもノルウェー鮮魚組合

（Norwegian Raw Fish Association）は最大の組織である。 

販売組織は漁業者が所有し、他の協同組合組織と同様に古典的なロッチデールの

協同組合の原則に従って組織されている。この組織の重要な点は、鮮魚法により地区

内での独占的な「最初の販売（first sale）」の権利が認められていることである。ま

た、組織には最低価格を決定する権利があり、買い手はそれを受け入れなければなら

ない。組織と仲買人の間には常に価格交渉が存在するが、合意できない場合は販売

組織が価格を決定することができるというものである。買い手はいつでもより高い値段で

買い取ることができるため（競争相手がいる場合は当然そうなる）、市場メカニズムを

完全に排除するものではないが、法律が漁業者に有利に取引を規制していることは確
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かである。 

1938 年に制定された鮮魚法には、漁業者販売組織について次のような記述があ

る。 

 

「国王は、漁獲物の最初の販売が、関係省によって定款が承認された漁業

者販売組織を通じて、またはその承認を得て行われなかった場合、その漁

獲地にかかわらず、漁獲物またはその製品の加工、販売、輸出を禁止する

ことを決定することができる。承認された販売組織による販売は、最初の販

売とみなされる。また、船舶の所有者、漁具の所有者、その他の共同経営

者による、共有または割合に基づいて漁獲された漁獲物の購入および決済

も、最初の販売とみなされる。」 

 

このことが、漁業者にどれだけの力を与えることになったのか想像してみて頂きたい。漁

業者とって適正な価格が保証されただけでなく、ノルウェーの仲買人や輸出業者は彼ら

の利益を上げるために小規模漁業者から不当に安く仕入れることはできなくなり、その

代わりに輸出市場でより高い価格で販売するための努力をする以外の選択肢はなくな

ったのである。もちろんこれは水産業界だけでなく、当時水産物が最も重要な輸出品で

あったノルウェー全体にとっても望ましいものであった。 

なお、鮮魚法が導入されたのは、漁業者の数が今よりずっと多く、かつ漁業規模も小

さかった時代であることに留意する必要がある。19 世紀初頭、ノルウェーはヨーロッパ諸

国の最貧国であり、小規模漁業者は国民所得水準の下位に位置していた。ノルウェー

は経済的に今とは全く異なる状況にあったのである。 

 

商業者階級 

 

鮮魚法と販売組織は漁業者からの支持は得たが、商業者階級が歓迎できるもので

はなかった。これは現在でも同様で、今の保守政権もこの法律がなくなることを望んでい

るのではないだろうか。ノルウェーには市場への介入を良しとしない新自由主義の風が吹
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いているのである。しかし、このような生産者を保護する組織やそれを認める法律を見

直すことは簡単ではない。漁業者が自分たちの「憲法」とみなしている法律に手を出す

ことは困難であろう。例えそれを行うとしても、大きな政治的コストが掛かることを覚悟し

なければならない。 

ノルウェーの漁業者たちは長い間この「憲法」を当たり前のものとして理解してきた。こ

の法律なくして現在のノルウェー漁業があるとはとても考えられないだろうし、またこの法

律を廃止しようとする人達でさえ同様であろう。私が古くから師事してきた Ottar Brox

教授は、1960 年代後半にカナダに来るまで鮮魚法の意義に気づかなかったと言ってい

たものだ。それは、カナダに同様の法律があったからではなく、なかったからだ。彼は、ノル

ウェーの漁業者と比較してカナダの漁業者が組織的に無力であることに衝撃を受けたと

いう。彼が書いたニューファンドランドの漁業に関する本は、同地で水産物・食品・関連

産業労働組合（Fish, Food and Allied Workers Union）が結成されるきっかけ

となった。私自身、1980 年代半ばにカナダに来るまで、ノルウェーにおいて漁業者がス

トライキを起こしているのを見たことがなかった。ノルウェーの漁業者たちは自分たちが漁

獲物の価格決定権を持っているため、自らの販売組織に対してストライキを起こすこと

はないのだ。2014 年 1 月の法改正で正式名称が、漁獲物販売組織法（Fish-

Sales Organization Act）に変わり一部が改訂されてはいるが、法律は現在でも有

効に機能し、販売組織は相変わらず強い力を持っている。 

ノルウェーの事例から我々はどのような教訓を得ることができるのであろうか。ノルウェー

の鮮魚法と漁業者販売組織のシステムは、他国にも導入することが可能なのであろう

か。その課題を考えるに当たっての前提条件として理解しておかなければならないことは、

このシステムは特殊な時代背景の中で確立されたものであるという事だ。漁業をめぐる

状況が大きく様変わりした現代においては、このシステムが新たにどこかの国に導入され

るチャンスは殆ど無いと言えよう。その国とノルウェーは違う場所であり、政治的イデオロギ

ーも変わり、漁業者と商業者・行政との力関係も以前とは違っている。漁業人口は鮮

魚法が導入された当時に比べて大きく減少した。 

それでも、ノルウェーの鮮魚法とこの法律が促進した販売組織は、ガバナンスモデルと

しては決して時代遅れではない。貧困、脆弱性、疎外化など、小規模漁業ガイドライン

が作成された動機ともなった小規模漁業が直面する諸問題に対処することが可能であ
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る。さらに言えば、もしノルウェーで鮮魚法と販売組織が解体された場合、もともとこれら

の制度が成立する引き金となった問題が再び浮上しないと断言することはできない。 

ノルウェーのモデルが他の国にとって適切であるかどうかについては、私は説明すること

はできない。逆に適切でないと思う人がいれば、その理由も聞いてみたいものだ。いずれ

にせよ、ノルウェーの例が示唆するものは、小規模漁業者や水産業界、そして漁業ガバ

ナンスのシステム全体に変化をもたらすような組織を育成しようとする「意志」があるなら、

その方法もまた必ずあるということだ。 
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開ける道は十人十色 

 

本章で筆者のイェントフト教授は、漁業者の社会的地位や収入の向上に向け組織

化が果たす役割について非常に重要で普遍的な指摘を行っている。この事例を日本に

置き換えてみれば漁業協同組合が当てはまることは論を待たないであろう。ノルウェーで

は独占的な販売権が着目されたが、日本の場合は共販事業に加えて排他的な漁業

権と自主的な管理の責任が付与されたことが大きなポイントであり、また対照的な特徴

であると言える。この点はイェントフト教授の見解を是非聞いてみたいところである。 

さて、本稿の最後に著者が投げかけた疑問、ノルウェーの事例から得られた教訓を他

の国にも当てはめることはできるのか？は私の最も興味のある点でもある。私は JICA

（国際協力機構）や海外漁業協力財団の開発コンサルタント／技術協力専門家と

して、各地の開発途上国において沿岸漁業開発や参加型の漁業管理などに取り組ん

できた。この世界は奥深く、私なりの回答が出るには至っていないが、組織化の課題に

ついて若干の経験は得られたと思う。 

例えば、マーシャル諸島では自治体の下部組織に近い形で漁業者を組織化した。

しかし、地元有力者である村長の発言力が強く、漁業者の意見は十分にルール作りに

反映されたとは言えず、本来的な意味での「力と自由」を漁業者に保証できるには至ら

なかった。一方で伝統的な指導者を中心とした自主管理は良く機能しており、自治体

と伝統的管理の間でバランスの取れた管理システム作りが求められた。同じ島嶼国であ

るモルディブでは中央集権的な色合いの政治体制であることや、カツオ・マグロ漁業が主

力であることなどから、漁業者の組織化は政府からも漁業者側からも必要性は認めら

越後 学 Manabu Echigo 

（インテムコンサルティング株式会社 自然環境部次長） 

1967 年生まれ、博士（海洋科学）。青年海外協力隊を

経て水産部門の開発コンサルタントとなる。専門は沿岸漁業

開発・漁業管理。これまでマレーシア、マーシャル諸島、モルデ

ィブ、バヌアツ、セネガル、エリトリア等での技術協力プロジェクト

に参加した。所属学会は地域漁業学会、国際漁業学会等。 
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れず、水産開発計画策定の論点として机上に上ることはなかった。セネガルでは国の主

導で漁業者組織の整備が各地で進められており、漁業管理のメインアクターとしても期

待が持たれている。程度の差はあるものの漁業者側の主体者意識は高く、また政府側

の期待も大きいが、予算措置が遅れているため有効に機能していない状況である。 

このようにそれぞれの政治体制や社会・文化的な背景から、各国における組織化の

考え方や方向性、促進に向けたプロセス、支援アプローチなどは様々なのが実情である。

各国十人十色、小規模漁業者の組織化の取り組みは、おそらく当時のノルウェーでも

そうであったように、その国に合った方法を現場で模索していくしかなさそうである。平坦

な道ではないだろうが、そこに「意思」があれば、きっと道は開けるはずだ。 
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7 

 

漁業のための社会契約？ 

 

田口さつき（農林中金総合研究所）訳 

 
ノルウェーの漁業者の間の衝突の激しさをみれば、漁業のための社会契約が必要と感じるだろう。 

 

私は、北極圏の極北にあるノルウェーのとある地域の出身であり、そこでは漁業が常

に最も重要な産業であり続けている。漁業と海洋資源がなかったならば、私達は生きな

がらえることやこれまでの暮らしのように快適に生きることはできなかっただろう。事実、ノ

ルウェーの北海岸沿いに点々とある居住形態を説明するのは、自由で簡単に手に入れ

ることのできる海の恵みである。漁業とともに起こることは、私達の経済、共同体、私の

生活様式に極めて大きな影響を持つ。メキシコ湾流のため、北極の地でありながらも私

達は温暖な気候に恵まれ、簡単に入手できる漁業資源により我々は全く飢えることが

なかった。 

近年、私達は自国の海域から漁業資源とは別のもの―例えば、石油も開発してい
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る。しかし、石油は私達が食べる物ではない。北部、私が住んでいるところでは、石油

産業は多くの働き口を与えてもいない。1970 年代からサケの養殖が重要性を増してい

るが、それでも、サケの養殖は、採捕漁業にとって変わることができない。この採捕漁業

とは、私達が採捕、加工、場合によっては漁獲量の 95％を輸出する、タラ、ニシン、エ

ビ、ギンダラ（saithe）、モンツキダラ（haddock）、カペリン、カニ、サバの漁業である。 

しかし、養殖が私達の地域や国の経済にとって重要性を高めていくことが期待されて

いる。今や、新しいバイオテクノロジー産業に関する楽観論もある。この楽観論に匹敵

するのは、伝統的な採捕漁業に当分の間、支配的である悲観論である。この採捕漁

業では、制度のなかのどこかにおける一つの危機が別のどこかの危機に続いている。

2003 年時点で、北海タラの状況は危機的であり、ノルウェー通貨高は不安をもたらし

た。1990 年代初めに、バレンツ海のタラ資源に深刻な危機があった。それ以降、状況

はよくなったり、悪くなったりしている。 

ノルウェー漁業は、伝統的に自由で開かれてきた。誰でも漁業者の道を歩み始める

ことが可能だった。1990 年にタラ漁業を襲った危機がその自由をなくした-十中八九、

永遠に。1990 年より前は、沖合の大規模船団に漁獲割当制度及び許可制度があ

った一方、沿岸の小規模漁業にはほとんど規制がなかった。しかし、1990 年に、政府

は深刻なタラ資源の危機に突然対処することになり、何かを速やかに徹底的にしなけ

ればならなかった。沿岸漁業は参入自由から閉鎖的なものに一変させられた。今日、

漁業の 95％が漁獲割当による管理を受けている。今や、若者は、漁業者として身を

立てるために（ノルウェーでは漁業者はほとんど男性だ）、小さな漁船が必要なだけで

なく、漁獲枠を買う資金力がなければならない。 

またこのところ、漁業者は毎日漁に行くときに直面する非常に多くの規則や規制を受

け入れなければならない。彼はまた、水揚げするときはもちろん、漁場でも漁獲制限及

び査察制度にも直面する。これは、漁業者がいかさまをするためにどんなことでもする潜

在的な犯罪者であるという仮説に基づいて機能する制度である。若い漁業者にとってこ

の制度は常に人生の中の現実である。しかし、1970 年代や 1980 年代に漁業への

就業を勧誘された者たちにとって、1990 年代に起こった変化は息をのむようなものだっ

た。 
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管理制度 

 

新管理制度は、一夜にして導入されたのではなかった。それを構築するために 10 年

以上が費やされた。徐々に新しい規則が追加された。また、人的資源や労力等がどん

どん強制執行に使いつくされ、その強制執行は、もちろん、より多くの違反を明らかにし、

違反を引き起こしさえした。この負の連鎖の結果が非常に複雑な管理制度であり、この

複雑さは漁業者が存在していることすら知らない規則を破る恐れがあると文句を言うほ

どである。 

もっとも、この管理制度の大半は漁業者に課されなかったことを付け加えるべきだ。多

くの場合、彼らの自業自得であった。操業に関する規則は、漁業者自身、しばしば他

の漁業者集団、例えば、異なる漁具で採捕する人々からある種の保護を望む漁業者

による要求の結果ある。私はこの種の強力な変化はノルウェーに特有なことではないと

確信している。漁獲割当制度は、導入されたときは、物議をかもした。同制度は、タラ

資源量が正常に戻れば破棄される予備の対策と受け止められた。タラ資源量は

1990 年代半ばに回復したが、同制度は残り、漁業者からの抗議もそれほどない。今

日、漁業界で同制度をなくすことを望む者はほとんどいない。変化は肯定するが、撤廃

には反対だ。 

ノルウェーの漁業者たちは全国規模の連合会を通じて非常によく組織化されているこ

とは注目すべき事実である。そのため、複数の連合会は、資源管理を含む漁業政策

立案に非常に活発に関与もしている。それらの連合会は、導入される管理制度や規

則に影響を及ぼす立場にいる。伝統的にノルウェーの漁業者はまとまった意見を表明す

ることができた。しかし、今日、彼らの間にこれまでよりはるかに大きな反対意見が存在

する。全国漁業者連合会は、ここ何年間か、内紛により崩壊の危機にある。大規模

漁船経営者は繰り返し分裂の脅しをかけてきている。多くの小規模漁業者、沿岸で伝

統的な漁具により漁獲を行う者達は、1990 年代初めに分裂し、彼ら自身の団体で

あるノルウェー沿岸漁業者連合会（Norwegian Coastal Fishers’ Association）

を組織した。それ以降、会員は増え続けている。 

事実、全国漁業者連合会は、漁業種類別集団や地域連合会といった下部組織
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の連合体である（沿岸漁業者連合会は、ここに属さない）。全国漁業者連合会は、

かつては重要な政治、法的争点について協定を取り決め、意見を一致させることができ

た。1990 年に導入された漁獲割当制度は、その全てを変えた。そのため、集団として

の漁業者は、加工や（企業的）養殖に比べ、ノルウェー漁業における政治力の多くを

失った。 

 

減少する漁業者数 

 

もちろん、ノルウェー漁業者数が減少していることは、彼らには助けになっていない。

1950 年に彼らは 10 万人だった。2003 年現在、1 万 4 千人であり、漁業者数はか

なり高い確率で今後も減少し続けるだろう。これにより、漁業者はノルウェーの政治にお

いてより勢力が落ちている。人は、このような状況は漁業者の結束をより強く、そして弱

めないとおそらく予想するだろうが、そうではなく、漁業者間の衝突の度合いはより激しく

なっている。その理由は、ますます乏しくなっている漁業資源がおおいに関係している。し

かし、私は漁獲割当制度それ自体が非難されなければならないと論じたいと思う。漁獲

枠が個人に所有される権利になると―ノルウェーの制度では、大半がそうだが―確実に

特権制度をつくる。もちろん、勝者は制度を支持するが、敗者は非難するだろう。 

ノルウェーでは、漁獲枠が漁船に割当られる。そのため、漁獲枠は付随する漁船が

売られるときにその漁船価格を劇的につり上げる。漁船は自由に売買されるため、漁獲

枠の権利も同様に扱われていることになる。このような構造は、漁業の構造に影響を与

えるのは必至である。本質的に、これは漁獲割当制度が狙っていることでもある。同制

度は、十分な資本金を集めることができる者に利益をもたらす。ノルウェーの現状では、

南部の大規模漁業経営者が勝者として現れ、北部の漁業コミュニティを占めている、よ

り規模の小さい漁業を営む者は不利になっている。そのため、漁業に依存する多くの共

同体の存在を脅かす漁獲能力と漁獲枠の権利の地理的集中を私達は目にしている。

それゆえ、ノルウェー漁業における衝突は、地域的要素もある。 

これはノルウェーに特有な状況ではない。これは、漁獲枠が売買されるところではどこ

でも起きている。漁獲枠を市場性商品に変える制度を導入する点でアイスランドはノル
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ウェーや他のスカンジナビア諸国よりさらに先を行っている。アイルランドの制度はアイスラ

ンド漁業を変え、漁獲する権利をほんの少数の者の手に集中させてしまった。同制度

は、魚をとることの本質、漁業者間や漁船と加工部門との間の関係を変質させてしまっ

た。同制度は、漁業者であることの本質まで変えてしまった。これを不可避であるだけで

なく、賞賛すべきこととみるものもいる。 

世の中に漁獲能力が過剰にあることは疑いがない。もし漁獲能力が削減されたなら、

多くの問題は解決しただろう。ITQ（訳注：Individual Transferable Quota；譲

渡可能個別割当制）はそのような目的を達成する手段であろう。しかし、規模縮小は

かなり劇的にもなり得る社会文化的結果ももたらす。アイスランドはこのいい事例で、ノ

ルウェーは悪い事例だ。 

それゆえ、この産業で誰が勝つかを市場に決めることを許す漁獲割当制度が物議を

かもすのは当然だ。現在、この争点はデンマークで激しく議論されている。 

1994 年に、ノルウェー漁業者連合会（Norwegian Fishers’ Association）は、

タラ資源量について、大規模沖合漁船と沿岸小規模漁船の配分方式に合意し、

TAC（訳注：Total Allowable Catch；漁獲可能量）の 35％を前者に残すこと

になった。漁獲可能量が少ないとき、沿岸漁船分が漁獲可能量に占める割合を通常

の高いときよりもさらに引き上げるべきということも合意された。のちに、他の魚種も含めら

れた。 

2001 年に、大部分の魚種について漁獲枠の長期配分規則が合意され、その配分

規則は特定の漁船集団に全漁獲可能量の固定比率を与えることとなった。多くの点で、

これは驚くべきことである。第一に、漁獲枠の配分に付随する利害の衝突があるが、実

行可能な合意を結ぶのは自分の責任であるという考え方を共有する漁業者集団の間

のかなりもろい妥協である。第二に、政府は反対なしにこの取り決めを受け入れた。 

例えば、2002 年に漁業大臣は合意文書を少しも変えず、関係している当事者に

より合意された重要箇所を堅持すると宣言した。彼は、分配という重要な争点に介入

することを避けたことをメディアに強く批判された。もちろん、人は漁業全ての点で最終的

に責任がある漁業大臣にとってそれは分別のあることかどうかを問うだろう。 
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信頼 

 

それにもかかわらず、それは責任ある行動が可能であると漁業者組織の能力への多

大な信頼を示しており、管理機関が真に権限委譲したものと解釈することができる。

（もちろん、より好意的でない解釈もある。その解釈は、大臣―と政治制度―が、大

衆の懸念している物議をかもす争点は関係者たちに任せることが政治的に便利だとわ

かっているというものである。そのため、もしかすると真の権限移譲より政治的日和見主

義がこの駆け引きの真相かもしれない。） 

この合意が将来、漁業者や政府の間で支持を受け続けるかどうかは、引き続きみて

いく必要がある。もし存続していないなら、漁業者は今日よりさらに分裂しさえするだろう。

もし衝突が避けられなければ、彼らをずっと戦わせておくより配分に重要な箇所を再交

渉する度に互いに戦わせておくほうがいい。漁業者に責任ある取り決めを結ばせることは、

現状の管理制度が彼らにつけた悪党という役割を彼らがこわして取り除くことも許すだろ

う。どのような自主組織、ノルウェー漁業者連合会のような組織、もきちんとした方法で

取り組み、解決しないで衝突を切り抜けて存続することはできない。 

私達の管理制度は、そのような組織に依存している。漁業者も政府もそれが必要で

ある。事実、1920 年代後半に組織をつくることを主導したのは、政府だった。政府は、

全ての漁業を代表して話すことができる漁業界の誰かと取り引きすることが必要だった。

漁業者が団結できるという事実は、それ以来、ノルウェー漁業での彼らの政治力の必

要条件であり続けている。1990 年の危機が起こったとき、政府には、意見を聴き、助

言を求めることができる漁業者代表の声があった。交渉の道具はすでにきちんとあった。

この二当事者は危機への取り組みが行われる前に、機能する関係をまっさきに作る必

要がなかった。 

漁業管理は、一つのことのみ―例えば、経済効率性ーに焦点を当てることはできな

い。その他の多くの関係する関心事があり、最も問題を抱えている人達―生活が健全

な漁業資源量と健全な漁業コミュニティ両方に依存している人達を疎外しない方法で

それらの関心事に取り組む必要がある。その争点は、何をすべきか徹底的に討論する

必要のある性格のものである。物事が複雑で強力であるとき、私達は柔軟である必要
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がある。私達の信念は常に新たな出来事に挑まれ、解決策に関して独断的であっては

ならない。そのかわり、私達の見方は幅広く、包括的でなければならない。また重要なこ

とに、私達は経験から学び、そして私達は決して経験から同じことを学ばないので、お互

いから学び、何を学んだか討論できるようにならなければならない。 

 

様々な結論 

 

ノルウェーでは、私達は 1990 年代初めの漁業危機から何を学んだか未だに討論し

ており、概して、人々はとても異なる結論を出す。私達は何も学んでないと論ずる人達

がいる。危機が終わったとき、私達は昔の習慣に戻った。そのため、もしかすると歴史は

繰り返すのが必至なのかもしれない。しかし、これは私達がとうてい同じことを繰り返す余

裕のないことである。ノルウェーは、1960 年代後半で起こったように、ニシン資源量の枯

渇を許すことは確かにできない。ニシン資源量を回復させるまでに 30 年かかった。

1990 年代初めに起こったバレンツ海でのタラ危機も繰り返すことはできない。 

漁業の条件は将来も不安定なままであり、漁業のどこかで危機が常にあるという事

実とともに生きていくことを学ばなければならない。しかし、これが何を意味するか、漁業

管理に関するこの事実からどのような結論を導き出すことができるか、それで私達の答え

は何かと自問したら？なぜか漁業がかかわらなければならない複雑性、多様性、力関

係すべてを私達はどう扱うか？私達は均一に複雑で機動的な管理制度を構築する

か？ 

ノルウェーの経験は、複雑性には限界があるということである。私達は趨勢の向きを

変え、管理制度を簡素化する必要がある。しかし、（a）漁業、そして漁業が存在す

る環境も、増大する世界標準化という特徴があり、（b）漁業管理はしばしば衝突が

あり、簡単に仲裁できない様々な懸念に取り組まなければならないという事実を考慮に

入れると、私達はどのようにそれを行うか。 

これらの質問に対し、簡単な答えはない。しかし、進行役として政府が立ち会い、漁

業者間で交渉されたノルウェー漁業の重要な配分契約がいくつかの手がかりを与えるだ

ろうと私は考える。もし、私達がどうにか漁業の社会契約―私達が共同体として達成し
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たいことと私達が避けなければならないことについて関係者間の一般的な合意に達する

ことができれば、多くを得るだろう。漁業が生きるか死ぬかの問題である人々は、そのよう

な社会契約が含むべきことについての審議、決定に関与しなければならない。今日、配

分に重要な箇所は沿岸と沖合の漁獲枠の配分に関するものだけである。契約の内容

はまた、それ以外の、地域間、沿岸と沖合の活動間、現世代と将来の世代間などの

異論の多い争点を含め、拡大されるべきである。契約というものは、政策決定の際の

討論に反映される正当な権利を持つ利害関係者であると考慮されるべき者を明記す

べきものだ。 

重要なことは、漁業の社会契約は、上位下達で押し付けることができないことだ。そ

のかわりに、民主主義の原則を頼りにすべきで、そこでは影響を受ける全ての利害関係

者が懸念を表明することを認められなければならない。そのような契約を通じてはじめて、

社会正義の争点が政策決定過程に活気を与えることができる。非常に頻繁に社会正

義という懸念事項は抑え込まれる一方、漁業管理は技術的手段に簡素化される。そ

れゆえ、漁業管理は、公共政策の最も異論の多い領域のなかにあり続け、正当性が

欠けていることで管理を弾圧的な仕事にかえている。 
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日本の漁民が誇る『漁業の民主主義』 

 

漁業の調査を始めたときに、私は漁業者たちから「漁業の民主化」が如何に大切か

を繰り返し教えていただいた。令和漁業法では、「民主化という目的は達成された」と法

案作成者から判断され、第 1 条から消えた。 

 興味深いことに、令和漁業法の成立前の第 197 国会参議院農林水産委員会に

て、当時、宮城海区漁業調整委員会漁民委員であった赤間廣志氏は、参考人とし

て「今でも漁に行く前あるいは漁から戻っての浜会議という非公式ながらもコミュニケーシ

ョンの場があり、何か対立するような問題があっても、その解決のために相互理解を深め

る民主的な手法が根付いています。浜の合意の下で選ばれた海区漁業調整委員も

おります。このように、古来より漁業の約束事が定められてきました。決してお上から押し

付けられた規則ではなかったことは、明治時代に制定された漁業法ですら認めてきたこ

とでございます。」と、述べた。 

令和漁業法では、海区漁業調整委員会の委員の公選制も廃止され、リコール制

もなくなった。同じく参議院農林水産委員会の参考人であった濱本俊策氏の発言から、

「選ばれた漁業者の自負」やたとえ選挙が行われていなくて「公選制を前提として」選ば

れた事実が漁業調整について重要であるとわかる。この公選制だけでなく、民主主義は、

「自由を守ること、法的権利や法的資格が尊重されること、自由な議論が交わされるこ

と、公正な意見と情報が検閲なしに公表されることなども保障」（セン 2002,p118）

されていることで機能する。 

 本章で「重要なことは、漁業の社会契約は、上位下達で押し付けることができないこ

田口 さつき （農林中金総合研究所） 

2001 年 農林中金総合研究所に入社、2013 年 10 月か

ら基礎研究部で、漁業・漁協を担当。共著『食材礼讃』（全

国共同出版）、共著『JA 経営の真髄 地域・協同組織金融

と JA 信用事業』（全国共同出版）。 
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とだ。そのかわりに、民主主義の原則を頼りにすべきで、そこでは影響を受ける全ての利

害関係者が懸念を表明することを認められなければならない。そのような契約を通じて

はじめて、社会正義の争点が政策決定過程に活気を与えることができる。」という言葉

がある。令和漁業法作成時に何かと比較されたノルウェーでも、当たり前だが、民主主

義の普遍性は変わらない。 

「水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もつ

て漁業生産力を発展させる」ためには、民主主義は不可欠であり、第１条に「漁業の

民主主義」という言葉があってしかるべきと私は思う。 

 

 

［参考文献］ 

・セン,アマルティア（2002）『貧困の克服―アジア発展の鍵は何か―』（大石りら訳） 

集英社 
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8 

 

疎外と隔絶 

 

亀岡鉱平（農林中金総合研究所）訳 

 
ヨーロッパの漁業管理における「民主主義の赤字」は、解消され難い問題である。 

 

 ヨーロッパの漁業管理は「民主主義の赤字」、すなわち政治的決定が加盟国レベル

からヨーロッパレベルに移転することによる疎外と隔絶の問題に悩まされている。ヨーロッ

パの漁業は、社会経済的、文化的及び政治機構上の性格並びに歴史の点において、

相当に多様である。ほんの少し地域の例を挙げるなら、黒海、地中海、ビスケー湾、北

海、バルト海そしてバレンツ海の状況は、あらゆる漁業資源が過大な漁獲圧にさらされ、

生物学的に安全と考えられる限界を超えているという事実を除けば、非常に異なってい

る。各国は、制度面での伝統に基づく独自の管理システムを有している。 

 漁 業 の 新 し い 統 御 モ デ ル と し て の 公 私 協 働 管 理 （public-private 

management）又はコ・マネジメントは、ヨーロッパの国々において大きな議論を呼ん
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でいる話題だとは言えないが、少なくとも争点の一つとなっている。また、EU の議題のト

ップだというのは言い過ぎだとしても、世界の他の地域と同様にヨーロッパにおいても人々

の関心を集めているテーマであることは確かである。 

 EUは、社会、経済及び政治の次元において、加盟国間のより強い協力関係を構築

しようと試みている。それに伴い、特に現在は、新規加盟国である中央・東ヨーロッパ諸

国とともに行うガバナンスに関して、非常に複雑な要求が寄せられている。 

 私の祖国であるノルウェーは EU には加盟していない。アイスランドも漁業国だが、やは

りノルウェーと同様に EU に加盟していない。しかし、ノルウェーとアイスランドは共に EU と

の間で交渉を通じて広範な経済的合意を結んでおり、それに基づきかなりの程度共通

市場に参加している。 

 あらゆる次元において統合が進展することで、ガバナンスの編成や執行の方法は、EU

レベル加盟国レベルいずれにおいても、当然に影響を被ることになる。また、統合が進む

と、加盟国が漁業政策のような共通政策に合意するのはより困難になる。将来新しい

課題が表面化するのはまず間違いない。 

 ヨーロッパの統合とは何十年も経た長いプロセスそのものであり、統合にはおそらくこれ

からも多くの時間を要することになるだろう。大小さまざまな統合の成功に伴って問題が

生じており、未解決の問題の一つがいわゆる「民主主義の赤字」である。これは、政治

的決定が加盟国レベルからヨーロッパレベルに移転する際に、市民の関与と影響力とい

う点において、市民と決定の間に疎外と隔絶が生じてしまうという問題である。 

 EU 加盟国はいわゆる「補完性原理」を採用しており、この原則は政治的決定の不

必要な集中は避けられるべきであり、決定は最も適切なレベルにおいて行われるべきで

あるということを意味している。しかし、統合の様々な次元において、また漁業のような

様々な政策領域にとってそれが何を意味しているのか、より正確に明らかにするのは難

しい。 

 

活発な議論 

 

 加盟国と政治グループが具体的な状況に即してそれぞれ独自の仕方で補完性とは
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何か考えがちであるために、この補完性原理は論争の種となっている。この原則は EU と

加盟国間の関係においてのみ適用されるのか？加盟国内においても適用されるの

か？漁業のような部門においては具体的に何を意味するものなのか？ 

 民主主義の赤字は、一般的に大半の加盟国において問題であると考えられている。

そしてこの問題は、私の同胞のノルウェー人の多数が 2 回の国民投票―1972 年と

1994 年―において EU 参加を否決した理由の一つでもあった。どちらの投票の時も、

漁業問題は取り扱いが難しく、加盟反対票を投じる理由となる問題だった。平均的な

EU 市民にとって、近年の EU の政策決定過程は透明でも参加型でもない。最も強力

な EU の組織体である欧州委員会は、EU 市民によって選ばれる代議制の機構ではな

い。また、特定の利益にかかるロビー団体が影響力を持ちすぎており、市民社会は十

分には関与できていないと一般的には考えられている。結果として、民主主義の赤字は

EU の政治の正当性を掘り崩してしまっている。共通漁業政策も例外ではない。 

状況は静的ではないことを強調しておくべきだろう。成果だけでなく政治過程にも注

意がますます向けられるようになっている。例えば、欧州委員会による 2001 年の EU の

ガバナンスに関する白書において、非政府組織は EU の政策の決定と執行にとっての

積極的な寄与者とみなされている。彼らが関与することで EU の政治に関する議論が

広がり、市民をより一層政治過程に巻き込むことができると考えられている。同様の考

え方はニース条約にも表れており、「組織された市民社会」の導入について言及されて

いる（第 257 条）。地域的かつ緊急の状況への対応を目的とした政策決定に際し

ての利害関係者向けの「地域的な諮問委員会」の設立、あるいは管理責任の脱集

中化といった構想は、共通漁業政策の将来に関する 2001 年の「グリーンペーパー」に

おいて示されたように、公私協働管理モデルを明確に表している。ガバナンスのモデルと

しての公私協働を信頼する人々にとって、このような展開は前向きな意味を持つだろう。

ただ、小規模漁業者とそのコミュニティの利益を代表することは今なおほとんど実現され

ていない（Linke and Jentoft 2016）。 

 

補完性原理 
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 公私協働管理又はコ・マネジメントはヨーロッパの国々において目新しいものではない

と言えるだろう。確かにどちらも、そして補完性原理も、EU 官僚によって開発されたもの

ではない。多くの国々において、漁業管理とは政府と漁業団体の間の双方向型のプロ

セスを意味している。スペインの Cofradias、フランスの Prud’hommies そしてポーラン

ドの Mazoperias といった調整の仕組みのいくつかには分厚い歴史がある。また、より

最近の公私協働管理システムとして、英国の生産者組織、イングランド及びウェールズ

の海面漁業委員会、スカンジナビア諸国の規制的な諮問委員会、オランダの

Biesheuvel グループといったものもある。 

 これらのコ・マネジメントシステムは国によって多様であり―さらにしばしば国内において

も多様であり―、公私の二者関係のあり方の点でそれぞれ異なっている。いくつかは真

にコ・マネジメントと呼べるものには至っていない。ゆえに、ヨーロッパ漁業における現実の

コ・マネジメントは、制約されたばらばらの形態において存在していると言える。しかし、こ

れらの例は、利害関係者の関与強化を企図する EU の政策にとって、依拠すべき具体

的な経験であるとも言える。したがって、公私協働（及びコ・マネジメント）は、抽象的

な概念ではなく、一定の事実を反映した理念である。しかし、これらのシステムのほとんど

には多くの改善すべき点がある。より一層の一貫性、代表性、透明性、有効性が実現

できるはずである。公私間の調整による利害関係者参加型民主主義（ステークホルダ

ー民主主義）は、市民による代表民主制に対する異議申し立てである。しかし、協働

に向けた調整は、市民による民主主義と競合するものではなく、むしろそこに付加される

ものであり、それによって民主主義のプロセスを全体として拡張し充実させるものであるこ

とが確認される必要がある。このことは、他の社会の分野と同様に漁業においても重要

である。 

 ヨーロッパの国々が自らに課した補完性原理を十分に履行するには先はまだ長いのは

間違いないことである。このことは、他の社会の分野と同様に漁業にもあてはまる。した

がって、民主主義の赤字は当面存続することになるだろう。 
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第一次産業にクオータ取引を導入することの二面性 

 

ITQ（Individual Transferable Quota、譲渡可能個別割当制）は、先進的

な水産資源管理の手法としてしばしば紹介される。ITQ とは、個別漁船別の漁獲割

当にさらに譲渡可能性を付与したものであり、アイスランド等で先行的に導入されてい

る。漁獲可能量の枠を政策的に決定することは、漁業生産という私経済領域への介

入であり、生産者余剰が減少するため、本質的に損失を伴うものである。しかし、クオー

タの取引を可能にすることで、低い生産費で生産可能な経営体とそうでない経営体の

間で取引が発生し、クオータの配分効率の改善が期待できるようになる。これが ITQ と

いう手法の合理性に対する経済的説明である。 

ITQのように量にかかわる政策課題に対して、クオータとその譲渡可能性の組み合わ

せによって対処を試みる事例は数多く見られる。導入時期の早かった EU における生乳

クオータ制度の経験は、同じ第一次産業への適用事例という点で、価値ある先例と言

えるかもしれない。 

生乳クオータ制度は 1984 年に生乳の生産過剰対策として導入された。同制度は

2015 年に一定の役割を終えたとして既に廃止されているが、導入から廃止までの制

度展開は、規制緩和すなわちクオータ取引の譲渡可能性の拡大の経過として特徴づ

けられる。生乳クオータの譲渡可能性の拡大に対して懸念されたことは、主に次の三点

である。第一は、山岳地域など生産効率という点では不利な小生産地からのクオータ

流出である。クオータという無体物が流出すると生産と出荷が経済的意味を持たなくな

るので、生産活動は停止せざるを得なくなる。第二は、生産効率の良い経営体・地域

へのクオータの集中である。クオータの集中により生産がより集約的になり、し尿による土

亀岡 鉱平 Kohei Kameoka 

（株式会社農林中金総合研究所・主事研究員） 

1983 年宮城県生まれ、博士（法学）。早稲田大学法学学術

院助手を経て現在に至る。専門は、法社会学・農業法。  
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壌への環境負荷が高まることが懸念された。第三は、クオータの投機対象化である。ク

オータ価格の不当な高騰は、クオータ取得を望む生産者に無用の負担をかけることに

なる。EU の政策である生乳クオータ制度は、EU 法によって共通の枠組みが決定され

たが、適用に際しては各国内法化が必要とされた。EU 法レベルでは次第に規制緩和

が進んだが、国内法化に際しては上記の懸念への対応が焦点となり、クオータ取引の

許容度は国によって差異あるものとなった。 

 ともに生産過剰抑止を目的とするものとして ITQ と生乳クオータ制度の比較が許され

るなら、後者の経験が示すクオータの二面性、すなわち譲渡可能性の合理性と不合

理性という論点は、水産資源管理手法に関心を持つ者に示唆を与えるものとなるだろ

う。抽象論としての ITQ は、実装に際して、漁業の多様性を前にして、規制強度の設

定という実務上の難題に直面せざるを得ない。 
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9 

 

リトマス試験 

 

鹿熊信一郎（佐賀大学）訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有権制度が、それを最も必要としている人々の福祉を向上させることを 

証明しなければならない。 

 

所有権（property rights）は、「漁業の問題」（乱獲）の解決策として期待さ

れてきた。たとえば、オーストラリアで開催された会議における経済学者や FAO（訳

注：Food and Agriculture Organization of the United Nations；国連食

糧農業機関）などの有力機関によってである（前者は Derek Johnson の記事「だ

れが魚を共有しているのか？」（Who’s sharing the fish?）SAMUDRA Report 

No.43, March 2006、後者は Ichiro Nomura の記事「すべてに合うサイズはない

と い う ア プ ロ ー チ 」 （No one-size-fits-all approach）SAMUDRA Report 

No.44, July 2006 参照）。これは驚くことではない。古い話である。しかし、考えるに
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値する問いは、もし、所有権が漁業に恵みをもたらすというなら、なぜ漁民の間で反感

を買うことが多いのだろうか。次のような可能性が考えられる。 

その理由は、所有権は理解するのが難しいものである、あるいは、まだ所有権制度の

準備は整っていないというメッセージを人びとが受け取っていないからかもしれない。彼ら

は、問題は所有権によって解決されるものではないと考えているのかもしれない。したが

って、必要なのは、人々がメッセージの重要性を理解し、所有権をより良いものと感じら

れるようにする効果的なコミュニケーションなのである。 

もしかしたら、人々が問題視しているのは所有権そのものではなく、広く知られている、

ある特定の種類の所有権なのかもしれない。「世界の水産資源の持続可能性にとって、

所有権は絶対に必要であり、基本である」（Nomura）という主張は、どのような特

定の所有権について語っているかを明示しないと意味がない。たとえば、私有、共有、

共同体所有、国家所有、法人所有など、そのすべてがさまざまな形態や意味合いをも

つものを特定する必要がある。したがって、もし、もっと微妙なニュアンスをもった議論を行

い、人々が関係できる一連の所有権に関する解決策の選択肢が提示されれば、所有

権はもっと支持される可能性がある。 

しかし、問題は別のところにあるのかもしれない。人々は、メッセージを理解し、そのメリ

ットがわかっていながらも、それが自分たちの生活や生き方を脅かすものであると考え、

反対しているのかもしれない。オープンアクセス体制のもとで暮らす人々にとって、所有権

の概念はしばしば異質で不適切な概念として認識されている。「誰もが自由に共有して

いる資源を、どうして誰かが特権的に所有することができるのだろうか？」という認識であ

る。そうであるならば、人々の不安を無視しない、より慎重な提案が有効かもしれない。 

さらに、人々が反抗的である理由のもう一つの可能性は、人々が最も重要かつ緊急

な問題と認識していることに対して、所有権が何の解決策も提示しないと考えているこ

とである。「どのような所有権の問題が解決するとしても、私の問題はそれとは別の問題

なのだ」と考えるのである。たとえば、あなたが日々家族を養うのに苦労しているならば、

所有権制度を確立することは、あなたの優先リストの上位にこないだろう。 

経済学者が好む所有権制度に多くの漁業者が抵抗する理由として、私はもう一つ、

そしておそらく最も可能性の高いものを考えている。彼らは、すでに所有権制度導入の

結果を予想し、不快に感じているのだ。所有権を強く信奉する学者や漁業経営者らと
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は対照的に、彼らは資源へのアクセスを失えば、自分がどのように感じるかを知っている

のである。 

 

標準的な定義 

 

問題の本質を理解するためには、さらに掘り下げて、そもそも所有権とは何かというこ

とを考える必要がある。ここに標準的な定義がある。所有権の本質は、所有者である

人間と所有物の間に成立する関係ではなく、人間同士、つまり持つ者と持たざる者の

間に成立する関係である。したがって、所有権は社会的関係であり、所有権の変更は、

人々のカテゴリーを差別化することによって、既存の社会的関係に介入することになる。 

誰かが所有権を獲得することで利益を得れば、他者は必然的に損失を被る。なぜ

なら、所有者は、所有物からの利益を得ようとする他者を排除する正当な立場にある

ためである。したがって、所有権は本質的に不公平なものであり、この問題は、Derek 

Johnson が「魚を共有する会議 2006」（Sharing the Fish 2006 Conference）

で発見したように、単に無視すれば解決するものではない。また、この公平性の問題は、

通常、所有権制度を導入しようとするずっと前に出てくるので、所有権制度を導入した

後まで棚上げにすることはできない。なぜなら、人々は所有権の社会的、経済的影響

を予期することができるからだ。 

社会理論家たちが長い間、所有権のもつ力を与える効果となくす効果に関心を寄

せてきたのは、決して無意味なことではない。フランスの有名な無政府主義者で哲学者

の Pierre-Joseph Proudhon は、1840 年の論文「所有物とは何か」（What is 

Property）、または、「権利と政府の原理の探求」（an Inquiry into the 

Principle of Right and Government）において、よく引用される 「所有とは窃盗

である」（Property is theft!）という言葉を通して、この問題の本質を捉えている。

漁業権も同じような言葉で反対されることが多い。所有権には様々な意味があり、また

良い目的にも使われるのだから、これは行き過ぎだろう。Bjørn Hersoug が Johnson

と Nomura の両氏についての論評（「悲劇を開く」（Opening the tragedy）

SAMUDRA Report No.45, November 2006, p.3）で論じているように、私たち
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は漁業権が正しい人々に力を与えるために使われているかどうかを問う必要がある。そ

れ故に、所有権には潜在的な可能性とリスクが伴うので、独断的になるべきではない。

所有権は不公平を拡大する可能性があるが、不公平を是正するために利用することも

できる。なぜなら、保護を必要とする人々、つまり漁業者の中でも疎外され、困窮して

いる人々を保護するメカニズムとして利用することができるからだ。これは残念ながら、

ITQ（訳注：Individual Transferable Quota; 譲渡可能個別割当制；個別の

漁業経営者に配分される売買可能な漁獲枠）のような所有権を最も熱心に支持す

る人たちが考えていることとは異なる。 

 

格差原理 

 

そこで、私は、ある特定の所有権制度を受け入れる前に、おそらく 20 世紀で最も重

要な哲学者であるジョン・ロールズ（訳注：アメリカの哲学者）が 1971 年の著作「正

義論（Theory of Justice）」で確立した「格差原理（difference principle）」

に対して、その所有権のリトマス試験（訳注：酸性・アルカリ性の試験ではなく、物事

の白黒をはっきりさせる試験）を行うことを提案する。格差原理とは、「社会的・経済的

不平等は、最も恵まれない人々に最大の利益が与えられるように調整されるべきである」

というものである。 

したがって、特定の所有権制度が最も必要としている人々の福祉を向上させることが、

理論だけでなく実践においても、また平均的な状況だけでなく漁民がおかれている特定

の状況においても証明されない限り、経済学者や FAO が何と言おうと、我々は皆、そ

の所有権に対して懐疑的である正当な理由があるのだ。 
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里海 

 

現在、日本各地で里海づくりが進められている。里海づくりの主役は、言うまでもなく

小規模漁業者である。私は、里海をつくることで、各地の小規模漁業を活性化するこ

とが可能ではないかと考えている。環境省が行った調査では、里海活動を実践している

地区は、全国で 2010 年 122、2014 年 216、2018 年 291 と増えている。水産

庁の事業「水産多面的機能発揮対策」では、自分たちの海を里海と呼んではいなくて

も、里海的プロセスを行っている活動組織が全国で 600 ちかくある。また、海外でも

Satoumi は広まっており、世界中で Satoumi の事例が報告されている。2008 年に

中国で最初の国際 Satoumi ワークショップが開かれて以降、フィリピン、日本（金

沢）、米国（ボルチモア）、米国（ハワイ）、トルコ、日本（東京）、ベトナム、ロシ

ア、フランス、タイ、セントルシア・フィジーと、12 年連続で毎年、世界のどこかで里海の

国際会議が開かれている。 

いま、日本でもっともよく使われている里海の定義は、柳哲雄による「人手が加わるこ

とにより生物生産性と生物多様性が高くなった沿岸海域」である。私は、定義ではなく

里海の最重要な側面（本質）は、「地域の人が密接に関わる環境保全･資源管理

により沿岸海域の生態系機能を高めていること」だと考えている。「できるだけ人の影響

を排除する環境保全･資源管理」という、少なくとも過去にはみられた欧米的考え方と

対照的なものである。 

柳の定義では、直接人手をかけていなければ里海ではないように思える。しかし、里

海づくりの活動は、たとえばサンゴ礁域では、サンゴ植付けやオニヒトデ駆除など直接人
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手をかける活動（直接的活動）と、赤土汚染対策や水産資源管理など間接的に人

手をかける活動（管理的活動）の 2 種類に分けられ、直接人手をかけない活動も里

海の本質に深く関わっている。このような里海づくりの活動では、レジデント型研究者と

双方向トランスレーターと呼ばれる人たちが重要な役割を演じる。レジデント型研究者

は、特定の地域社会に定住し、専門家であると同時に地域社会の一員でもある研究

者を指す。双方向トランスレーターは、多様な科学知を地域の課題解決のために再整

理・統合し、具体的なアクションにつなげると同時に、地域の多様なステークホルダーの

実践を通じて培われた知恵、工夫、経験を広域的に発信する役割を担っている。私

自身も、沖縄県の水産業普及員として双方向トランスレーターの役割を務めた経験が

ある。今後も、機会があればその役割を担い、各地の里海づくりに貢献したいと考えて

いる。 
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10 

 

コ・マネジメント ー 臆さず進めよう 

 

松原花（東京大学大学院）・牧野光琢（東京大学）訳 

 
所有権とコ・マネジメントの繋がりは、小規模漁業の管理を改善できるかもしれない。 

 

本章では、2 つの異なる（しかし潜在的に重複する）漁業管理における言説、所

有権とコ・マネジメントに触れる。所有権はアクセス規制、経済効率、利潤貸借による

生産に関係すると考えられる。コ・マネジメントは多くの場合、意思決定、利害関係者

の関与、参加型民主主義に関係する。 

ただし、どちらも共通する１つの重要な課題をカバーしている。それは「権力」である。

例えば、所有権は他者を水産資源へのアクセスから排除する権力にもなり得る。また、

コ・マネジメントは資源へのアクセス権の規制（例：誰が漁業権を管理するか）を定

義する。所有権も通常、ルールを規定する権力を内包する。したがって、所有権とコ・マ

ネジメントは、片方がもう一方の前提条件になり得るとも考えられる。例えば、コ・マネジ
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メントのレジームは所有権に依存し、所有権を統括するかもしれず、反対にコ・マネジメ

ントは所有権に追従するかもしれない。本章では、どちらもそうである必要はないというこ

とを論じる。まずは、所有権について触れる。次にコ・マネジメントとは何かを定義する。

最後に、それらがどのように漁業管理を改善し、小規模漁業に利益をもたらすかについ

て議論する。 

所有権の議論で重要なのは、所有権は本質的には社会的関係だという点である。

所有権は、権利を所有する者の、競合相手に対する立場を確立する。所有権者は、

他者が利益を享受することや、派生する恩恵を受けることを法的に拒否することも可能

である。言い換えれば、鍵となるのは所有者と対象物の関係性ではなく、所有者とそれ

以外の者の関係性なのである。 

所有者が他者のアクセスや使用を事実上疎外できるとすると、彼／彼女は権力の

所有者であるともいえる。カール・マルクスが所有権を「社会階級間の関係を構築し、

階級を権力と搾取の道具、そして不平等の根源となるもの」と見なしたことも頷ける。

19 世紀フランスの無政府主義者であるピエール・ブルードンが「財産は盗みだ」と主張

したこともよく知られている。これは所有権が漁業管理において物議を醸す原因でもあり、

小規模漁業者が私有化に反対する理由でもある。 

所有権制度が漁業管理において役立つことに疑いようはない。所有権なくしては、

資源はリスクにさらされてしまう。しかし、所有にはさまざまな形がある。個人が所有権を

有することもあれば、国家やコミュニティが有することもある。どのような所有権であれば漁

業管理にメリットをもたらすか、という点が問題である。国家はこの点において、あまり器

用ではない。それゆえ、所有権が持つ力を十分に活用し、多様性や複雑さ、多くの詳

細な伝統的知識、微調整された管理を効果的に運用することは難しいだろう。 

 

譲渡可能な割当 

 

一方で、私有財産は出身地や仲間よりも個人の利益を優先させるよう働くため、コ

ミュニティを危険にさらしてしまう。ITQ（訳注：Individual Transferable Quota；

譲渡可能個別割当制）が漁業権や漁獲能力を少数の人々の手に集中させることや、
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コミュニティや小規模漁業者が漁業へのアクセスから締め出されていることも世界の多く

の地域で報告されている。 

コミュニティに所有権を与えるという発想は、現代の漁業管理の理論と実践ではほと

んど注目されてこなかった。漁業管理は国家と個人の関係性の中で取り決められ、コミ

ュニティ等が仲介するような制度はなかったのである。このシステムでは、個人は管理体

系の末端として受動的に参加し、国家がこれを支援する。また、このシステムは市場の

優位とコミュニティの劣位を前提とするイデオロギーに基づいている。 

ここで強調すべき点は、さまざまな種類の所有権が存在し、国家や個人の所有権は

オープンアクセスの課題を救済する唯一の方法ではないということである。また、コ・マネ

ジメントにも関連することだが、オープンアクセスの管理にもさまざまな形態があり、必ずし

もルールのない漁業を意味するわけではないという点も強調しておきたい。さらに、漁業

管理の管理者は店で陳列された商品を選ぶように「この所有権システムがよい」といった

単純な選択をするわけではない。実社会における所有権の改革とは、ある形式から別

の形式への移行である。まっさらな状態から始まるのではなく、すでに荷物を持った状態

からスタートするのである。古いシステムを排除することは、場合によっては新しいシステ

ムを実装することと等しく困難となる。 

これにはいくつかの理由が考えられる。ひとつは、所有権は時間とともに客観的事実と

なり、自然なこととして受け止められるようになることだ。我々はそれを当然のこととして受

け止め、それがなければ人生や社会がどうなったかをもはや想像することもできなくなる。

もう一つの理由は、プルードンが示唆したように、所有権は常に勝者と敗者を生み出す

ことにある。勝者はシステムを現状のまま維持したがり、彼らは往々にしてその力を持って

いる。歴史の中で繰り返されてきたように、所有権の改革には社会的葛藤が付き物で

ある。 

所有権の改革については、より研究が必要である。私たちは所有権制度が漁業の

中でいかに機能するか、課題とメリットは何か、所有権が何をし、何をしないかをよく知っ

ている。しかし、既存のシステムから別のシステムへの移行や、どのような条件下でシステ

ムの変更が発生するかという点については、あまり着目されてこなかった。例えば、国有

財産や共有財産を私有財産へ移行することは、その逆よりも容易ではないだろうか。と

なると、私有財産については多くの国の憲法で触れられているのに、共有財産について
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は触れられていないことも合点がいく。水産資源の私有化 ―ITQ 制度にも内包される

― は、不可逆のプロセスである。一度割当が私有化されてしまうと、巻き戻すことはで

きない。これは社会学者が「経路依存性」と呼ぶプロセスである。 

所有権の改革は容易かつ速やかに起こってはいけない、というのは倫理に基づく考

え方である。所有権の改革は社会的関係性を劇的に変えてしまう他、社会の―この

場合は漁業の―機能にも大きく影響を及ぼすためだ。これらは、例えば権力の構造、

居住のパターン、社会的価値など、容易に予測できない影響を及ぼす。これにより、す

でに権力を享受している社会集団に、さらに力を与えるリスクを冒してしまうかもしれない。

後々後悔する可能性のあることはしないに限る。 

 

コ・マネジメント 

 

コ・マネジメントは、ユーザーグループ、政府機関、研究機関、その他の関係者が共

同で規制に関する意思決定を行う方法である。コ・マネジメントでは、権力の分配とパ

ートナーシップが不可欠となる。コ・マネジメントは、政府の外にある規制機能、例えば

国・地域・コミュニティレベルの漁業協同組合やユーザー組織に対し、権限と責任を付

与する。コ・マネジメントは意思決定を市場の気まぐれに任せるのではなく、完全ではな

いものの、市民社会の力と能力を大きく活用する。漁業管理を三角形で例えると、国

家が上、市場が左下、市民社会が右下にあり、コ・マネジメントはこの真ん中にあるイメ

ージになる。 

私は、コミュニティの（または共有財産の）権力は、効果的なコ・マネジメントのツー

ルであると考えている。共同の、あるいは「集団的な」所有権は、コ・マネジメントの制度

をより強固する。これは、コ・マネジメントのシステムに、資源へのアクセスの制御：制裁、

排除の権限を与えるためである。これらの権限を与えられたコ・マネジメントのシステムは、

この力を持たないシステムよりも当然ながら効果的に働く。国有財産、私有財産、また

はオープンアクセス体制内で運用されるコ・マネジメントシステムには、通常、排除による

制裁を行う権利はない。説得や道徳的批判のみに頼るしかないのである。 

これらの 3 つのタイプの所有権のいずれかによって成り立つコ・マネジメントシステムは、
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メンバーがいつでも出て行くことができるため、フリーライディングに対する脆弱さを有する。

集団での決定が気に入らない場合は、離脱してしまえばよいのである。しかし、共同所

有権に基づくコ・マネジメントのシステムでは、人々は自分の声で不満を表明しなければ

ならない。その上で、コ・マネジメント当局の決定した規則に従わないことを選択した場

合には、道徳的な批判を受けるだけでなく、アクセスの損失等の制裁を受ける可能性

もある。 

これは、コ・マネジメントは理想的な状況でしか機能しない、ということではない。多く

の国において、コ・マネジメントのシステムは共同以外の所有権に対してもうまく機能して

いる。コ・マネジメントが理想的な状況以外で機能しないのであれば、あえてこれを採用

する必要はないはずである。その場合は例外的な場合にのみ採用すればよいのだ。 

コ・マネジメントは所有権の形式に関わらず機能するため、管理体制の立て直しにお

いて、所有権の改革を待つ必要はない。後者（所有権の改革）は通常、権力を刺

激する可能性があるため、前者（管理体制の立て直し）よりも困難な作業となる。こ

れに比べ、コ・マネジメントは多くの場合、管理対象地域の範囲や、管理機能の分配、

手続き方法等の僅かな修正のみを必要とする。すでに述べたように、所有権の改革は

基本的な社会関係を永続的に変化させてしまうため、より重大である。それゆえ、物議

や揉め事を引き起こしてしまうのである。 

コ・マネジメントの改革と所有権の改革は相互に補強しあう可能性があるため、可能

であれば同じプロセスの一環として統合されるべきである。しかし、必ずしも一斉に実施

される必要はない。片方の改革が、もう一方から独立して実行されてもよいのである。

コ・マネジメントは短期的に導入・実施することもできるが、所有権の改革は長期的な

取り組みになるかもしれない。後者の実施がうまくいかなかったからといって、前者が成功

しないというわけでもない。私の小規模漁業に対する助言は、以下の通りである：コ・マ

ネジメントは臆さず進めよう。革命を待つ必要はないのだから。 
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漁業管理のコ・マネジメントと所有権 

 

本章では、小規模漁業の管理におけるコ・マネジメントと所有権（property 

rights）の関係性が議論されている。コ・マネジメントと所有権はどちらも資源を利用

する者の権力を制約するものであるが、所有権はより直接的に所有者と他の関係者の

社会関係を変え得るため、所有権の改革は時として困難となる。著者は「コ・マネジメ

ントの中ではコミュニティによる所有権が最も効果的に働く」ことを提案しながらも、「所

有権の改革が困難な場合は、私的所有や政府による所有の下で、コ・マネジメントを

機能させることも可能である」と代替案を提示し、「（所有権の形態にとらわれることな

く）コ・マネジメントは進めよう」と章題と一致する提案にて本章を締め括る。 

同氏は過去に執筆した文献の中で、異なる所有権制度の中で機能するコ・マネジメ

ントの具体例を紹介している（Jentoft et al. 2010）。例えばノルウェーでは、水産

資源や水面は何者も所有しないことを原則としてコ・マネジメントが行われている。また、

カナダのノバスコシア州のある地域では非公式の ITQ 制度が導入され、漁業割当を私

有化する一方で、漁業者の管理組合による違反者の排除といった「コミュニティによる

規制と制裁」が機能している。日本の共同漁業権に基づく沿岸漁業管理については

「漁業コミュニティによる排他的な漁業権の所有に基づく管理」として紹介されており、

規則を破ると漁業協同組合の会員資格を取り消されることが「コミュニティによる効果

的な制裁機能」の例として挙げられている。 

他の文献においても世界有数のコ・マネジメントとして紹介されることの多い日本の漁

業管理制度だが（Makino & Matsuda 2011, Guitierrez et al. 2011）、

2018 年の漁業法改正では、漁業権に関する規定にも変更が加えられた。 

松原 花 Hana Matsubara 

（東京大学大学院 農学生命科学研究科） 

東京大学大学院 農学生命科学研究科にて修士号（農

学）を取得。JICA 海外協力隊員（水産開発隊員）として

ソロモン諸島で地域主体の水産資源管理普及のために活動。

帰国後、JICA ジュニア専門員を経て博士後期課程に進学。 
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定置漁業権・区画漁業権については免許の優先順位が廃止となり、漁場を適切か

つ有効に活用している者が優先して免許を受けられることとなった。利用されていない・

利用度の低い漁場を（協業化や新規参入も含めて）総合利用していくことが狙いと

されている（平成 30 年度 水産白書、逐条解説 2021）。一方、共同漁業権につ

いてはこれまで通り漁協への免許が継続となった。沿岸漁業管理や漁場計画の作成

における漁協の役割が整理され、共同漁業権が制度的に改めて認められた点は重要

な議論であったと考えられる（水産振興 2021）。本改正が日本のコ・マネジメントに

与える影響の検証は、今後の重要な研究課題である。 
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11 

 

悪魔は細部に宿る 

 

宮田勉（国際農林水産業研究センター）訳 

 
コ・マネジメントの実施において、理論より実践が先行しているが、 

それには社会的、文化的な側面からのサポートが必要となる... 

 

60 年以上の歳月を経て（私たちはレイモンド・ファースのマレー漁業者の単行本が

後世に残る作品という前提で）、社会学者は遂に漁業管理にインパクトを与えること

になったように思える。コ・マネジメントは、1980 年代に水産社会研究者の間で議論さ

れ生まれ、そして今ではどこにでも見つけられる存在となった。ケープタウンで開催された

2003 年 12 月の会議で、南アフリカの多くの国々で、漁業法のなかにコ・マネジメント

が組み込まれていることが明らかとなった。2004 年１月、私は２週間のインド旅行をし

た際、そこの漁業行政官がコ・マネジメントについて熱心に語っていたのを聞いた。東南

アジア各国からの参加があった、３月にマレーシアのペナンで開催された別の漁業コ・マ
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ネジメント会議に参加した。ASEAN（訳注：Association of Southeast Asian 

Nations；東南アジア諸国連合）各国の官僚が参加する 2001 年の会議で、コ・マ

ネジメントのコンセプトが採択された。多くの国々で、地元民の活動はコ・マネジメントを

推進した。FAO（訳注：Food and Agriculture Organization of the United 

Nations；国連食糧農業機関）が作成した責任ある漁業のための行動規範は、現

状の漁業活動について懸念を表明し、コ・マネジメントによる解決の原則を宣言してい

る。2003 年、デンマーク IFM（the Institute of Fisheries Management and 

Coastal Community Development）の Douglas Clyde Wilson, Jesper 

Raakjær Nielsen and Poul Degnbol が編集した本を Kluwer から出版した。そ

れ以来、コ・マネジメントは漁業の世界では馴染みのある概念となった。 

漁業のコ・マネジメントは本当に国際的に重要な論点となった。社会学者の理想とし

て片づけることはできない状況である。しかし、ここで強調したいことは理論よりも実践で

ある。コ・マネジメントの学問はせいぜい数十年前から始まったが、コ・マネジメントのよう

な制度はもっと古い歴史を有し、幾つかの国々においては数世紀も前から存在していた。

この様な制度が、現代においても資源管理や持続的な漁業開発に有効で、優れた実

践的管理の事例として認識されたのは本当に最近である。 

コ・マネジメントは、管理方策の意思決定過程において、海洋資源に依存している

人々を巻き込み、またそれらの人々が参加する権限を与えることの必要性を強調して

いる。このことから、コ・マネジメントにおいては“うさん臭い”ことは決してない。実際、私た

ちはコ・マネジメントの運営組織について次のように説明している。官民協力関係を構

築し、民間からは海洋資源利用関連企業や一般市民も参加してもらい、例えば、水

産関連団体、NGO（訳注：Non-Governmental Organization; 非政府関連

団体）、地域団体から代表が参加することである。現在では、社会における官民によ

る管理/ガバナンスに関する幅広い論文が存在しており、また漁業のコ・マネジメントの

学問はそれに準ずる学問として考えてよいでしょう。ガバナンスの理論家が漁業のコ・マ

ネジメント論文を引用しているケースもあり、オランダの政治学者 Jan Kooiman の著

書「Governing as Governance （2003）」で引用していた。 

 



72 

参加型の民主的意思決定 

 

コ・マネジメントは参加型の民主的意思決定であり、したがって、透明性、説明責任、

公平性、社会的正義など民主主義の基本的な原則に基づいて活動しなければならな

い。参加型の民主主義を議会制民主主義に置き換えることができないように、コ・マネ

ジメントもそのようなことはできない。コ・マネジメントは、民主的意思決定の過程におい

て、何かを追加したり、また深めたり、拡大したりすることができる。 

様々な意見を持つ漁業関連者や NGO を常に考慮することはできないが、漁業管

理には明らかに公共の利益がある。したがって、公共の利益を代表する組織として、国

は漁業管理において重要な役割を有することから、意思決定の過程から外すべきでは

ない。国にしかできないことがあり、例えば法律の制定がある。国は漁業管理に関する

全てのレベルについて機能する役割、そして自治体もまた漁業管理において重要な役

割を有している。自治体は、地域漁業との関りが深く、そして一般的に国より地域の現

状を把握している。 

同時に、国にできることは限界もある。経済学者の Charles Lindblom は「国は、

４本の指が無く、親指しかない」とかつて語った。中央政府が、生態的・社会的多様性

および複雑性・動態的な特徴を持つ漁業について、地域の詳細な状況を把握すること

はできない。2004 年 1 月にインドのコーチンで開催された会議に参加し、その会議で

地元の演者が「国には 25 万隻、75 万人の漁業者がおり、そして 6,000km の沿岸

を管理することはできない」と指摘した。インドでは、近代的な漁業管理の実施は未解

決のままである。このことから、“権限移譲”の原則（意思決定機関は可能な限り下位

の管理機関に委ねるべきである。）を適応すべきである。 

漁業管理は地域社会からの参加があるべきである。Jeffrey L. Pressman and 

Aaron Wildavsky が IMPRIMENTATION （1984） で目の当たりにした通り、

「ある問題の発生源に近いほど、その問題に対する解決の力量は大きくなり、また複雑

なシステムに対して問題解決能力を高めるには、階層的な管理ではなく、問題の発生

源に近いところで自由裁量権を最大化することである」。 

コ・マネジメントは、海洋資源利用関係者や NGO 等の積極的な貢献を求める。と
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いうのも、そのような人々は漁業管理手順に関して情報提供できる知識を有しているこ

とから、より有用な成果が期待できるからである。 

コ・マネジメントのシステムが対処しなければならないことが複雑であればあるほど、そ

の当事者からのフィードバックは益々重要になる。また、コ・マネジメントは習熟過程/途

中で改善することも認められなければならない。なぜなら、最初から完全にすべてが機

能するとは考えられないからである。 

 

利用者団体 

 

何らかの意思決定や制度は、利用者団体や利害関係者の参加によってより正当な

ものとなる。漁業管理システムは漁業者等の自発的な同意に基づいている。それが無

ければ、ルールや規則の違反は横行し、つまり、国が漁業者等に遵守させるための多

額のコストを投入しなければならなくなる。 

利害関係者に正当性が受け入れられない漁業管理システムは、仮にうまく機能して

も、コストの掛かるシステムとなるであろう。トップダウンで強引な全体主義/一党独裁的

な体制では、自発的な活動に対する同意が得られることは決してなく、漁業管理にお

いても同様のことがいえる。 

私は、コ・マネジメントの推進を試みる色々なアイデアに対して、反対するということが

理解できない。また、少なくとも民主的な志向の人が、FAO の責任ある漁業のための

行動規範の原則に背くということも同様である。この両事例において、諺にあるとおり

「悪魔は細部に宿る」といえる。コ・マネジメントは、さまざま意味合いを持つことができ、

そして上述のアイデアと原則がどのように具体的に適応されるかについては幅広い意味

合いもつことができる。全ての状況に応じた解決策の青写真はない。民主主義がそれ

ぞれの国で異なる形態であると仮定して、ある国の民主主義が他の国より優れている

必要性ない。ある国、ある漁業、あるコミュニティではコ・マネジメントが導入できないとい

うことを議論するかもしれない。しかし、欧米の知識人が、独裁体制下のラテンアメリカ

が急速に民主化することに対して上述のような（民主化できない）議論を展開したと

き、ペルーのノーベル賞受賞者である Mario Vargas Llosa は完全に人を見下してい
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ると思った。つまり、机上の議論で、易々とコ・マネジメントができないということを結論付

けるべきではない。 

困難なことや複雑な要因を指摘することは簡単である、それは次のような民主主義

の議論と同様である。ノルウェーの社会学者である Jon Elster は、例えば、民主主義

体制の移行過程において、市民の移住の課題を指摘した。当然のこととして、人々は

移住してしまい、想定した人々がその場所にいるとは限らない。Eyolf Jul Larsen ら

（2003）が、アフリカ南部の内水面漁業に関する FAO のテクニカル報告書で示した

ように、漁業者の移住がコ・マネジメントをさらに難しくすると指摘した。しかし、そもそも、

コ・マネジメントはある狭い地域だけを対象に適応する必要はない。 

コ・マネジメントを導入するには多大なる時間が掛かる運命にあり、それゆえ、費用が

掛かり、また緊急な問題に対して素早い対応ができる議論と意思決定の方法を見つけ

出す必要がある。コ・マネジメント運営組織の内部の理論と外部の理論の間に対立が

あるので、政策研究者はコ・マネジメント運営組織の在り方に関して非常に注意を払わ

なければならない。厄介な意思決定過程では、組織の柔軟かつ、迅速な対応を妨げ

る。たとえそうであっても、民主的意思決定を犠牲にする理由とすべきではなく、民主的

意思決定は、コ・マネジメントの正当性化のうえで好ましく、また実施と施行の過程で助

けとなる。民主的意思決定は、基本的人権にも合致し、また同時にその人権保障の

最も効果的な一つの手段となりえる。しかし、厄介問題に対して様々な策を準備したと

して、どの手段をどの段階で使うのか疑問が浮かんでくるであろう。コ・マネジメントのフレ

ームは極めて重要な問題に対してのみ対策を決めておき、一方で実行上の詳細につい

ては各管理者に任せることが適当であろう。 

コ・マネジメントはとても興味をそそるコンセプトであるので、Orwellian のニュー・スピ

ーク（訳注：小説の中の架空の言語で、自由で開かれた社会は幸福を破壊するとい

う思想の下、その関連語は辞書から削除した言葉）の餌食になる。肯定的な含意を

持つコンセプトは破壊的な行為として紐づけられるかもしれない。ミサイルが「平和をもた

らす者」と言い換えられた時のように、これまで通りのやり方を正当化するために、歪曲

化したレッテルが貼られるかもしれない。最も圧政的な政権のいくつかは、最近の歴史か

ら我々が知る通り、自らを民主主義政権と呼んでいた。コ・マネジメントは、政治的まや

かしのために、言葉の技巧に使われるかもしれない。このようなことについて、Wilson ら
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（2003）のコ・マネジメント論集でエビデンスを示している。それから、コ・マネジメントは

簡単に崩壊し、例えば、学者からの誤った批判によって、餌食にされてしまう。 

 

不正確 

 

コ・マネジメントの定義や協議のあり方について、厳密かつ一貫性の観点から不十分

と、コ・マネジメントに関わる研究者達から批判されると思われる。とはいえ、時が経ち、

徐々に普及し始めると、コ・マネジメントについて見直され、言及される傾向がある。例

えば、コ・マネジメントは「行政と漁村社会の間におけるコミュニケーションの御膳立て及

び確実な実施が主な役割」と言及され、このことは前述の Larsen らの FAO 報告書で

述べられている（なお、コ・マネジメントについて、このことをだけを述べているわけではな

い）。ところで、ある国において、真のコ・マネジメントとは言えないが、コ・マネジメントを

実践していると正当に主張することがあり得ると、私は恐れている。 

政府が、漁業関係者とコミュニケーションを図らないということを聞いたことがない。しか

し、コ・マネジメントは、市民社会が（漁業・沿岸）規制のための意思決定に参加する

法的権利が与えられたうえで、漁業系統団体や沿岸漁業者に管理権限を拡張、また

は漁業関連団体や利害関係者への権限移譲すべきであり、市民参加型の民主的意

思決定があるべきだと主張するなら本来こうあるべきであるが、このようなコ・マネジメント

を実践していると正当に主張できる国の数はとても少ないでしょう。 

真の民主主義を求めることと同様に、真のコ・マネジメントを実施することは簡単な挑

戦ではない。それは制度化された解決策だけではどうにもならない。法整備と組織改革

は必要だが、それだけでは不十分である。関係者の能力開発や心理的に自信を与え

ることも必要となる。漁業者は自身の判断や共同体の判断を信用するということを学ば

なければならない。また、コ・マネジメントは、それをサポートするという社会的、文化的な

環境が必要である。漁村レベルのコ・マネジメントは、漁村社会自体がうまく機能してい

ないなら、機能しないかもしれず、逆に、コ・マネジメントが漁村社会自体をうまく機能さ

せるための十分な力はない。 

漁業者と利害関係者は、コ・マネジメントの推進を効果的にするために適切に組織
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される必要がある。コ・マネジメントは、もし漁業利害関係組織が他の組織（訳注：

NGO、市民組織など）より強大な組織であるなら、偏った結果を生むかもしれない。し

たがって、組織形成はコ・マネジメントの制度設計の前に、欠くことのできないこととして

実施されなければならない。 

 さらに、リスクや落とし穴もある。うまくいかないことや失望することも起こりうるし、軋轢

も生じるかもしれない。現場の背景や事情に関係なく適応できる、コ・マネジメントの標

準的な問題解決策は存在しないので、コ・マネジメントの入門書は使えない。私が

2003 年 12 月に参加した南アフリカのケープタウンの会議では、チェックリストのようなも

のが役立つと結論付けられた。アフリカのマラウイでコ・マネジメントが導入されたとき、法

的な後ろ盾は必要不可欠であったが、立法できる国会議員と一緒に進めることを考え

なかった。コ・マネジメントの実践過程で生じるかもしれない多くの事を前もって考えること

が賢明である。ただ、それらのいくつかの事は単純に忘れ去られることもある。現在、社

会学者によって丁寧に記述されたコ・マネジメントに関する多くの知識があるので、我々

はそのような知識を使って、チェックリストを完成することができるはずである。 

 

不平等のリスク 

 

漁業社会には、権利を有する人々にさらに権限を与えるような、構造的不平等が

元々存在し、これはコ・マネジメントのリスクとなると主張する人もいる。これは明らかな

不平等リスクで、やはり、コ・マネジメントの基本理念に反したことを導くであろう。 

コ・マネジメントは、このことと正反対のことが基本理念であり、つまり権利の無い人々

や奪われた人々に権利を与えることである。また、コ・マネジメントは政府のための新たな

統制ツールではないが、幾つかの政府ではそうであると認識しているというデータもある。

これらのことから、一般市民は役割を果たせず、また市民の自主参加が認められず、漁

業生産団体中心の仕組みのなかで、コ・マネジメントはしばしば犠牲になっているかもし

れない。この結果として、一般市民に漁業関係者は背を向けられ、そしてコ・マネジメン

トはかなり失敗してきた。 

コ・マネジメントが成功するかどうかについては、主に４つの視点があるとして、私は議
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論してきた。第１点目、コ・マネジメントの地理的規模をどうするかという疑問である。漁

村レベルによる意思決定とすべきか、全漁村レベルによる意思決定とすべきかである。

第２点目、コ・マネジメントに何を任すべきかという問題である。どのような管理機能が、

コ・マネジメントとして機能するのか。どのような漁業管理システムでも、どのようにして、ど

こで、誰が、どれくらい、のような疑問について、明確に言及しておく必要がある。そして、

全てのことについて、あるいはそのうちの一部がコ・マネジメントの対象になるのか、範囲

の議論が必要である。第３点目、コ・マネジメントに参加する代表者は誰なのかという

疑問である。利害関係者は全て参加するのか、どのような形で参加すべきなのか、そし

てどのような資格や能力が必要なのか。第４点目、漁業権の行使をどうするかという疑

問である。どのような漁業権の行使が、コ・マネジメントを最も助長するのか、個別の行

使か、漁村レベルの行使か、県による行使か、あるいは漁業権を無くして自由漁業とす

るのか。さて、コ・マネジメントは、政治的な判断によって、不自由にされ、そして失敗に

終わるかもしれない。 

コ・マネジメントの制度設計において重要な疑問は複数あるが、残念ながら、簡単に

答えを見出すことはできない。その疑問の多くは、技術的な性格のものではなく、政治

的な性格のものであることが多い。コ・マネジメントがうまく機能するには、特定の文化的、

社会的、経済的、生態学的背景の関係性のなかで、その疑問に対する答えを見つけ

るしかない。それゆえに、注意深い実証研究が、コ・マネジメントの実行前に必要となる。

また、コ・マネジメントに関する内容を改善する前に、管理者は漁業活動の背景と現状

を十分に把握する必要がある。もしそうしないならば、コ・マネジメントに費やす労力に対

して、失敗のリスクは非常に高くなるであろう。 

自然科学者や社会学者は、コ・マネジメントの構築過程において重要な貢献をする

ことができる。しかし、それらの研究者は、構築過程で必要となるすべての知見を有して

いない。漁業者や利害関係者は、最初から最後までその構築過程に参加しなければ

ならない。コ・マネジメントを実行に移し、それから、弁護士、教育者、ソーシャルワーカー

も巻き込む。なぜなら、コ・マネジメントを機能させるうえで、これらの者も重要な専門知

識を有しているからである。 
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コ・マネジメントの研究者とステークホルダーとして 

 

本章で、「コ・マネジメントの学問はせいぜい数十年前から始まったが、コ・マネジメント

のような制度はもっと古い歴史を有し、幾つかの国々においては数世紀も前から存在し

ていた。」とあるとおり、日本では古くからコ・マネジメントに類する仕組みがあったが、残

念ながら英語による古い論文や単行本は存在しないと言って過言はなく、世界的に日

本の漁業制度や漁業管理は、一般的には歴史のある存在ではない。過去～現在の

日本の漁業管理の英文論文や本が必要であろう。 

岩手県職員時代に、漁業管理を推進する社会経済学的研究を実施してきた。本

章のタイトルどおり、悪魔は細部に宿り、漁業管理を推進する上で、研究者として理解

できないことを幾つも体験した。例えば、私の研究は、中長期的に利害関係者の利益

を増大させることを目的としており、持続的な資源利用を可能ならしめ、同時に利益を

高めることにあった。漁業生産者は、総論賛成、各論反対を主張し、結局ことが前に

進まない。利益を高める漁業管理方法に関する科学的データを示したうえで、具体的

な新たな漁業管理方策（各論）を示しても、その方策に生産者から反対理由や意

見が次々と出されるのである。数年間はこの合理性の無さに失望したと同時に、どこに

問題があるのか関係者と議論し続けた。幸運にも研究職の前に行政職であったので、

腹を割って話せる生産者や漁協職員がおり、そのような方々から学んだことは、要約す

ると、生産者は非常に伝統を重んじ、漁業は綿々と引き継がれた歴史の上に成り立っ

ており、容易に物事を変えると天罰が下る（魚が獲れなくなる）ということである。その

後、生産者に受け入れられる管理方策の提案とその方策による小さな成功を繰り返し、

宮田  勉 Tsutomu Miyata 

（国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター・水産領

域長） 

1969年名古屋市生まれ、博士（水産学）。岩手県庁、水産

研究・教育機構を経て現在に至る。北里大学非常勤講師。専

門は水産社会経済。 国際漁業学会副会長、地域漁業学会

理事、水産エコラベル SCSA 理事、日本水産学会委員等を務

め て い る 。 論 文 、 単 行 本 共 著 等 多 数 （ 詳 し く は

researchmap）。 
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我々の信頼を得るとともに、新たな管理方策や対象魚種の拡大につなげることができた。

結局、生産者の反対主張の原因は、我々行政や研究側にあった。非常に時間は掛

かるが、生産者（関係者）に受け入れられる範囲で少しずつ改善することが必要不

可欠な過程であった。 

JICA（Japan International Cooperation Agency）や国際機関の依頼で、

コ・マネジメント（漁業管理）が発展途上の国の官僚等に講演することが度々あるが、

上述の生産者と同様に各論反対の意見が出るか、現実的でないと考えて無関心であ

る。コ・マネジメントの推進・構築において、理想と現実のギャップの穴埋め作業が必要

不可欠で、本章で書かれていた通り、主体者は既存の社会学者の知見とチェックシー

トを作成しつつ、時間は掛かるが関係者の考えを深く理解する必要があると考えている。 

 

  



80 

12 

 

コ・マネジメントの研究 

 

原田幸子（東京海洋大学）訳 

 
ケーススタディは、特に比較研究アプローチの一部である場合、 

コ・マネジメント論の発展に適している。 

 

本章では、私自身の経験に基づいて、コ・マネジメントの研究におけるケーススタディ

の有用性について考察してみたい。ケーススタディとは何か、どのような目的で使用され

るか、どんな長所や短所があるのか、何を期待することができるのか、といったことを議論

していこう。ケーススタディは、社会科学では一般的な手法であるが、そのなかでも特定

の分野、例えば社会人類学では社会学や経済学といった分野よりもより広く用いられ

ている。社会科学の古典的な研究の多くは、実際にはケーススタディを使用しており、

コ・マネジメントに関するこれまでの研究も専らケーススタディが使われてきた。 

漁業のコ・マネジメントに関する私の研究も、そのほとんどがケーススタディに基づいて
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いる。それどころか、コ・マネジメントの考え方は、ケーススタディを通じて初めて明らかにな

ったとも言える。私のコ・マネジメントに関する最初のケーススタディは、ノルウェーのロフォ

ーテン諸島の漁業であった。ロフォーテン諸島では、ノルウェーで最も重要なタラ漁が毎

年１月から４月にかけて古くから行われており、私は 1980 年代初めに学生と一緒に

この地を訪れた。学生たちは、学期末のレポートに向けて、ロフォーテン諸島の漁業のさ

まざまな側面について調査し、そのなかであるグループは管理システムに焦点を当てた。

訪問前は、当地域のコ・マネジメントについて漠然とした知識しか有していなかったが、

漁師たちが 100 年近くもの間、この地域の漁業をうまく管理してきたことを知り、私は興

味をそそられた。なぜなら、ノルウェー全土から集まったロフォーテン諸島の漁業従事者は、

それぞれの利害を調整し、協力することができていたからである。ロフォーテン諸島の漁

業におけるこの協力関係は、ギャレット・ハーディンの著名な論文「コモンズの悲劇」

（1968年）やゲーム理論における「囚人のジレンマ」の考え方に反するものである。私

は彼らの管理モデルがノルウェーの一般的な漁業管理システムと相反していることに気

づき、また、私の知る限り、他の国の管理システムと比べても非常にユニークなものであ

った。この地域を訪れるまで、私にとって漁業管理はさほど重要ではなかったが、私の博

士論文の組織的な協力による相互依存的な漁業操業の調整というテーマにおいて、

既にこの理論的な問題に同調していた。そして、ロフォーテン諸島への旅は、このテーマ

の別の側面に興味を抱かせるものであった。数年後、私は再びこの地域を訪れ、徹底

的なケーススタディを行い、その結果、『Human Organization』誌に「コ・マネジメント

の一般的課題（The general issue of co-management）」という論文を発表

することができた（Jentoft and Kristoffersen 1989）。私は今でもこのテーマにつ

いて書くときには、本論文を参考にしている。 

 

発見のロジック 

 

この特別な経験は、ケーススタディが何をもたらすかを示す良い例であるため、後ほど

紹介したいと思うが、あらかじめ断っておくと、私の経験は何も珍しいことではない。多くの

社会学者が私と同じような話をすることができるだろう。私たちは多くの場合、全くの偶
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然によって何かに遭遇するが、それが予期せぬものであれば好奇心を大いに刺激される。

そして、先入観のある理論的立場のせいで、違いが違いを生み、私たちの考え方や、

時にはキャリアさえも変えてしまうことがある。自然科学におけるすばらしいブレークスルー

の多くは、同じような方法で生まれている。ニュートンのリンゴの木の下での発見や、アル

キメデスが浴槽の中で啓示を受けたことを思い出してほしい。コロンブスがインドを目指し

て航海したように、研究者は、何かを発見したり、証明するために出発したのに、その過

程で別のものを発見することもある。場合によっては、実験が全く行われていないこともあ

る。また、何か別のことをやっているときに、稲妻のようにひらめくこともあり、私の場合は

夕食の準備をしているときに本のタイトルを思いついたことがあった。その時のことは今で

も鮮明に覚えている。心理学者によると、携帯電話を家に置いて出れば、散歩は創造

的思考に役立つという。旅も同じく刺激的で、私たちは外国を訪れると、その国と自国

について新たな学びを得る。そして帰国すると、スーツケースにはリサーチクエスチョンや仮

説が詰まっているのである。 

1980 年代初頭、私は大学のサバティカルを利用してカナダを訪れた。その初日、私

はピケットラインにいる漁師たちに会った。私は、彼らに不満を尋ねると同時に、「ノルウェ

ーではなぜピケットラインにいる漁師を見かけないのか？」と自分自身にも問いかけてみ

た。この答えは、後に論文として、『Marine Policy』に掲載された。私の指導教員であ

る Ottar Brox は、初めてニューファンドランドを訪れたときに、彼が如何に「鮮魚法

（Raw Fish Act）」を知ったかという話をしたことがある。ニューファンドランドは漁業者

と魚の購入者の取引を管理する鮮魚法はないが、ノルウェーには存在している。そしてこ

れこそが、ノルウェーの漁師がストライキを起こさない理由のひとつだと私は考えている。ノ

ルウェーの鮮魚販売のような制度の問題は、いったん慣れてしまうと、それが当たり前に

なってしまい気づかなくなる。地球が丸いことを観察する唯一の方法が宇宙に行くことで

あるように、漁業制度についても別の視点を持つために私たちは一旦その場を立ち去る

必要がある。つまり、遠くから眺めることが最良の方法だということである。私と Brox はカ

ナダを訪れたことで、ノルウェーの制度を新しい視点から観察するために必要な距離を得

ることができたのである。このような観察は、社会学者のロバート・ニスベット（1976）

が「実証の論理」と「発見の論理」は全く異なる道をたどると主張したことに似ている。前

者は、その手法が教科書に詳しく書かれており、そこには厳格な規則と手順が存在して
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いるので、研究者は示された道をまっすぐに辿っていけばよい。しかし、「発見の論理」は

もっと印象的で、創造的で、空想的なものであり、その道はでこぼこで穴だらけ、まっすぐ

とは程遠く、目的地も定かではない。ニスベットは、前者（実証の論理）のルールに従

えば後者（発見）が得られると考えるのは大きな誤りであると主張する。繰り返しにな

るが、社会科学における古典的で偉大な研究の多くは、大規模な調査や厳密な仮説

の検証から生まれたものではない。むしろケーススタディを用いていることが多く、その興味

深い観察結果が他の多くのケースに広く影響を与えている。 

付け加えておくと、ニスベットの指摘はもっともだが、私は彼が完全に正しいという確信

をもてない。パソコンの前で量的分析するときも、フィールドで質的分析をするときも、私

は発見を経験している。また、ケーススタディは必ずしも定性的である必要はないことも

強調しておきたい。多くの漁業のケーススタディは、定性的な手法と定量的な手法を組

み合わせており、参与観察や半構造化インタビュー、アーカイブ調査などの調査方法が

組み合わさっている。その好例が、レイモンド・ファースのマレーの漁民に関する研究

（1966 年）である。彼らにとって、発見と実証は密接に関係しているのである。 

また、ニスベットが言及した人々（Marx, Weber, Durkheim, Simmels, de 

Tocqueville ）が特別な才能のある人々であったことは明らかであるが、発見のために

は先見性や芸術性が必要だという信念にも共感できない。しかし、仮説を検証する前

にその仮説を発見する必要があり、発見の過程は検証と確認の道のりほど単純ではな

いというニスベットの意見には同調する。また、ケーススタディは特に発見という目的に適

していると思うが、ケーススタディによる発見のプロセスを偶然で終わらせない方法もある。

ひとつは、新しい経験に自分をさらすことである。私の経験では、理論を読んで得られる

仮説よりも、ケーススタディという実証的な研究を通じて生み出される仮説の方が、私の

熱意と興奮をかきたてる。それは、その仮説が私自身のものだからであり、その意味でロ

フォーテン諸島の研究は私を大いに刺激した。他の調査も面白いが、私にとってはケー

ススタディの方がより刺激的なのである。もちろん、これは個人の好みの問題ではあるが。

ケーススタディの良いところは、あなたを研究室からフィールドに連れ出し、研究対象者に

直接会って、彼らが置かれている状況やその捉え方を感じ取ることができることである。こ

のようにケーススタディから得られる情熱は、発見の論理を構成する重要な要素なので

ある。研究の一環として、実際の状況から離れることもあるが、常に距離を置いているわ
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けにもいかない。結局のところ、社会学は経験的な学問であるため、「安楽椅子（アー

ムチェア）の社会学」には限界がある。 

先に進む前に、ケーススタディの本質や何がケーススタディで何がケーススタディではな

いのかを説明しておかなければならない。ケーススタディについては懐疑的な見方が広が

っている。実証主義の研究者は、ケーススタディを非科学的で裏付けに乏しいものであ

るとし、ケーススタディによる一般化を疑問視する傾向がある。そこで、ここではコ・マネジ

メントにおけるケーススタディの限界と可能性について言及し、最後に、私の考える優れ

たケーススタディの特徴について話したい。 

 

ケーススタディの定義 

 

ケーススタディは、教科書的には次のように定義されている。 

「ケーススタディは、現象と文脈の境界が明確には明らかではなく、複数の証拠源が

使用されている時、現実の文脈の中で現代現象を調査する経験的調査である」 

（Yin 1989/2017） 

たとえば、コ・マネジメントまたはその特定の側面（たとえば、正当性）が現代的現

象であり、特定の国やコミュニティ、漁業が現実の文脈である。文脈とは、研究の焦点

（フォーカス）ではなく、場所（ローカス）である（Arensberg 1961）。特定の国

やコミュニティ、漁業は、私たちが身を置いている場所であり、現代的現象（コ・マネジメ

ントや正当性）が、私たちの研究の焦点である。そうした特定の場所（ローカス）にお

いて焦点（フォーカス）のために利用可能で有益で倫理的な方法であれば、それが、

参与観察であるか、半構造化面接であるか、アンケートであるか、文献調査であるか、

アクションリサーチであるか、実生活の実験であるかを問わず、どのような方法でも活用

することが認められている。したがって、焦点であるのは、その文脈で特定のケーススタデ

ィではない。むしろ、例えば、正当性を高める手段としてのコ・マネジメントの場合である。 

ケーススタディは、説明的であるべきである。つまり、ケーススタディは、「なぜ」や「どのよ

うに」という問題に回答すべきである。また、新たな研究課題や仮説を生み出すことを目

指し、探索的でなければならない。そのために、研究者はオープンマインドのスタンスで、
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予期せぬものや、不明瞭なものに目を光らせていなければならない。さらに言えば、ケー

ススタディは、記述的であるべきである。つまり、ケーススタディは、ストーリーを語り、すぐ

れた読み物となり、アクター（関係者）の視点を表現するものでなければならない。そし

て、ケーススタディは、できれば、生き物としてなされる社会的インタラクション（訳注：

相互行為）に焦点を当てるべきである。一般的に、コ・マネジメントのケーススタディは、

規制上の意思決定に関する関係者のコミュニケーション、協力、紛争解決および学習

に焦点を当てている。また、関係するアクターの行動や世界観について、それらを導いて

形成する制度上のメカニズムも描写する必要がある。ケーススタディは、コ・マネジメント

システムが埋め込まれている構造を強調すべきで、これは、オストロム（訳注：コモンズ

論の第一人者）による「入れ子構造」の考え方である（1990）。ケーススタディは、こ

うした制度を支える社会的・文化的条件や、関係者が当たり前だと考えるメカニズムに

着目すべきである。なぜならそれは、社会全体の道徳構造の一部であって、暗黙のうち

にコ・マネジメントの設計に組み込まれているからである。 

ケーススタディは、ミクロからマクロまで様々な文脈で、様々なレベルで行われる。ひと

つのコミュニティ内のひとつの組織について調査することもあれば、ひとつまたは複数のコミ

ュニティもしくは特定の漁業における複数の組織について調査することもある。レイモン

ド・ファースのケーススタディは、マレー半島の北東部のクランタン州という、一地域に関す

るものであった。さらに、ケーススタディは、ひとつの産業全体、あるいは複数の産業を対

象とすることもあり、例えば、私の論文では 1998 年に自国の漁業とトナカイの牧畜に

関するコ・マネジメントを比較したケーススタディを発表している（Jentoft 1998）。ま

た、一ヵ国または数カ国を対象とすることもある。数年前に私はノルウェーとカナダの漁業

システムを比較するケーススタディに参加したことがあり（Apostle et al.）、EU 内の

国々を比較した漁業のコ・マネジメントに関する研究に参加したこともあった。 

ケーススタディは、科学的価値を持たせるために多数の構成単位を含む必要はない。

私がこれまでに読んだ失業に関する本の中で最も優れていたものは、ニューファンドランド

のアウトポートに住む一人の個人を対象とした研究であった（Wadel 1972）。データ

は、小さな漁業コミュニティと個人 1 名の失業体験から得られたものであったが、この書

籍においても、理論的な焦点は一般的なものであった。この研究は、失業が意味するこ

とや、それがどのような体験であるのかについて、詳細に明らかにしたものである。それは、
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まさに、ケーススタディを非常に価値のあるものにする、一般的な焦点（フォーカス）と、

特定の場所（ローカス）を組み合わせたものである。私たちは、漁業のコ・マネジメント

のケーススタディが我々に語り掛けてくることを見出すために、ロフォーテン諸島や、ニュー

ファンドランドの住民になる必要はないのである。私たちは、こうした現場に関して学ぶの

であって、もちろん、そのこと自体が重要なのである。しかし、私たちは、彼らが共通の関

心事である一般的な問題（すなわち、コ・マネジメント）に取り組んでいるので、学ぶの

である。 

 

ケーススタディの援護 

 

ケーススタディは、科学的方法と呼ぶには厳密さを欠き、その結果を一般化できない

ため、科学的メリットが低いと聞いたことはあるだろうか？ケーススタディは、定性的なアプ

ローチが中心であるため、「高度なジャーナリズム」にすぎないと言われている。多くのケー

ススタディがそのようなレッテルを貼られるかもしれないのは事実であるが、ケーススタディ

の手法が本質的に杜撰というわけではない。ケーススタディの研究者には、大きな助けと

なるハンドブックがあり、定性的研究にも定められた手順がある。付け加えれば、実験や

調査も杜撰に行われる可能性もあるのである。2 つ目の一般化に関する批判について

は、確かに特定の事例は統計的な意味で代表的ではないが、ケーススタディがより大き

な集団の典型である可能性は十分にある。事例がユニークであるからこそ、研究の視

点からも興味深いことが多いのである。Yin（1989）が指摘しているように、ケーススタ

ディは「理論的な位置付けとして一般化可能」であり、それらは、例えばコ・マネジメント

に関連する理論を発展させるために用いることができる。 

ケーススタディは、実験と同じように繰り返し行うことができる。また、リサーチデザインに

は、いくつかのケーススタディを含めることもできる。実際、比較研究においてデザインされ

た複数のケーススタディの使用は、社会科学における実験室に限りなく近い。社会を実

験室にすることは容易ではないが、原理的には、慎重に層化抽出法を行うことで、少な

くとも実験室と同じようなことができる。比較する事例を選ぶことで、ある変数を一定に

保ちながら他の変数の変化の影響を調べることができる。例えば、資源と技術がかなり
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類似している漁業を選択し、異なる管理制度の効果を比較することができる。確かに、

このようなリサーチデザインを採用することは、特に大規模な場合には難しいが、十分な

リソースがあれば可能である。 

ケーススタディは、理論の検証よりも理論の開発に有用であり、単一のケーススタディ

であっても重要になる。1 つのケーススタディで得た発見を、新たなケーススタディや調査

で、定性的にも定量的にも追求することができる。私はロフォーテン諸島でのケーススタ

ディをきっかけにコ・マネジメントに興味を持ち、他の国にも訪れ、研究ネットワークの一

員になった。このように、ケーススタディの成果は、漁業のコ・マネジメント一般的な理論

に追加、比較、統合されていく可能性がある。ただし、そのためには、いくつかの分析カテ

ゴリーや理論的な視点を念頭に置いて、ケーススタディを読みとく必要がある。例えば、

正統性、信頼、コンプライアンス、双方向学習、紛争解決、権力分立、コミュニティなど

の重要な問題について、ケーススタディが何を語っているのかを調べる。単独で検討した

場合、ケーススタディの関心は限られるが、時間の経過とともに、より多くのケーススタディ

が実施、公開され、これらの問題をより的確に把握できるようになる。もし、自分たちの

言うことが真実であると自信を持てないときは、「厳密に間違うよりも、概ね正しい方が

良い」という言葉に慰めを求めるべきである。 

優れたケーススタディは、上記のような問題を 1 つ以上取り上げている。ケーススタデ

ィは、焦点やメッセージのない説明やストーリーテリングではない。経験的に徹底し、理

論的に妥当であることは、研究者の義務である。研究者は、論点を明らかにし他の研

究者が行ってきた関連調査の結果から教訓を引き出そうと努めるべきである。研究が

意図的であろうとなかろうと、一般的な分析テーマを扱っている場合のみ、比較の観点

から興味深いものとなり得るのである。理想は、特定の実証的事例に精通していない、

または関心がない人々にとっても、ケーススタディが理論的に情報を与え、その人にとって

有益なものとなることである。私のロフォーテン諸島での事例がよく引用されるのは、読

者がロフォーテン諸島のコ・マネジメントシステムに特別な関心を抱いているからではなく、

ロフォーテン諸島のマネジメントシステムがどのようなものかを知りたいからだと考えている。 

私たちの多くがコ・マネジメントを興味深いと思うのは、それが民主主義や権力の正

当性など、それぞれの分野において長い歴史を持つ問題に触れているからである。個人

的には、政治的な理論にインスピレーションを得て、それをコ・マネジメントの議論に持ち
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込んでいる。私は、漁業のコ・マネジメントにおける代表の問題や、より多くの構成員を

代表・代弁する関係者にどのような役割が割り当てられるかについて関心を寄せている。

代表制と民主主義は長い間、社会理論家の関心事であった。ルソー、ホッブズ、バーク、

マディソン、シュンペーターは皆、コ・マネジメントの設計に関連するテーマに言及している。

彼らは、何が政府を構成するのかという問題、つまり、ある政府が本当に国民を代表し

ていると言えるのはどのような場合か？といったことに関心を持っていた。我々の目的から

すれば、政府をコ・マネジメントに置き換えて、容易に「コ・マネジメントシステムの影響を

受ける利害関係者や利用者グループを真に代表するには何が必要か」と問うことができ

る。この問いは、間違いなく重要なものである。私は、理論家たちがその答えとどのように

戦ってきたかを知ることは有益であると信じているし、これらの理論家に触発されて、実

際のコ・マネジメントシステムのケーススタディがこの問題に実証的に取り組むことができる

と考えている。私の母国であるノルウェーには長いコ・マネジメントの伝統があるが、それが

利用者グループの真の代表であるとは言えないと結論付けた。エドマンド・バーク、ジェー

ムズ・マディソンなどの代表制に関する理論を読む前に、この考察を得た。私は同僚と

一緒に漁業管理委員会に出席し、議論に耳を傾けた。構成員間には複雑な利害関

係があるため、誰が代表者であるかだけでなく、誰を代表し、どのような立場で会うかが

重要であると私は結論付けた。ノルウェーのコ・マネジメントシステムでは、漁師は特定の

漁法グループのメンバーとして、また組合のメンバーとしての代表にはなるが、コミュニティ

や地区のメンバーの代表にはならない（Jentoft and Mikalsen 1994）。このことは、

意思決定プロセスにおける議論や投票の仕方に影響を与える。一般的なケーススタデ

ィ法による発見について、懐疑的な人に対して私ができる最善のアドバイスは、同じ方

法で、別の事例について自分で調べてみることである。私たちのプロジェクトでは明らかに

されなかったこと、例えば、ある条件下でのみ正しい主張であることなど、見えていないこ

とがあるかもしれない。そのような知見が、コ・マネジメントの理論を一歩前進させることに

なるであろう。 

 

グラウンデッド・セオリー 
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私は、ケーススタディというものが仮説を生み出すために有益である、なぜなら、その仮

説が、より厳密な他の方法を通じて、より大きなサンプルで試すことができるからだと主張

してきた。これは、バーニー・グレーザーとアンセルム・ストラウスが「グラウンデッド・セオリー

の発見（The Discovery of Grounded Theory）」（1967）という書籍におい

て主張していることでもある（訳注：グラウンデッド・セオリーとは、質的な社会調査の

一つの手法）。彼らは、理論の生成にあたっては、戦略的な比較調査プロセスが含ま

れるべきであって、理論において新たに生まれるギャップが次のケーススタディを決定する

ものになるべきであると考えている。「新たに生まれる理論が次のステップを指し示す」 。

彼らは、これを統計的サンプリングとは異なるものとして、「理論サンプリング」と称している。

事例は、ランダムに選定されるものではなく、理論的関連性から選定される。事例は、

カテゴリーを開発するとともに、その性質と関係を描写するという意図的な目的のために

選定されるのである。グレーザーとストラウスは、質的研究と量的研究との間で、その目

的や能力に対立は存在しないと考える。この二つのアプローチは、相互に有益に支え合

い、理論の検証と生成という双方の目的のために用いることができる。彼らは、量的研

究には、理論生成の可能性があって、それが完全には使い尽くされていないと主張する。

例えば、私はカナダ人の同僚とともに、ノバスコシア州において漁業協同組合のケースス

タディを実施した （Jentoft and Davis 1993）。SPSS を用いてデータを分析した

ところ、私たちの集計で示唆されたのは、漁業協同組合による定常的な意思決定に関

与する組合員が多ければ多いほど、組合員が市場価格を下回る価格を受け入れても

よいという気持ちが強くなり、漁業協同組合のために無償のボランティア作業をより多く

実施するということであった。換言すれば、参加することによって、組合員は、その共通の

原因（目的）を支持する傾向が強くなるのである。私たちは、関与と参加によって、

CyertとMarchが言うところの「組織スラック（organizational slack）」（1963）

が生み出され、そうした「組織スラック」は、困難な時代において漁業協同組合の資産と

なるであろうと結論づけた。それによって、私たちのケーススタディが「理論的な位置付け

として一般化可能」（Yin 1989）となった。また、私たちは、コ・マネジメントの調査に

おいて有益な仮説も発見したのである。 

この点において、こうした調査結果が小規模なケーススタディに基づくものにすぎず、デ

ータ分析も必ずしも洗練されているとは言えず、より大規模な漁業協同組合に一般化
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することができないという反論があるかもしれない。これは、もちろん、その通りである。しか

し、そうであっても、結果を見い出すことはできる。私たちは、少なくとも、コ・マネジメント

制度に関する非常に興味深い研究視点を得たのである。それが予備的かつ示唆的で

あったとしても、この調査結果によって、コ・マネジメントが正当性とコンプライアンスを促

進するという一般理論が支持されるのである。なぜなら、コンプライアンスによって、漁民

は（その簡潔な用語でいうところの）私的利益にあたりうるもの（たとえば、その割当て

分を超える漁獲）を犠牲にすることを義務付けられるからである。同様に、ロフォーテン

諸島の論文には、参加とコンプライアンスに関するコ・マネジメントの相対的長所につい

ての検討が含まれている。私と共同執筆者は、コ・マネジメントは、投票で負けた者を、

最終的な集団的決定にコミットさせるうえで特に重要であると主張した。これについても、

興味深い仮説として捉え、結論というよりも、予備的なものと考えられるべきであろう。 

グレーザーとストラウスは、領域密着理論（substantive theory）とフォーマル理

論（formal theory）とを区別している。後者は、前者よりも、抽象度のレベルが高

い。たとえば、権力の正当性は、漁業のコ・マネジメントの正当性よりも、理論的には、

フォーマルという点でレベルが高いものである。ガバナンスの理論は、漁業管理論よりも、

分析レベルが高い。学習理論は、漁民が有するローカルナレッジの理論よりもレベルが

高い。領域密着理論は、発展途上国の漁業のコ・マネジメントなど、特定の経験的領

域について開発されているが、フォーマル理論は、参加型民主主義や権力分立、制度

などの、より一般的で概念的な分野に関するものである。注目すべきは、あるレベルでは

理論的に比較できないケースでも、別のレベルでは有益な比較ができることである。協

同組合、大学、会社や、コ・マネジメントシステムは、経験的に異なる事業体である。そ

れにもかかわらず、参加や意思決定の正当性、規則や規制の実施という観点からは、

比較可能である。すべての場合において、メンバーは同じ理由で意思決定に関与して

おり、私は組織論や民主主義論がコ・マネジメント研究の有益な分析ツールになると考

えている。 

フォーマル理論は、私たちの領域密着的（実体的）レベルの研究課題を有益な方

向へと導くかもしれない。しかし、優れたケーススタディもまた、領域密着的（実体的）

レベルからフォーマルなレベルに移行すべきである。漁業の実証的研究から、より大きな

フォーマルな論点に関連する重要な教訓が得られている。私たちの実証研究は、漁業
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のコ・マネジメントに関するものであったとしても、私たちは、持続的発展、民主主義、コ

ミュニティ、団体、権力やエクイティ（公平性）などの論点に関する一般的な議論に貢

献するという熱意を持つべきである。そうでなければ、水産分野の社会科学は、私たち

の学問領域のなかでも難解な研究分野としてみなされ続け、漁業について強い興味を

有する者以外には興味深いものではなくなってしまうだろう。 

グレーザーとストラウスによれば、比較研究は、経験的データから導き出された理論で

あるグラウンデッド・セオリーを発展させるために生産的であるとしている。このプロセスにお

いて生まれた新たな仮説は、新たなケーススタディにおいて追求されるべきであるが、そう

した新たな仮説は、同時に、私たちの過去のケーススタディに立ち戻るように促してくる。

だからこそ、私は、ロフォーテン諸島の研究をいまだに終えていないのである。グレーザーと

ストラウスが開発した体系的なアプローチによって、ニスベットが言及するところの、特別

な才能や先見性に頼ることが減っていくはずである。強い関心をもって、懸命に取り組む

ことが、長い研究の道のりに大いに役に立つのである。 
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ケーススタディと COVID-19 

 

本翻訳書の執筆陣の多くもそうであると思うが、水産の社会科学分野では、ケース

スタディをベースとして研究を進めることが多い。ケーススタディとは事例研究のことを指し、

本章の「コ・マネジメントの研究」でも述べられているように、きわめてポピュラーな研究手

法であり、社会科学では事例分析を積み重ねることによって一般化を試みるという作

業が行われてきた。水産分野では、資源管理や漁業経営、地域振興、流通・販売な

どといった研究に取り組むにあたって、研究者が頻繁に漁村に足を運び、漁師や漁協の

職員、自治体の担当者、地域の関係者等に会い話を聞いてきた。自身の研究に直

結する話もそうでない話も、直接会うことによって聞けることが多くあった。 

しかし、COVID-19 の拡大によって、われわれの生活は一変した。感染予防のため、

移動の自粛が求められ、出張は激減した。大学への立ち入りも制限され、キャンパスで

学生と会うこともなくなった。オンライン授業や会議が始まった当初は非常に混乱したも

のの、次第にウェブ上でできることが増え、便利に使いこなせるようになったことは不幸中

の幸いだと言えよう。ウェブ上で会議や学会ができるようになったことで、移動時間を節

約することができ、簡単に会うことができない離島や海外などの人とも気軽に会えるよう

になった。実際に、海外とのミーティングは COVID-19 の発生前より大幅に増えた。時

差が大きい場合は、夜中に会議に出席せねばならなくなったが、それでも利便性は格

段に高まった。 

COVID-19 の拡大以降、人々の生活様式が変わり、オンラインで済ませられること

が増えたが、やはり難しいこともある。事例研究もその一つである。分野によってはオンラ
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インでも全く問題ないものもあろうが、水産分野では困難を感じている研究者も多いの

ではないだろうか。漁村の人々を調査対象とする場合は、高齢な方が多いため、オンラ

インで調査をお願いするのは難しい。新しい調査対象地の方々に依頼するとなれば、

なおさら困難で、パソコン越しの見ず知らずの研究者に自分たちの事情をぺらぺらと話を

してくれる人はそうそういない。オンライン化は一見、効率が良くなったように感じるが、時

間をかけて移動したり、何度も訪問するという労力を示すことで、相手の信頼を得られ

ることもある。直接会って雑談をするなかで新たな気づきやリサーチクエスチョンを見つけ

ることもある。オンライン化に適合することが難しい分野ではあるものの、アフターコロナは

インターネットの利便性を享受しつつ、少し立ち止まってしまった研究が加速されていくこ

とを切に願う。 

 

  



94 

13 

 

小規模漁業者の人権 

 

堀美菜（高知大学）訳 

 
小規模漁業者たちは、彼らの権利が保障されるまでの長い道のりを歩むために、 

力強い導きと団結を必要としている。 

 

私の出身である北の国ノルウェーでは、小規模漁業者の行く末についての関心が高

まってきている。彼らはグローバリゼーションや工業化、気候変動などの困難のもとで生き

残ることができるのだろうか。彼らの地域コミュニティは果てる運命なのだろうか。 

私が見る限り、次の問題がある。西洋や北の国々の小規模漁業や小規模漁業コミ

ュニティは、経済的に裕福な地域の一部にあり、比較的政治制度がうまく機能している。

そのため、彼らについて心配するような現実的な理由はないと想定されている。たとえ小

規模漁業者に何か起きたとしても、彼らが元気で彼らのコミュニティと文化が無事である

ことを請合ってくれる社会保障制度があるからだ。 
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これについて、「イット・エイント・ネセサリリー・ソー（必ずしもそうとは限らない）」とガ

ーシュウィン作曲の有名な曲の一節を引用したくなる人もいるかもしれない。さらに、北

の国々では、小規模漁業者は先住民のいかんに関わらず、多くの場合絶滅するほどま

でに周辺化され不利な立場に置かれる。多くの同じ理由で、熱帯の開発途上国の小

規模漁業者もまた周辺化されることが起きている。したがって、私たちが、南の国々の小

規模漁業者に問題を認識し提案できる解決策、例えば権利に関連する解決策という

のは、北の国々へのものとおおよそのところ同じであろう。 

2008 年に国際連合食糧農業機関（Food and Agriculture Organization 

of the United Nations；FAO）とタイ国水産局によりバンコクで共同開催された小

規 模 漁 業 に 関 す る 国 際 会 議 （Global Conference on Small-scale 

Fisheries；4SSF）において、私たちは力強い議論に耳を傾け、目を見張るポスター

や「漁業権も人権だ」と書かれたメッセージ T シャツを着た人々を見た。これまで、漁業

権は概して便利な管理手段としての認識に限られてきた。また、漁業権は政府が漁業

者に対して慈善的に手を差し伸べるもののようにも見られてきた。 

バンコクで開催された会議で招待講演者の一人が述べたように、人権の視点は漁

業権とは大きく異なるものである：人権は、人々は生まれながらにして持っており、政府

が何をしようとも、また、受け取り意思に関わらず、損なわれないと規定されている。なぜ

ならば、これは人権が基本的かつ普遍的なものだからである。残念なことに、世界人権

宣言が採択され 70 年たった今でも、私たちは漁業者を含む世の人々に対して行われ

る深刻な人権侵害を目撃している。 

  

人権を尊重する 

 

人権を尊重することに関する限りは、私たちが正しい方向に進んでいると言えるのか

よくわからない。「漁業権も人権だ」と一般的に認識されるまでには、道のりは長いだろう。

それは、アイスランドの漁獲枠制度について国際連合人権委員会（United Nations 

Human Rights Commission）の下した判断が証明している（2008 年 3 月 49

号の SAMUDRA Report を参照）。言うまでもないことだが、基本的人権に矛盾す
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る漁業権は容認できないし、持続的ではないだろう。 

先住民族の権利に関する国際連合宣言（United Nations Declaration on 

the Rights of Indigenous Peoples；UNDRIP）が 2007 年の国際連合総会

において採択されたことは、とりわけ大きな前進である。これは、小規模漁業者を、彼ら

の民族的な背景に関わらず激励するであろう歴史的に意味のある声明である。私がこ

れに言及するのも、海洋資源と海の空間（sea space）の権利に関連する文言が、

宣言の最終案に先立ち、何年も前に公表されていた原案には記されていたという事実

にもかかわらず、最終案からは随分と零れ落ちてしまったからである。  

UNDRIP 原案の文言には、第 26 条 2 項に「先住民族は、自らが伝統的に所有、

もしくは占有または使用してきた土地、大気、水、沿岸海域、海氷、植物相、動物相

やその他資源からなる統合的な環境全体を含む土地や領域を所有し、開発し、使用

する権利を有する。」と書かれている。その後、最終的に承認を得た文言からは、海に

関する直接的な言及は削除された。同じ 26 条 2 項は今では、以下のように記されて

いる。 

 

「先住民族は、自らが、伝統的な所有権もしくはその他の伝統的な占有ま

たは使用により所有し、あるいはその他の方法で取得した土地や領域、資

源を所有し、使用し、開発し、管理する権利を有する。」 

 

海洋と海洋資源がオープンアクセスである歴史を思えば、そして陸と陸上資源と比較

して、海の空間が誰の所有物でもないことを鑑みると、改定後の文言は、先住民族の

小規模漁業者には少々心もとない。彼らの持つ森や農地に対するのと同じ権利が漁

場にも適用されるのだろうか？そうであると信じよう。ところで私は、私の国の政府である

ノルウェー政府がこの件において果たした役割をそれほど誇りに思っていない。北欧の先

住民族であるサーミ人の代表者たちにもまた感心しなかった。彼らは、海の権利

（marine rights）について、人々が期待したであろう決意と気力を持って擁護しな

かった。しかし、これはまた宣言を採択させるためには必要な妥協であったかもしれない。

結局のところ、アメリカ、カナダ、オーストラリアとニュージーランドが反対票を入れたことか

ら、厳しい交渉となったからである（彼らが宣言採択に反対票を投じた論拠は
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Wikipedia で見られる）。 

それでもなお、宣言は、先住民族の暮らし、文化、天然資源、および自決に関する

権利についての重要な原則を含んでいる。交渉の中で先住民族という単語を単数

（people）で扱うか、s をつけて peoples とするかは難問であった。なぜなら、私たち

が個人について話しているのか、それとも集団の権利について話しているかを決定するか

らである。しかしながら、最終的な文言に s は残り、世界の少数民族の人々はほっとし

たであろう。 

UNDRIP は普遍的な人権に関する法律と原則から作られているため、これらの権利

は宣言が言い表すよりも幅広い対象に関連するものである。非先住民族は、宣言が

言及するのと同じ懸念や問題の多くを共有している。したがって、小規模漁業者が同

様の宣言を打ち出すことが出来れば、それは大きな成果となろう。 

 

よいスタート 

 

４SSF に先立ち開催された市民社会準備ワークショップ（Civil Society 

Preparatory Workshop）の声明では、実際に皆の意見を集約し示すことができた

ので、そこからよいスタートを切ることができるかもしれない。たとえ宣言がソフトローと呼ば

れる法的拘束力のないものに属し、したがって、例えば国際連合条約のように拘束力

がなくても、宣言は関わる人々のための政治空間を作り出し、彼らに対して行動を起こ

すよう政府に圧力をかけられる。 

もしこのような宣言が、世界の小規模漁業者たちが目指すべきものであるとしたら、

UNDRIP を導いたプロセスから学ぶことは、長期戦を覚悟しておかなければならないとい

うことだ。あの宣言（UNDRIP）は作り上げるのにとても長い時間を要した。宣言はひ

とりでに出現したわけでもなく、政府が擁護したからできたものでもない。むしろ、それは

何十年にもわたる先住民運動の奮闘の成果としてもたらされた。 

小規模漁業者は、効力のある力強い導きを受けて然るべきであり、また、早急に必

要としている。小規模漁業者のコミュニティと文化は、特に彼らが面している新たな脅威

のもとにおいては、私たちが思うほど回復力があるわけではない。むしろ、それらは脆弱で
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あり、一度壊されてしまうと簡単に復元することはできない。生物多様性と同じように、

一度失った文化は、永久に失われてしまうのである。バンコクの会議で多くの人たちが要

求したように、宣言は政府が小規模漁業者の「生存権」を保障することを義務付ける

手段となる可能性がある。このような宣言には強力な利害関係者が反対するであろう

ため、例えば FAO のような市民社会の外部からの支援が不可欠である。 

また、UNDRPIP の場合と同じように学識経験者も重要な助けとなるだろう。学術

研究が生み出す知識は、状況を説明し、問題を定義し、課題を浮き彫りにし、それら

を議論にかけるのに不可欠である。小規模漁業者たちは、彼らの権利を確保するため

の長い道のりの中で、あらゆる局面で団結できる仲間を必要としている。 
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カンボジア、トンレサープ湖の小規模漁業の行く末は 

 

私が Small-scale fisheries（小規模漁業）という言葉と出会ったのは大学院に

進学した 2003 年である。カンボジアの内水面小規模漁業を研究対象としたことで、

以来大変身近な言葉となった。カンボジアには「ミエン・タック・ミエン・トレイ（水あるとこ

ろに魚あり）」という諺があるほど、人々にとって魚は身近な存在である。カンボジアの内

水面漁獲量は世界でも有数な年間 50 万トン（2018）を誇り、そのうち 97％が小

規模漁業による漁獲で、食糧安全保障の面からも重要である。カンボジアの小規模漁

業は、オープンアクセス、自家消費目的で営まれ、保護区や大規模漁業の漁業区など

禁止された場所を除き、自由に操業できる。トンレサープ湖には水上生活の専従漁業

者がいるが、湖周辺の農村地域ではパートタイムの漁業者が多く、彼らもまたトンレサー

プ湖で魚を獲る。 

カンボジアでは過去 20 年間に 2 回の漁業改革が実施され、トンレサープ湖にあった

区画漁業権が段階的に撤廃され、保護区と小規模漁業者の漁場に転換された。この

転換漁場の管理と監視は、地域住民をおおむね村ごとにグループ化した漁業コミュニテ

ィに委ねられたものの、漁場の占有は認められていない。また、第 2 次漁業改革では、

政府から漁業者への事前説明なく使用可能な漁具やサイズが変更され、漁業者は突

然の変更に翻弄された。小規模漁業者に与えられた権利は、13 章で示される目指す

べき漁業権からはほど遠く、むしろ遠ざかっているようにさえ見える。 

さて、カンボジアでの現地調査の楽しみの一つは夕食である。多くのレストランでメニュ

ーはあって無いようなものであり、最初にすることは今日ある魚を尋ねることだ。すると、

堀 美菜 Mina Hori  

（高知大学 教育研究部総合科学系黒潮圏科学部門・准教授） 

博士（農学）。専門は、国際水産開発論。カンボジアの小規模漁

業の資源管理、漁業制度、水産物流通に関する研究に従事。

2016 年より日本水産学会政策委員会委員。「In the Era of Big 

Change」では、28.カンボジアと日本における小規模漁業を執筆。 
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店の人が数種類の魚の名前と作れる料理の候補を挙げてくれるので、その中から選ぶ。

当然季節や場所によって変わるが、魚の大きさや卵の有無によってお勧め料理が変わ

るのもまた面白い。ところがここ数年、選択肢が養殖魚ばかりになり、バラエティが減って

しまった。トンレサープ湖に近い町でもこのような状況であり、カンボジアの食文化の多様

性は既に失われ始めているのだと気づかされた。食べる人がいなくなれば、漁業や漁村、

魚食文化は存続できない。SDGs では消費のあり方が問われているが、消費者が魚を

選ぶこと、食べることを意識しなければ、より安価で流通しやすい魚種ばかりが消費され、

伝統的な魚の味や調理方法を知らない人が増えていく。それは、カンボジアの魚食文

化の喪失にほかならない。漁業者だけでなく、消費者もともにトンレサープ湖の資源の

持続的利用、食を含めた文化の保存・継承を強く意識しなければ、カンボジアの小規

模漁業者もまた周辺化されてしまうのではないかと危惧している。 
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14 

 

健全な漁業コミュニティ 

 

佐藤哲（愛媛大学）訳 

 
健全な漁業資源のためには健全な漁業コミュニティが必要である... 

 

本章では、漁業管理に関する一般的な考え方のいくつかに疑問を投げかけ、社会

的な側面をより重視すること、特に漁業コミュニティに強く焦点をあてることの必要性を

主張する。議論の中心となるのは、5 つの「自明の理」である。これらは、漁業管理に関

してわれわれがいとも簡単に真実であるとみなしていることで、その妥当性を疑う者はお

らず、自明とされ、決まり文句のように扱われている。しかし、これらの自明の理を現在の

管理手法の評価基準として用いた場合、どれも見事に落第すると私は主張する。これ

が、漁業管理が不発に終わる例がたいへん多い理由である。 

 

自明の理 1：漁業管理は人間の管理であり、魚の管理ではない。 
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この言葉は、これまでに何度も指摘されてきた自明の理である。つまり、漁業管理と

は、魚の行動ではなく、人間行動の管理である。漁業資源の健全性は、漁獲によって、

つまりは漁業者によって左右される。にもかかわらず、漁業管理は社会経済的な営みと

いうよりも、むしろ生物学的な試みとして認識されることがほとんどである。生物学的デー

タは管理を成功させるために必要だが、それだけでは十分ではない。適切な管理をする

ためには、魚だけでなく、漁業者とその産業、彼らが漁業管理によってどのような影響を

受けるか、そして漁業管理の仕組みによって漁業者の認識、合理性、行動がどのように

変化するかを知る必要がある。 

 

自明の理 2：魚、魚の行動、漁業についての知識を持つのは科学者だけではない。

漁業者もまたそのような知識を持っている。 

 

もしそうでなければ、漁業者はその競争的な職業で生き残ることはできないだろう。し

たがって、漁業者がどのように行動し、管理の実践にどのように対応するかを知りたけれ

ば、漁業者が何を知っているかを知る必要がある。漁業者の経験に基づく生態学的知

識は、漁業管理が依拠する知識の一部でなければならない。科学者の知見だけでは

十分ではない。 

 

自明の理 3：漁業者は個々の船からだけ漁をするのではなく、コミュニティとしても漁

をする。 

 

漁業者は地域社会で生まれ、育ち、生活している。彼らは文化的、社会的システム

に組み込まれており、それが彼らの生活に意味を与え、行動の方向性を形作る。したが

って、漁業管理者は、これらのシステムがどのように形成され、どのように機能しているか

を知る必要がある。しかし、水産社会学（漁業者の知識、行動、文化、社会システム、

認識の研究）が、漁業管理の科学的基礎を構成していることはほとんどない。漁業管

理は、魚に対するのと同じようには、漁業者とそのコミュニティについての体系的な調査と

厳密な方法論に裏打ちされていないのである。もし、これが自明であることに同意するな



103 

ら、現状は大きなパラドックスに思えるかもしれない。私は、漁業の社会的・文化的側

面をより真剣にとらえた管理システムが、資源の枯渇という問題を完全に解消するとは、

あえて主張しない。この問題はそのような主張をするにはあまりに複雑なのだ。しかし、こ

の自明の理を出発点とした管理システムは、現在広く行われている慣行とは異なるもの

になると考えている。また、そのようなシステムはより効果的であると信じている。これらを

重視することは、社会的な問題を、漁業の生物学的側面だけに目を向けた管理シス

テムの副産物としてとらえることをやめることを要求する。社会的側面は、むしろ漁業管

理の基礎となる前提のひとつである。 

 

自明の理 4：健全な漁業コミュニティは健全な漁業資源を必要とする。 

 

これも誰も異論がないだろう。魚がいないのに、どうして漁業コミュニティが成り立つのだ

ろうか。しかし私は、その逆もまた真なりと主張する。すなわち、「５：健全な漁業資源

は健全な漁業コミュニティを必要とする。」 この主張は、より興味深い。 

経済学者たちは、乱獲を、水産資源の所有権が明確でないために起こる「市場の

失敗」の結果とみなしている。私のような社会科学者は、乱獲は「コミュニティの失敗」

（McCay and Jentoft 1998）の現れであり、市場の失敗よりももっと根本的な社

会問題を示しているのではないかと主張する。 

例えば、フランスの偉大な社会学者エミール・デュルケムの概念を借りて、漁業におけ

る「コモンズの悲劇」（Hardin 1968）は、「アノミー」、すなわち規範の混乱や社会的

紐帯の弱さの結果であると言えるかもしれない。過剰漁獲は、自制心、慎重さ、連帯と

いった規範が損なわれたときに生じる。資源の利用者が自分たちの資源や地域社会、

あるいはお互いのことを気にかけなくなったときに起こるのである。したがって、乱獲は、国

家などの外部による修正の仕組みが必要なシステム上の問題にすぎないとみなすことは

できない。乱獲は、漁業者の間で繰り広げられる倫理的な問題でもあるのだ。社会的、

道徳的に崩壊したコミュニティは、不規則な漁業行為をフォーマルあるいはインフォーマル

なやり方で制裁する能力を失ってしまう。社会化プロセスを通じて、新入りの漁業者を

予防的に道徳的に育成する能力を、根本から失うのである。 
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もし、アノミーの状態にある漁業コミュニティが魚類資源を脅かすとしたら、漁業管理

者は 2 つのことを行うだろう。第一に、コミュニティの社会構造と文化を損なわないように

注意すること、第二に、ここで述べたような漁業コミュニティの社会的・文化的特質を回

復・強化する可能性のある管理システムの設計を探ることである。例えば、漁業者がよ

り協力的になるように動機づける管理システムを考える。コモンズの悲劇のモデルでは、

漁業者はお互いを「私たち」というチームとしてではなく、むしろ敵対者として見ている。し

たがって、漁業者が真の共同体のように、連帯と相互信頼への配慮から自発的に協力

するよう促すことができれば、国家の力を借りずとも悲劇を回避することができるだろう。

このような可能性は、漁業管理ではほとんど追求されていない。 

したがって、健全な魚種資源には健全なコミュニティが必要であるという自明の理に

基づいた漁業管理システムは、コミュニティ内外の漁業者の協力を促進し、社会的紐

帯を強化するための制度や仕組みを構築する。例えば、現在のほとんどの漁業割当制

度（日本の近海漁業のような興味深い例外はあるが）で行われているように、個人で

はなくコミュニティを資源の権利保有者とすることが検討されるであろう。 

専門家の中には、ITQ（訳注：譲渡可能個別割当制）やその他の政府主導の

規制システムは、コミュニティの連帯や団結力を損ない、まさに「コモンズの悲劇」の基盤

となる条件を作り出していると主張する人もいる。これらはコミュニティのメンバーを、割当

量、ライセンス、補助金といった政府の手当てをめぐる競争に向かわせるものだ。こうした

特権は、漁業コミュニティの社会構造をさらに階層化する傾向があり、正義と平等主義

の規範―まさにコミュニティをコミュニティたらしめる特徴―を損なう。健全な漁業資源を

維持するためには、健全なコミュニティが不可欠であり、漁業管理は単に漁獲量を制限

するための規則や規制だけでは不十分である。 

資源管理には、市民社会の構築など、地域開発の戦略が必要である。所有権の

私有化によって、単に収穫者を減らすだけでは解決にならない。コミュニティを破壊して

しまって、コミュニティを救うことはできない。救命ボートの倫理（すなわち、少数の人を

救うために、救いが必要な他の多くの人々のアクセスを拒否しなければならない）は、

漁業における割り当て制度やアクセス制限を擁護するためによく主張されるが、それほど

の価値はない。それよりも、私はボールディング（Boulding 1977, p.290）の、「共

同体とは言い難い救命ボートは、たとえ全員分の食料があったとしても、人間を岸に運
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ぶことはできない。集合的意思決定を下す必要があり、共同体がなければその決定は

下されず、救命ボートは...共同体が分解し、全員が他の全員を海に投げ出すという結

果に終わるだろう...」という見解に賛同する。 

ボールディングがこの言葉を書いてから、長い年月が経った。彼は特に漁業について

考えていたわけではないが、この言葉は、世界各地の漁業の状況がどのようになっていっ

たかを、かなり正確に言い当てている。漁業管理によってコミュニティはますます衰退し、

みんながみんなを海に投げ出すようになった。これでは、漁業資源が衰退し世界中の何

百万もの漁業者が苦しんでいるのも無理はない。資源回復を夢見る前に、コミュニティ

を再建しなければならない。どちらか一方が欠けたら、もう一方の実現は無理である。 

 

  



106 

人々の福利の向上の副産物としての資源管理 

 

健全な漁業コミュニティは漁業資源管理の基盤であり、漁業資源が健全な形で管

理されることは地域コミュニティを支える。このどちらが欠けても、資源管理はうまくいかな

い。しかし、実際の漁業管理システムには、漁業者が生きるコミュニティの社会・文化的

システムについての知見が十分に組み込まれているわけではない。だから、漁業管理の

基礎となる知識基盤に水産社会学の知見を取り入れ、コミュニティの規範と社会的紐

帯を強化するような管理システムをつくっていく必要がある。このように、健全な漁業コミ

ュニティの重要性は、自明のことのように見える。 

しかし、ほんとうにこれだけで十分なのだろうか。漁業資源の管理も健全なコミュニティ

の形成も、とても複雑かつ厄介な課題で、実現は決して容易ではない。私たちは、この

二つの実現のために長年努力を積み重ねてきたが、成功例はたくさんあるものの課題も

山積し、漁業コミュニティも資源も衰退し続けている。この状況を打開する糸口はどこに

あるのだろうか。 

私たちは、自分にとって身近で切実な課題の解決への努力は惜しまないが、健全な

漁業コミュニティづくりや漁業資源管理などのような、複雑で公共性が高く、自分とのつ

ながりが見えにくい課題については、ついつい後回しにしてしまう。このジレンマを乗り越え

る道筋として、小規模漁業者にとって身近で切実な課題の解決への取り組みが、人々

の福利（幸せ）を実感できる形で向上させ、その副産物として健全なコミュニティに支

えられた漁業資源管理が実現するというメカニズムに注目したい。東アフリカ・マラウイ湖

の漁村で、私たちは 1950 年代からコミュニティが主導して継続している季節禁漁によ

佐藤 哲 Tetsu Sato 

（愛媛大学 SDGs 推進室・特命教授） 

1955 年北海道生まれ。理学博士。長野大学環境ツ

ーリズム学部教授、総合地球環境学研究所教授、愛

媛大学社会共創学部教授などを経て現在に至る。社

会の多様なステークホルダーと協働したトランスディシプリ

ナリー研究による困難な社会課題の解決への貢献を模

索。主著書：「フィールドサイエンティスト・地域環境学

という発想」（2016 年 東京大学出版会）など。 
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る漁業資源管理という驚くべき成功事例を調査してきた（佐藤 2018）。この季節禁

漁の仕組みは、雨季に頻発する嵐から漁民の生命を守るという切実かつ身近な必要

から構築された。雨季が主要魚種の産卵期であるために、それが資源管理にも顕著な

効果を持つことになった。季節禁漁を実現するために、伝統的首長を中心とした正統

性ある管理組織が創られ、漁業者以外の村人や政府組織が参加する共同管理とエ

ンフォースメントの仕組みが機能している。人間の福利（幸せ）の大切な要素である

生命の安全を確保するための取り組みは、人々の支持を集め、参加を促し、コミュニテ

ィの紐帯を深め規範を強化している。このように、人々にとって身近で切実な課題への

取り組みを推進することが、さまざまな副産物を生むことを意識し、その中に健全な漁

業コミュニティと漁業資源管理システムを埋め込んでいくというアプローチが大切なのでは

ないだろうか。 

 

［参考文献］ 

・佐藤哲（2018）「村人が湖の漁業資源を自らの手で管理する－東アフリカ・マラウ

ィ湖」 鹿熊信一郎、柳哲雄、佐藤哲編. 『里海学のすすめ』. 勉誠出版．pp174-

200. 
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15 

 

ベールを超えて 

 

副島久実（摂南大学）訳 

偏ったモデルやコミュニティのイメージは漁業管理においてジェンダーを問題としていない... 

 

現在の漁業管理システムと慣習は、通常、女性の心配事や関心事、貢献を重要

でないとみなしている。それは単に放置されてきた問題ではなく、的外れであると理解さ

れている問題である。これは水産社会科学者が共有してきた観察であり、ノルウェーや

その他のあらゆるところでかなり正確なことだと思う。 

なぜそうなのかと不思議に思うかもしれない。政府が漁業管理システムを設計する時

に、なぜ女性の問題や関心事、知識を無視するのだろうか？これが、この章で取り上げ

る問題である。 

ひとつの理由は、それはノルウェーの人類学者でありフェミニストでもある研究者 Siri 

Gerrard によって進められたものだが、管理機関に女性が著しく少ないことである。した
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がって、漁業コミュニティの女性の中には、管理上の決定が下される時に、自分たちを代

表して話す内部関係者がほとんどいない。また、漁業コミュニティの女性は、男性よりも

組織的資源が乏しいため、一般的に男性よりも外部の政治勢力としての影響が低い

ものとなっている。もう一つ考えられる理由は、管理政策によって対象とされる漁業者は

圧倒的に男性であるという単純な事実である。例えばノルウェーでは、登録されている

漁業労働人口の２％しか女性はいない。結果として、漁業管理における男性の心配

事が主要なものだとみなされている。それゆえ、政府機関の管理職に就く女性が増えて

も、ターゲットが男性のままであるため、大きな違いはないと思われるかもしれない。 

私はこれらの説明を批判するつもりはない。それらは全体像の一部であると思う。私

のポイントは、ここではさらに微妙ないくつかの要素が関係しているということである。漁業

管理者たちが、社会科学は無関係であるとみなしているのと同じ理由で、女性の問題

も無関係であるとみなしているからだと思う。さらに、コミュニティや家庭は管理の諸要素

の一部ではないとみなされているため、女性の貢献や心配事は無視されているのだと思

う。一般的に、漁業管理は、政府と権利所有者－それは多くの場合、コミュニティや世

帯ではなく、個人である－との間の関係である。現在のノルウェーや他の北大西洋諸国

で構築されている漁業管理システムには、漁業管理への女性の心配事と積極的な貢

献を覆い隠す作用（ベール）があるというコミュニティのある姿を反映していると思う。 

一般的な管理慣行の根底にあるギャレット・ハーディンの”コモンズの悲劇“モデルにも

あるように、コミュニティは漁業管理の中で欠けている部分である。しかし、どちらも暗黙

のコミュニティ理論を持っている。フレッド・ヒルシュ（1978）がゼロサムゲーム（訳注：

zero-sum game;参加者全員の得点の総和が常にゼロになるゲームのこと）内の関

係を説明したように、漁業者は漁業コモンズの競争相手として認識されており、漁業者

の社会的関係は全体的に”周囲の位置に関連している”（positional）。この例をサ

ッカーの特別席（tribune）を用いると、最初に立ち上がった時はよく見えるが、全員

が立ち上がると、結局、最初と同じことということである。ジャン・ポール・サルトル（1976）

は、バスの列を使って同じ点を説明している。特別席の人々と同様に、列に並んでいる

人々は、特定の時間に特定の場所にいるということ以外にお互いに他の関係を持って

いない可能性がある。彼らの全員が同じ目標を念頭に置いている。それは最初にバス

に乗り、良い席を見つけることである。個人の観点からは、他の乗客は邪魔者以外に
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何もない。彼らは単に迷惑にすぎないのだ。 

 

方法論的個人主義 

 

ギャレット・ハーディンの議論を支える方法論的個人主義と合理的選択の視点を採

用する場合、明らかに、漁場での採捕者は、コミュニティと同様にこのようにみることがで

きる。 

別のイメージでは、コミュニティを共生関係のシステムとみなし、漁業者とコミュニティの

メンバーは相互に依存し、協力的であり、個人はお互いをグループとしてみなす。 

社会科学の文献では、地域社会はしばしば共同社会（Tönnies）、学習システ

ム、道徳的コミュニティ、雇用システムまたはネットワークなどの概念に関連付けられてお

り、すべてがコミュニティの統合的な社会的資質を示唆している。この見方では、コミュニ

ティは、前者のモデルが当然のことと考えているように、自己中心的な功利主義の動機

によって動かされる個人の単なる集合体ではない。むしろ、コミュニティは親族関係、文

化、歴史に根差した良いつながりのあるシステムである。 

この点をさらに明確にするために、フランスの社会学者レイモン・ブードンの「機能的」

システムと「相互依存的」システムの区別を効果的に利用することができる。最初の分

類では、それは、関与する当事者が分業の枠組みの中での位置づけや役割を担うとい

う相互作用のシステムを意味する。したがって、機能システムには最小限の組織が必要

である。会社や家計がその典型的な例である。一方、相互依存システムは、「役割の

分類を見ることなく、個々の行動を分析できる相互作用のシステム」である。 

相互依存システムでは、当事者を相互に関連付け、その動作を規定する事前に定

義された権利と義務はない。それにもかかわらず、当事者は個々の行動で互いに影響

を及ぼし、通常、予測したり、望んだりしない集合的な現象を生み出す。上で用いたバ

スの列の例は、相互依存システムの基本的な特性を示している。ギャレット・ハーディン

が説明している「コモンズの悲劇」も良い例である。 

ブードンが定義するように、漁業コミュニティは本質的に相互依存しているという前提

に基づく漁業管理システムは、コミュニティに投資されている社会関係資本を浪費するリ
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スクがある。それは、集団行動、制度、組織がコミュニティを構築するために何ができるか

を無視している。相互依存システムモデルでは、漁業の縮小を目的とした漁業管理シ

ステムに関する疑いはほとんどない。バスの乗客が少なければ少ないほど、乗り心地はよ

くなる（しかし、おそらくそれほど面白くないのではないか？） 

 

相互依存モデル 

 

さらに－この文脈では、これが主要な点だが－コミュニティの相互依存システムモデル

は、漁業コミュニティの雇用システムと市民社会における女性の役割と貢献を完全に見

落としている。漁業管理は主に、しかし暗黙のうちに、コミュニティの機能モデルではなく

相互依存システムモデルに依存しているため、この影響はもちろん、残念ながら予測可

能である。このモデルはまた、水産社会学者や人類学者の学術的貢献を、管理者た

ちが用いる知識基盤の外に置いたままである。なぜなら、これらの研究者は、相互依存

システムモデルよりも機能モデルに触発されているからである。 

漁業における女性の取り組みについて詳細に説明したり議論したりする必要はない。

それらは社会科学の文献に十分に文書化されている。Donna Davis と Jane 

Nadel Kleinの本『仕事と嘆き』は参考資料の一つである。ノルウェーでは、小規模漁

業経営の女性の陸上作業の役割に関するシリ・グラッドの先駆的な研究が際立ってい

る。ノルウェーの水産研究委員会によって開始された漁業地区における女性に関する

研究プログラムは、既存の知識とのギャップをさらに埋めた。現在、女性が漁業世帯とそ

の夫婦漁業経営の存続の鍵となる幅広いサービスを提供していることは、十分に確立

されている。もちろん、これはノルウェー漁業に特有の現象ではない。危機時のバッファー

としての女性の経済的貢献に関するLiv Torill Pettersenの論文にも言及する必要

がある。同様に、フィンマルクの危機に陥った漁業コミュニティであるSørværに関する

Viggo Rossværの本がある（1998）。ここには、地元の組合であるHelselagetを

通じて部分的に導かれた女性の努力が、危機の際に、コミュニティをまとめ、心持ちと生

活の意味を持続させたことが書かれている。言い換えると、女性の貢献は、家庭とその

夫の漁業経営に限定されていない。彼女たちは、社会全体に対するコミュニティの代弁



112 

者としても、コミュニティ全体の責任を負っている。繰り返しになるが、これはノルウェーの

漁業コミュニティの女性に限ったことではない。 

皮肉なことに、これらの貢献は、魚と漁業者に目が釘付けになっている漁業管理者

によってほとんど無視されている。彼らが相互依存モデルではなく、漁業コミュニティの機

能システムモデルを採用した場合、漁業企業は、女性が極めて重要な役割を果たすコ

ミュニティよりも大きな枠組みの中でしか働けないことに気づくことは避けられなかっただろ

う。そして、女性は漁業経営における利害関係者であり、他の主要産業よりも少ない

水産業において、現在の管理システムでは認められていない資源の権利の保有者であ

ると合法的に主張できることも認識しなければならなかっただろう。 

前の章では、私は健全なコミュニティには健康な魚資源が必要であるだけでなく、その

逆もまた当てはまると述べた。乱獲は、相互依存システムモデルのように市場の失敗の

結果であるとは限らず、コミュニティの失敗の結果である。これは、自制心、高い規範的

基準、社会連帯、そしてコミュニティのメンバー間、特に若い漁業者の新メンバーの間で

の団結を確立できないコミュニティである。 

したがって、無規範状態にあり、社会的および道徳的に崩壊したコミュニティは、不規

則な漁業行動を公式または非公式に制裁する能力を失っている。これはおそらく、漁

業コミュニティが遭遇する可能性のある最も深刻な危機である。 

ノルウェーの新聞は、割り当て（Quota）を故意に超え、規則を無視し、資源を犠

牲にしている不正行為の文化が水産業界の中に広がっていると報じた。これは、地域

社会の物質的および道徳的幸福のためには、男性と女性の役割と貢献が等しく重要

であるとする機能的システムとしての地域社会の認識を持たない水産管理システムでは

当然起きることだろうと予測できることである。 

 

規則以上に必要なもの 

 

では、漁業管理の欠点に対する答えは何だろうか？健全なコミュニティは健全な魚

資源を維持するために不可欠であるため、漁業管理は漁獲努力を抑制する規則や法

令以上のもので構成されなければならない。コミュニティは漁業管理のツールの一部であ
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る必要がある。その場合、管理者はコミュニティの構築も目指す必要がある。それは、地

理的コミュニティを社会科学的な意味でのコミュニティにする条件とプロセスを強化しなけ

ればならないということである。 

したがって、資源の権利はコミュニティに付与されるべきで、それらは個々の漁業者の

特権であってはならない。そして、女性が常に重要な役割を果たしてきた沿岸コミュニテ

ィの民間の制度も、漁業管理の領域外とは定義できない。言い換えれば、より包括的

な管理、コミュニティ中心のアプローチ、つまりコミュニティの存続可能性、資源保護への

女性の貢献を認めるアプローチが必要である。 

コミュニティの機能システムモデルが採用された場合にのみ、資源保護への女性の貢

献に焦点があてられるようになる。そうして初めて、女性の仕事の役割、組合と地域社

会のイニシアティブを支援することの関連性が、漁業管理に関連しているとみなされるよ

うになる。 

これはまた、管理職の女性や漁船に女性が増えても、現在の管理慣行が自動的に

変更されない理由でもある。ブードンの相互依存システムモデルがコミュニティの支配的

なイメージとして普及している限り、管理機関と漁業経営のスタッフの構成に関係なく、

ジェンダーは漁業管理において問題とならないままである。 
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漁業・漁村における女性に注目してきて 

 

私は自分が大学院生だったころから現在に至るまで、漁業・漁村における女性の役

割を研究テーマの一つとしてやってきた。これまで数えきれないほど多くの漁業に携わる

女性たちに会ってきた。家で別のことをしていても、夫から港に帰ってくると電話がかかっ

てくるとただちにすべてのことをストップして港に駆け付け、一緒に選別、箱たてを行い、

市場に急いでトラックを走らせる女性。赤ちゃんを産む 3 日前まで一緒に夫と船に乗っ

ていたという女性。夜にいつも夫婦で港で仕事をしているため、真夜中に大人が家にい

なくて寂しいと、親の姿を見にきょうだいで手をつないでやってくる子供たちの姿を見て泣

きながら仕事をしていたという女性。彼女たちは、漁業という産業の特性の中で生きる

女性の心情をいつも語ってくれた。 

まだまだある。夫が船で食べる弁当に工夫を凝らす女性。乗組員や地域の新規就

業の若い漁業者たちの生活が楽しくなるように季節ごとに行事を企画し、彼らをもてな

す女性。彼女たちがしていることの中には、統計などには表れないようなものもたくさんあ

るだろう。だが、いずれも、漁業やそこでのくらしの持続には必要なものだ。 

オランダで漁業の女性にインタビューをしたとき、彼女は言った。（漁業の女性の役割

はとても重要なものなのだと改めて知った時）「私は自分がやっている仕事が『仕事』と

は思っていなかった。日常の中でただ私がやるべき作業をしていただけ。だけど、（漁業

の女性に関する）勉強会で、私がやっていた『仕事』にはこんなにも価値があるのかと知

った時の帰り道、感激して涙が止まらなかった」（副島 2019）。 

「ベールを超えて」の章でスヴェイン・イェントフトは漁業管理の中で幅広い女性の貢

副島 久実 Kumi Soejima 

（摂南大学農学部・准教授） 

1978 年大阪生まれ、博士（農学）。国立研究開発

法人水産研究・教育機構水産大学校講師などを経て

現在に至る。専門は、水産物流通や漁業・漁村における

女性の役割など。現在は農業・農村における女性に関す

る研究も進めている。研究者仲間らとともに一般社団法

人うみ・ひと・くらしネットワークを主宰し、農山漁村の女性

たちを応援する活動にも取り組んでいる。 
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献にも焦点を当てることがコミュニティの存続や資源保護にも重要であると言った。そのこ

とは、単に会議の場で女性の数を何人にしなければならないなどといった目先の話では

ない。日本でも水産政策が大きく動いている今こそ、ヨーロッパの漁村女性ネットワーク

AKTEA のスローガンであるこの言葉の意味をあらためて受けとめたい。 

Behind every boat, there is a woman, a family and a fishing 

community （by European Fisheries Women Network AKTEA）. すべて

の漁船の背後には、女性、家族、そして漁業コミュニティがある。 

 

［参考文献］ 

・副島久実「ヨーロッパの漁村女性ネットワーク AKTEA」全漁連 sakanadia 

https://sakanadia.jp/gyogyou/aktea/ 

2019 年 12 月 24 日 

 

  

about:blank
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16 

 

水面上の生命 

 

浪川珠乃（漁村総研）・李銀姫（東海大学）訳 

 
水面上の生命は、水面下の生命を守るために必要不可欠であり、道徳的な面だけでなく、 

構造的な面でも育成されなければならない... 

 

「水面下の生命」は国連の“持続可能な開発目標”の目標 14 で、小規模漁業は

これに該当する（訳注：持続可能な開発目標 14 「Life Below Water」は、日本

では「海の豊かさを守ろう」と表記されている）。海域の富栄養化、食糧安全保障、貧

困緩和、コミュニティの維持に対する小規模漁業の貢献を考えれば、SDGs（訳注：

Sustainable Development Goals；持続可能な開発目標）のような重要な文

脈で小規模漁業が具体的に言及されたことはもちろん評価すべきことである。無視され

る可能性もあったのだ。しかし、小規模漁業で起きていること、そして社会科学者の目

を引くことというのは、確かに、水面下で起こることだけではなく、水面上－水上や水辺
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で起きていることなのである。小規模漁業者や漁業従事者は、海を泳ぐ魚で生計を立

てているが、自分自身や人々との共同作業によって築かれた陸上の生活にも根ざして

いる。「向こう側」で行われている漁業は「こちら側」で起きていることと密接に関係してい

るのである。小規模漁業者は、船や漁具を頼りにするのと同じように、自分たちのコミュ

ニティを頼りとしている。漁業者はコミュニティの一員として、仕事をするために必要なエネ

ルギー、モチベーション、スキル、意味を獲得するのである。そのため、漁業に関する社会

科学研究は、常にコミュニティを分析の単位として重視してきた。 

しかし、漁業コミュニティは社会の他の部分から切り離されて孤立して存在するわけで

はない。外部で起きることから影響を受け、またそれに依存してもいる。したがって、小規

模漁業を専門とする社会科学者は、コミュニティ・レベルに焦点を当てるだけでは不十

分であり、より大きなスケールにおける推進力に焦点を当てなければならない。しかし、

社会科学者らは、特定の場所を超えて顕在化する問題を理解しようとするときに、コミ

ュニティは自分自身を位置づけるための有効な視点となると常に主張している。漁業は

確かに生活スタイルであるだけではなく、生計と富の源泉でもあり、コミュニティ（地域）

と外界をつなぐ貿易でもある。ノルウェーのタラのように、古くから魚は遠くまで移動する商

品であったのである。マーク・カーランスキーは、タラの「伝記」（1999 年）を書いたとき、

副題を「世界を変えた魚」とし、遠慮なくそのことを書いた。 

私たちは水産業全体に視野を広げるべきであるが、視野を広げるときには、コミュニテ

ィを見失わないようにすることが重要である。コミュニティを忘れると、小規模漁業が見え

なくなり、そのため、水面上の生活の多くが見えなくなってしまうためである。 

ポール・トンプソンらの「漁業を生きる（Living the fishing）」は、スコットランドとイ

ギリスの漁村に住む男女のライフストーリー・インタビューに基づいたもので、タイトルを含

め興味深い本だといつも思う。彼らの結論、「経済と社会の発展は、資本、現金、利

益、今日明日の市場に関することと同じぐらい、女性や子供の状況、コミュニティの歴史

と意識に左右される。（p. 3）」は、興味深く、挑戦的なものである。 

何百万人もの人々が小規模漁業という分野に携わっている。小規模漁業は非常に

重要であり、また、無視するには大きすぎるのである。さらに、この部門に従事する人々

の生活においてコミュニティが果たす役割を考えると、コミュニティもまた、失敗するにはあ

まりにも重要な存在である。つまり、小規模漁業は、規模のような特徴であらわされる



118 

単なる漁業活動ではなく、コミュニティによって成り立っていると考えるべきなのかもしれな

い。小規模漁業は世界的に見ても非常に多様であり、共通項を見出すことが難しいた

め、私たちは小規模漁業とは何かという定義づけに苦労している。もしかしたら、「コミュ

ニティ」が私たちの求めているものなのかもしれない。人々は船や漁具を頼りにしているが、

それ以上に、自分たちのウェルビーイング（訳注：well-being；身体的・精神的・社

会的に良好な状態にあることを意味する概念で、「幸福」と訳される場合が多い）をコ

ミュニティに頼っている。そしてそれこそが、普遍的な特徴であると私は考えている。 

 

コミュニティ 

 

小規模漁業がいかに漁業コミュニティに貢献しているか、一目瞭然である。水揚げ場

に行けば、船が入ってくる様子や、魚を降ろして持ち帰り、消費したり、業者に売ったり

する様子を見ることができる。浜辺や埠頭は賑やかな場所で、人々は何かをしながら走

り回り、互いに話をし、値段交渉や入札をし、自分たちの仕事に関連するあらゆることを

話している。初めて見る人にとっては、混沌としているように見えるかもしれない。見るも

のに何らかの秩序を求めたくても、なかなか見つからないかもしれないー私が初めてチェン

ナイの浜に行ったときのように。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェンナイのフィッシングビーチでの筆者[1] 
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ここで何が行われているのか。誰が誰なのか。白い帽子をかぶっているのは誰なの

か？彼らは魚をどこにもっていくのか？これらすべてに意味を見出すには、時間と労力、

研究の積み重ね、忍耐が必要だろう。 

このような調査を行うためには、小規模漁業が生み出す雇用や食料、収入などを定

量的に把握する必要がある。そして、魚がいつどこで水揚げされたか、から、食卓に上る

までを追跡調査する必要がある。全容を把握するためには、いくつかの調査を実施しな

ければならないかもしれない。また、トレンドを探るには、公的な記録を調べる必要があ

るかもしれない。長く滞在すれば、季節により 1 年で生活がどのように変化するかという

視点が得られるかもしれない；漁村が暇に見える時期もあれば、賑わっている時期もあ

るということが。小規模な漁村はダイナミックな存在なのだ。古い建物などの文化財を目

にすることはあるかもしれないが、漁村は時間が止まっている場所ではないのである。 

博士課程の研究のため、1970 年代後半の 2 年間、私はノルウェーの北極圏を横

切る海岸にある Lurøy という漁業コミュニティに住んでいた。2 年間でこのコミュニティの

すべてを知ったとはいえなかったが、私はこの土地、知り合った人々が好きになり、そして、

今でも続いている友情を築いた。40 年ぶりにこのコミュニティに戻ってみると、ずいぶん変

わっていた。もう、漁業コミュニティとよべるかもわからない。漁業者の家族が住んでいた

家の多くは都会の人々のセカンドハウスとなっていた。かつては賑やかだった港には、漁

船はほとんどいない。一緒に漁をしたことのある知り合いの漁業者の何人かを墓地で見

つけ、何人かは引退し、その子供たちも引っ越してしまった。ノルウェーでは、小規模な

漁業コミュニティの多くがこのような運命をたどっているのである。 

いずれにせよ、漁業コミュニティがどういうところかを知るには、私がそうだったように、そ

の人たちが集まるところに一緒に出入りし、許されるなら会合に参加したりする必要があ

るだろう。そうすれば、彼らが何をやっているのかがわかるようになるはずである。ただし、あ

なたが何者であるか、なぜあなたがここにいるのかを彼らに理解させることが条件となる。

あなたは彼らの話を聞き、彼らの懸念事項を聞き、彼らはあなたがそれを共有している

かどうかを尋ねるだろう。そして、あなたは、漁業や地域社会、世界における彼らの問題

や課題について、会話を交わすことになるのである。これが、社交の自然な方法であり、

この種の調査で行うものである。それから、コミュニティというものは、普段は意識すること
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はないものの、漁業の機能にとって重要な事が起こる場所でもあることが分かってくる。コ

ミュニティは単なる水揚げ場ではなく、人々がホームと呼ぶ場所であることに気づくだろう。 

さらに、漁業を営む人々は他のこともしていること、船や乗組員の外にも複数の役割

と責任を持っていることに気づくだろう。彼らは家族や友人であり、若者が漁業者になる

のを助けるだけでなく、責任ある人間となるのを助け、地域を成長に適したより良い場

所となるよう支援するのである。すべての人が漁業活動に参加しているわけではないが、

それでも、漁業コミュニティの幸福に重要な貢献をしている。漁業者や漁業従事者だけ

が、漁村を住みよい場所にしているわけではない。間接的に、漁業以外の人々も、漁

業部門が欠かすことのできない重要なサービスを地域社会に提供しているのである。学

校や託児所を運営し、地元の商店や魚料理を提供するレストランを経営しているのも、

こうした人々である。地元のサッカーチームを運営し、高齢者の世話をし、スクールバスを

運転し、スクールバンドの指揮をとるなどである。他の人が書いたものから学ぶこともでき

るが、自分で体験してみるのが一番だ。社会科学におけるフィールドワーク、参与観察と

は、こういうことなのである。 

漁業者は数週間から数ヶ月間不在にすることが多いものの、コミュニティにも関わって

いる。漁業を引退した後に、第二のキャリアを持つこともある。 私が以前住んでいたコミ

ュニティの親友であるビルガーは、漁業を引退した後、漁業博物館を作った。彼は父親

と 2 人の兄弟と一緒にずっと漁業をしていたのである。この地域を訪れれば、彼は誇らし

げに博物館を案内し、そこに置いてある古いエンジンを動かしてくれるだろう。この博物館

で、彼は漁業コミュニティの記憶を保ち、かつての漁業コミュニティの姿を保存することに

貢献している。このように、彼は、地元の人々や訪問者が、世界における自分の立ち位

置を確認すること、自分がどこから来たのか、どこを訪れているのかを示すことを可能にし

ているのである。漁業引退後にビルガーがコミュニティで行ったこの取り組みや他の多くの

取り組みに対し、彼は国王の功労勲章を受賞した。 

 

女性の役割と権利 

 

船は通常、男の世界である。しかし、船が稼動するために不可欠なサポートを女性

は提供している。そのため、女性たちは「ベールに包まれた乗組員」であり、重要でありな
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がら目に見えない役割をはたしているが、それは無視されがちである。Dona Lee 

Davis（1983）は、「苦労する女性（Woman the Worrier）」と題する論文で、

女性は漁業のリスクに伴う心配事を引き受けることで男性を解放するということを著した。

また、女性は漁家の帳簿付けも行っている。そのため、男性は安心して日々の仕事に

取り組むことができる。漁家は、漁業コミュニティと同様に、性別による分業が行われて

いるのである。 

では、なぜ女性の貢献は無視されがちなのだろうか。なぜ女性は疎外され、例えば

漁獲枠の割り当てや継承の際に、男性が享受している権利から排除されるのだろうか。

特に小規模漁業においては、その逆だと思われがちである。女性の貢献の多くは、前述

の Dona Lee Davis に示されるように、わかりにくいものである。しかし、多くの場合、そ

れらは具体的で目に見えるものでもある。それにもかかわらず、女性の貢献は、あたかも

その仕事に価値がないかのように、当然のこととされ、考慮されない。私はかつて、1999

年に開催された「女性のための世界会議」で行った講演（本書第 15 章参照）で、

女性の役割や労働投入が見落とされがちな重要な理由の一つは、コミュニティが軽視さ

れているからだと主張した。コミュニティを見る目がなかったり、漁業の派生物としか考えて

いなかったりすると、容易に女性の仕事を見逃してしまうのである。コミュニティに焦点を

当てていなければ、女性が行っている多くの独立した、しかし間接的な貢献を認識する

ことはない。その貢献によりコミュニティが維持され、それゆえに漁業が盛んに行われるの

に、である。女性の仕事、そして地域社会全体についての知識は、他の何かが生じるた

めの重要な条件となる。2014 年に FAO 加盟国によって承認された「持続可能な小

規模漁業の確保のための自主ガイドライン」で強調されているように、女性が持っている

興味や関心は自分たちのために存在すべきであるが、女性が地域社会に、ひいては漁

業にもたらしている貢献についても、認識されなければならない。 

 

コミュニティの失敗 

 

小規模な漁村は、常に水揚場以上の存在である。また、漁業コミュニティは、モノや

サービスが流れるバリューチェーン以上のものである。社会的規範や文化的価値観を基
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本要素とする道徳的なコミュニティでもある。漁村には物質的な基盤があるが、必ずし

も物質的な基盤からすべてが始まると考えるべきではないだろう。道徳的コミュニティ、そ

してそれが代表する文化は、必ずしもマルクスが言うような「上部構造」ではない。

Weber は、因果関係の矢印が物質的基盤から上部構造への一方向であるという、こ

の決定論に疑問を呈したが、私は、Marx and Weber もある意味で正しいと思ってい

る。矢印は両方向に走っており、男性と女性は通常それぞれに乗っている。もちろん、例

外はある。世界中の小規模漁業が極めて多様である以上、あらゆるルールに例外が存

在するのである。 

Bonnie McCay と私は 1998 年に論文を発表し、IUU（訳注：Illegal, 

Unreported, and Unregulated；違法・無報告・無規制の漁業）漁業において

は、地域社会のモラルの蒸発が侮れない要因であると論じた。ルールを破り、漁獲枠を

ごまかし、仲間を裏切り、社会的責任を放棄することは、狭い経済計算（訳注：狭い

範囲での損得勘定）の中では有益かもしれない。しかし、それは道徳的な問題でもあ

り、正直さや連帯感といった規範を破ることであり、それなくして信頼はありえない。このよ

うな状況では、人々はその必要を感じていても、協力することはできないだろう。協力が

なければ、コミュニティ（単なる場所ではなく、社会的集団としての社会学的な意味で

の）は機能しなくなる。したがって、（「市場の失敗」とは対照的に）コミュニティの失敗

は、IUU 漁業を取扱う際にも、取り組まなければならないものである。人工衛星を使お

うが使うまいが、より厳しい管理や監視を行ったところで、問題は解決しない。むしろ、問

題をさらに悪化させるかもしれない。人々は、自分が必要だと思えば、また、それが悪い

ことでないと思えば、また、コミュニティがそのルールを認めていなければ、いつでもルールを

回避する方法を見つけるものだ。この問題には技術的な解決策はないのだが、最近の

管理機関が考えることができるのはそれだけのようだ。「人々はなぜルールを破るのか」と

問う代わりに、「なぜ彼らはルールを守るのか」と問うべきだろう。制裁が答えの全てでは

ない。 

強い道徳的基盤があれば、コミュニティの自己管理、あるいは共同管理の能力は向

上する。それは、国のような外部機関を管理、監視機能から解放するのに役立つだけ

ではない。道徳的基盤は、集団行動やコミュニティ内の資源の蓄積を必要とする他の

事柄にも不可欠なのである。コミュニティは、金融資本が乏しいが、社会資本は豊富で
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ある場合がある。ビクトリア湖の小規模漁業コミュニティを長年研究してきた Paul 

Onyango は、彼が「見えない存在」と呼ぶ、必要なときに動員できる無形の人的資源

や人間関係について語っている。漁業開発プロジェクトは、「目に見える不在」から出発

しがちであるが、本来は、すでにそこにあるが、そのコミュニティをよく知らない人にとっては

目に見えない人間関係や人的資源から出発すべきだろう。つまり、人々が道徳や信頼

を学ぶ場所、そのような組織を探すべきなのである。そのためには、漁業を超えて、家庭、

学校、礼拝所など、人々が集い、善悪の区別を学び、信頼されるとはどういうことかを学

ぶ場所を探す必要があるだろう。「子供を育てるには村が必要だ」というアフリカのことわ

ざがある。ヒラリー・クリントンは 1996 年に出版した本のタイトルにこのことわざを採用し

た。漁業者を育てるにも村が必要なのである。 

 

なぜ、コミュニティなのか 

 

信頼を得るためには、社会的関係が公平であるかどうかが重要である。小規模漁業

ガイドラインは当然、特に人権とガバナンスの文脈で、公平性について述べている。公平

性とは、権利のことであると同時に正しさのことでもある。それは、私たちの道徳的価値

観や正義感、そして互いの関わり方について物語る。しかし、公平性には機能的なメリ

ットもある。歴史や価値観、目標、運命を共有する対等な立場の人たちとは、より良い

仕事ができるようになる。権利に基づく漁業アプローチや、共有資源の私有化は、不公

平を生じさせ、コミュニティにとって有害となる可能性があるのである。 

しかし、コミュニティには、より深く、より意義のある存在理由がある。地域社会を支え

るために小規模漁業が必要だ、小規模漁業を支えるために地域社会が必要だと言う

のであれば、そもそもなぜ両方が必要なのかという議論が必要だろう。ノルウェーでは、小

規模漁業（あるいは漁業全般）の維持は、分散型の集落構造を支えるためだと考え

ており、それ自体を価値と考える人も多いが、地域漁業権（territorial fishing 

rights）を主張しやすくなるという理由もあるようである。砂漠化した沿岸では、領海

権の主張が弱くなるかもしれない、というのが、1951 年にハーグに持ち込まれた、（領

海の）ベースラインをどこに引くかというノルウェー漁業事件においてノルウェー側の主張
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の懸念事項であった。それ以来、経済的基盤を失いかけている沿岸地域社会を守ると

いう議論が、折に触れ登場するようになった。領土の主権のために沿岸域のコミュニティ

を存続させる必要がある。もちろん、そこに住む人々には、それなりの理由がある。政府

が集落構造をどのようにとらえようとも、これらの集落には人が住んでいる。コミュニティに

所属することは、私たちの一部なのである。 

Anthony Cohen は、シェトランド諸島の漁業コミュニティである Whalsey について

の論文で、このことをよく説明している。 

 

“「所属する」ということは、単にその土地に生まれたということ以上の意味を

持つ。  それは、そのコミュニティを構成する驚くほど複雑な素材の不可欠な

部分であること、そのコミュニティが誇る独特で、意識的に保存された文化の

受け手であること、その伝統と価値観の宝庫、神聖な技を披露する者、その

方言と独特の気質の専門家であることを示唆しているのである“ 

 

この論文は、「所属：英国の農村文化におけるアイデンティティと社会組織」

（1982 年）というタイトルの本に掲載されている。その本を鞄に入れて、1988 年の

春、私はホールズィーを訪れ、この場所とそこで出会った人々に興味を持った。ITQ 制

度がこの漁村にもたらしたものは、それ自体が一つの物語であり、Emma Cardwell と

Robert Gear が 2013 年に『Marine Policy』誌に発表した論文で語られている。 

漁業を営む人に必要なのは、漁場にアクセスするための安定した権利だけではない。

他の人たちと同じように、彼らもまたホームと呼べる場所を必要としているのである。チャ

ールズ・テイラー、マイケル・ウォルツァー、アミタイ・エツィオーニといった共同体主義者の思

想は、人々が帰属意識を持ち、精神的、肉体的に健康であるためには、他の人々と

共同生活を送ることが必要であると主張する。漁業者の海難事故死等の個人的な必

要性に迫られたとき、コミュニティは支援を提供する。小規模漁業は今でも最も危険な

職業の一つであり、漁船の難破は家族やコミュニティに壊滅的な影響を及ぼしかねない。 

私が住んでいた隣の島でも同じようなことがあった。父と息子 2 人、そして義理の息子 1

人が岸壁上で地引網を修理しているところに出会ったことがあるが、その 1 年後くらいに、

横腹に大きな波があたったようで、船は沈んでしまったのである。海の安全については、
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次章で詳しく述べることにする。 

トーマス・フリードマンが著書「レクサスとオリーブの木」（2012 年）で主張したように、

私たちはコミュニケーションや情報技術といった、漁業をより効率的に、より安全にする、

近代化がもたらしたものを大切にしている。しかし、私たちには故郷や育った場所と結び

ついたルーツも必要である。ルーツは私たちに価値観や知識、技術、アイデンティティを

与えてくれるだけでなく、安心感も与えてくれるからだ。コミュニティが私たちを安全にしてく

れるのは確かだが、ジグムント・バウマン（2001）が指摘するように、コミュニティは自由

という犠牲を伴う。コミュニティの声は、公平・平等の規範に反する個人の野心の追求を

抑制する可能性があるからだ。"私たちより優れていると思うなよ"というわけだ。 

とはいえ、Cohen が指摘するように、コミュニティは、私たちが誰であるか―「私」であり

「私たち」であること－を知るために必要な文化的アイデンティティ、つまり自己意識を提

供してくれる。コミュニティにはジレンマもあるが、バウマンが「コミュニティは個人の自由を

奪う」といったのは、少し行き過ぎた表現だと思う。ジャニス・ジョプリンは、"自由とは、言

い換えれば失う物などないということ"と歌った。それは、他人や場所や物に執着すること

なく、完全に自分自身でいることを意味し、私たちが幸せを感じる自由の度合いであろ

う。自由でありながら孤独な精神である。社会科学者のノルベルト・エリアスが主張した

ように、そのような人間はほとんど存在しない。 

私たちは他の人たちに依存しているのだ。したがって、個人と社会は 2 つの独立したカ

テゴリーではないのだ（Elias 1939/1983）。 

コミュニティを破壊するような漁業政策は、それによって人々の自己意識が損なわれ、

人生の幸福が奪われる。それは、小規模漁業ガイドラインが避けようとしている人権侵

害に相当する。漁業政策がまさにそのようにふるまう可能性はたくさんある。例えば、地

域社会を安全なものにしている資源や領土の権利を取り上げることである。人々は、自

分たちのコミュニティが安全でなければ、安心することはできない。彼らのアイデンティティ

は文化的なものであり、文化には安全な物質的基盤が必要なのである。これが、Too 

Big To Ignore（TBTI）の大きな研究課題のひとつに「海辺を守る」というラベルが

付けられた理由である。また、ブルーエコノミーやブルーグロースが騒がれる中、TBTI が

最近のキャンペーンで「Blue Justice（ブルージャスティス）」を標榜しているのもこのた

めである。このような新しい動きに伴い、小規模漁業は無視され、彼らが働き、生活す
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る場から追い出される危険性があるように思われる。小規模漁業者のコミュニティから見

ると、ジョセフ・シュンペーター（1942）が「創造的破壊」と呼んだものには明らかに限

度がある。コミュニティは創造するよりも破壊する方が簡単で、小規模な漁業コミュニティ

にも限界点はあるのである。 

 

小規模漁業ガイドライン 

 

コミュニティへの配慮は、小規模漁業ガイドライン全体を通して実行される。文書では

72 回もコミュニティについて言及されている。序文で「小規模漁業は経済的、社会的

原動力として、食料と栄養の安全保障、雇用、その他の地域経済への相乗効果をも

たらし、水辺のコミュニティの生活を支えている」と正しく指摘している。また、「小規模漁

業コミュニティは、一般に不平等な力関係に苦しんでいる」と述べていることも正しい。実

際、小規模漁業ガイドラインは、小規模漁業コミュニティに関する多くの事柄にスポット

を当てている。第 5.5 条では、水面下と水面上で起きていることの関連性について述べ

ている。"国家は、地域の水域および沿岸の生態系の回復、保全、保護、共同管理に

おける小規模漁業コミュニティと先住民族の役割を認識すべきである。"  

また、何によって、コミュニティがそのような役割を果たすことができるのか、ということも

重要である。コミュニティには確実な権利が必要である。だからこそ、小規模漁業ガイド

ラインは安定した利用保障の重要性を論じ、私有化や個人譲渡可能な漁獲枠の代

理である「権利に基づく漁業」の概念を除外しているのである。コミュニティはまた、協力

関係や相互作用、共通のアイデンティティに関係する全てについて、社会的、文化的に

機能しなければならない。要するに、コミュニティは制度として機能しなければならないの

である。 

小規模漁業ガイドラインは、狭義の漁業におさまらない機能と責任を指摘している。

このため、小規模漁業について述べている目標 14b だけではなく、17 の持続可能な

開発目標すべてが小規模漁業に関連している。したがって、小規模漁業 ガイドライン

は、漁業管理部門だけでなく、健康、教育、公共サービス、その他コミュニティに関する

問題を扱う当局にむけて発信しているのである。これらのサービスにおいては、コミュニティ
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もまた重要な役割を担っている。これらのサービスは、人々が住んでいる場所の近くで提

供されるのが望ましく、相手にしている人々を知る必要があるのである。漁業コミュニティ

は多目的かつ多機能であり、食卓を囲む人々に配慮しつつ、水面下で採取した食糧

資源を効果的に管理するために保持すべき地域の知識を持っている。 

国は、小規模漁業ガイドラインの読者である。政府は小規模漁業ガイドラインの実

施に貴重な支援を提供することができるが、コミュニティに損害を与え、崩壊させることも

できる。政府が漁業の管理者としてより野心的になるにつれ、コミュニティの生活により

深く入り込むようになり、コミュニティは管理システムの受動的な受け手となり、その結果、

コミュニティから切り離され、力を失ってしまったのである。小規模漁業ガイドラインは、政

府が逆のことをする必要があると見ている。「小規模漁業コミュニティが力を得て、その人

権を享受できるようにするためには、社会的、経済的発展への十分な配慮が必要であ

ろう。（第 6.1 条）。 

 

深い対話 

 

対象を遠くから眺めて研究することでも、小規模漁業とは何であるかを知ることはでき

るが、小規模漁業がどのように機能し、小規模漁業に頼る人々にとってどのような意味

を持つかを、本当に知ることはないだろう。机上で定義を考えることはできるかもしれない

が、それが核心をついているかはわからない。小規模漁業によって暮らす人々にとって小

規模漁業がどのような意味を持つのか、私たちは彼らと関わってみない限り、本当の意

味で知ることはできないのである。自分自身が貧しくなってみなければ、貧しさをどう感じ

るかわからない。そして貧困は人によって異なる意味を持つかもしれない。同じく、漁業コ

ミュニティで育つということの意味は、その個人的体験なしには知り得ない。自分たちの

漁村以外の漁村で育つということがどういうことなのか、それすらもわからない。私のキャリ

ア初期に刺激を受けたもう 1 冊の本『サンチェスの子供たち』（1963 年）の中で、オ

スカー・ルイスは同じ家族の中で育ったとしても、メンバーによって異なる経験をすることが

あることを紹介している。彼の子供たちは、同じ経験をそれぞれの独自の方法で回想し

ていたのである。 
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私たちは他の人になる方法を知らない、なぜなら、私たちは他の人になることができな

いからである。私たちは、似ていたとしても固有の存在なのである。とはいえ、クリフォー

ド・ギアツが言ったように、人々が自分の世界をどのように見ているかを知ることができな

いとしても、少なくとも人々が何を使って自分の世界を見ているかを理解することはでき

る。すなわち、人々が見たものをどのように概念化し、どのような言葉で自分たちが知って

いることを説明するかということである。自然科学者は、魚が自分たちの状況をどのように

表現しているかを気にする必要はないが、社会科学者は、漁業者がどのようにそれを行

っているかを避けて通ることはできない。人々は独自の理論を持っており、彼らがどのよう

に行動するかを理解するために、私たちはそれにアクセスしなければならない。 

社会科学者として、私たちは以前よりも政府に研究課題を定義させるようになったよ

うである。これには正当な理由がある。政府が漁業のアジェンダを定めることが増え、漁

業政策は、私たちが好むと好まざるとにかかわらず、魅惑的だからだ。小規模漁業ガイ

ドラインは政府に行動を求めており、小規模漁業を発展させるために政府はそれを実

行しなければならない。そして私たちは、政府がガイドラインを承認したときに約束したこ

とを実行したかどうか、追跡する必要がある。私たちは政府がどのように考え、行動する

かを理解するよう努めるが、その際に忘れてはならないのは、人々が自分たちの世界、

政府がガイドラインを実施するにあたり介入してくる世界、をどのように見ているのか、とい

うことである。つまり、コミュニティは単に研究の焦点というだけでなく、研究の現場である

と考えることである。小規模漁業ガイドラインが実施されることで何が起こり、人々の生

活にどのように介入していくのかを確認するために、そこに身を置く必要があるのである。

政府の政策も、コミュニティの側から見れば、まったく違うものに見えるかもしれない。 

しかし、社会科学者として、私たちは政府の外側にも目を向ける必要がある。たとえ

政府が持続可能な統治をしようとしてますます多くの場所を占めるようになったとしても、

私たちは政府を超えて、漁民の生活、彼らのコミュニティ、生き残るための闘いに目を向

けなければならない。小規模漁業ガイドラインが提唱する人権アプローチとは、コミュニテ

ィの自由を守ることでもある。それゆえに、コミュニティは支援し、探求する価値のある空

間なのである。 
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小規模漁業コミュニティが担う役割 

 

漁業というときに、私たちは資源の管理や海洋の環境といった水面下に意識を向け

がちであるが、水面下の生命を水面上に取り出し、生活の糧としているのは漁業者で

あり、漁業者を育んでいるのが漁業コミュニティである。書籍のタイトルにもなっている

Life Above Water（水面上の生命）という章は、この漁業コミュニティに代表される

“水面上の生命”に対して、社会科学者が見るべき視点、とるべき態度、問題に対峙

する姿勢について、イェントフト先生の豊富な経験に基づいて、記述されている章である。 

本章の「なぜコミュニティなのか」では、“地域社会を支えるために小規模漁業が必要

だ、小規模漁業を支えるために地域社会が必要だと言うのであれば、そもそもなぜ両方

が必要なのかという議論が必要だろう”とあるが、日本の小規模漁業および小規模漁

業コミュニティが担っている派生的ではあるものの重要な役割について、言及したい。 

イェントフト先生も述べられている通り、小規模漁業の定義は難しいが、日本の小規

模漁業を仮に沿岸漁業とした場合、日本の小規模漁業コミュニティは多様な魚食文

化を支えていると言えよう。沿岸漁業とは 10t 未満の漁船を使う漁業で、定置網や海

面養殖を含む広い定義であり、日本の自営漁業就業者の 9 割以上を含み、数億円

規模の売上のある漁業も自給的な漁業も含まれるが、漁業権制度の下、地域の沿

岸資源を活用して地域の魚食や産業構造を作ってきた漁業ともいえる。遠洋漁業、

沖合漁業で漁獲される多角性浮魚類と異なり、刺し網や釣り等で漁獲される沿岸漁

業の魚種は、地域に特有の利用をされることが多く、地域の食文化を形成している。

都市近郊では、直売という形で、量販店では取扱わない魚種を消費者が購入できる

浪川 珠乃 Tamano Namikawa 

（一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 上級研究員） 

神奈川県生まれ、博士（海洋科学）。横浜国立大学工学

部卒業後、パシフィックコンサルタンツ株式会社を経て、東京海

洋大学大学院にて沿岸域管理について研究。現在、一般財

団法人漁港漁場漁村総合研究所の研究員として、各地の漁

港の計画や調査、漁業地域振興に携わる。専門は、沿岸域管

理、小規模漁業。 TBTI ジャパン研究ネットワーク・コーディネー

ター。「In the Era of Big Change（2020）」を共編著。 



130 

機会を提供することで魚食の多様性を支えている。 

また、日本の小規模漁業コミュニティは沿岸域の環境保全や利用調整にも貢献し、

沿岸域の重層的な利用に貢献してきたといえる。日本の沿岸漁業者は、漁場の調整、

海域環境の監視、赤潮の調査、種苗放流等の沿岸漁場の保全に関する活動をこれ

までも自主的に行ってきており、漁場を利用する養殖企業等が安定して漁場を利用す

ることを可能としていた。また、経済成長に伴い沿岸域がレジャー空間として利用される

中、利用調整においても沿岸漁業者が存在感を示し、人々に安全なレジャー空間を

提供してきた面もある。 

このような役割を果たしてきた日本の小規模漁業コミュニティは、都市一局集中によ

る地域の人口減少や小売パワーの増大による小規模漁業の力の相対的減少といった

流通構造の変化、都市住民の生活変化による魚離れ等といった、社会環境の構造

変化や温暖化による漁獲魚種の変化、自然災害の増大による漁業地域での災害の

激化といった地球規模の環境変化等、様々な課題にさらされている。さらに、70 年ぶ

りの漁業法改正が与える影響は、これから、判明していくだろう。 

大きな外部変化に対して、漁業コミュニティがどのように闘っているのか、これまで担っ

てきた機能を果たしつつ、どのように生き残っていくのか、目を向けていく必要があることを

改めて感じた。 

なお、翻訳にあたって、fishing community をどのように訳そうか悩んだ。日本でも

長らく研究されてきている分野として漁村研究があることもあり、漁村と訳すのが適切か

とも思ったが、“漁村”という言葉から連想されるイメージが、イェントフト先生がフィールド

としてきた国々の fishing community のイメージと合致するか自信が持てなかったこ

と（何より、自分がイメージし難かったこと）や、community 単体での使用との連続

性、共同体としての意味の強さを考え、あえて、コミュニティとしたことを最後に記しておき

たい。 
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17 

 

人命救助 

 

今川恵（国立研究開発法人 水産研究・教育機構）訳 

 
小規模漁業は、最も危険な職業の一つである。そのような職業である必要はないのだが... 

 

2011 年、Nordlys という地方紙の見出しが目に留まった：「ノルウェー固有の小規

模漁業である sjark 漁業は、石油産業関連の職業より 25 倍危険である」。 ‘sjark’

とはノルウェーにおける小型漁船の名称である（35 フィートより小さいもの）。この記事

は、スタヴァンゲル大学（University of Stavanger）の研究者が漁業と石油関連

産業・海運業を比較検証した論考に基づいていた。15 年にわたり 600 人の小規模

漁業者が命を落とした。これは、現在漁業者が 9,000 人だけしかいないノルウェーのよ

うな小さな国にとっては小さな数字ではない。記者がインタビューしたノルウェー固有の小

規模漁業者は、この数字が信じられないと言った。その漁業者によれば、彼らは現在多

くの安全設備を所有し、船上に持って行くことが義務付けられており、カンを働かせてい
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れば大丈夫と言った。危険を冒す必要はない。「ノルウェー固有の小規模漁業は自分

で采配できる良い職業だ。どんな仕事でも、理性を欠いていたら危険だ」これはもちろん

真実だ。 

なぜこの情報が驚くべきことなのか、そして漁業者が言うような単純なことなのだろう

か？世界的にも小規模漁業は、他のどの職業よりも危険であろう（Remolà and 

Gudmundsson 2018）。FAO によれば、漁船と乗組員の安全性は長年にわたる

懸念事項であり、毎年 32,000 人以上の漁業者が海で命を落としている＊。1 時間に

4 人の漁業者が仕事中に亡くなっていると推察される。現在の死亡率に基づけば、世

界的にも漁業はすでに命に関わる職業一位である。 

多くの産業分野では厳格な安全対策によって死亡率は減少しているのに、大部分

の漁業ではそうなっていないようだ（VanAnrooy、FAO、未発表） 小規模漁業のデ

ータは不十分なので、実際にはもっと多いと思われる。10 メートルより小さい漁船の登

録や、それらに乗船している漁業者の海上死亡数を記録していない国もある。

32,000人もの人数が一日に一つの場所で事故で亡くなったら、世界的なニュースにな

っただろう。だがこの事故は年間にわたって世界中で分散して発生しているので、ほとん

ど気づかれていない。 

漁業における事故の要因は複合的だが、ICSF（訳注：International Council 

for the Support of Fishworker；国際漁業従事者支援協議会）は、主要な要

因は人為的なミスと漁船の安定性を左右する操作要因を知らないことだと主張してい

る。そして、漁業者の死亡事故は、家族や地域コミュニティに大きな悲劇をもたらす。

ISCF はこう書いている。 

 

「この損失は漁業者の扶養家族に重くのしかかる。多くの途上国では、漁

業者の事故は壊滅的な打撃をもたらす。未亡人の社会的地位は低いこと

が多く、家族をサポートする社会保障制度もなく、漁業の代わりになる収入

源も少ないので、未亡人と子供たちは貧困に直面することもある」（Tuner 

and Gudmundsson 2007） 
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1860 年代のノルウェー 

 

 
アイラート・スント[写真 1] 

 

ノルウェーの社会学者にとって、「ノルウェー固有の小規模漁業者」の死亡事故に関

する新聞記事にはピンとくるものがある。唯一の驚きは、その数字がいまだに高いこと、そ

して 19 世紀半ばにノルウェー初の社会科学者であるアイラート・スント（Eilert Sundt）

が画期的なフォークライフ研究を行ったときからほとんど変わっていないことだろう（オスロ

大学の社会科学部はスントにちなんで命名された）。スントの大きな使命は教育であ

った。彼は知識のある人々の必要性を感じており、公立学校を熱烈に支持していた。

彼はまた国内を旅し、フォークライフに関する幅広い問題を出版した。彼の本、「ハラム-

漁村地域の 1 事例―」（拙訳）は 1859 年に出版された。スントは、ノルウェー南西

部沿岸の島しょ地域に位置するハラム（Haram）において人々が語った海の生活、

それに伴う危険性についての話に心を動かされた。彼は 1819 年から 1855 年までの

37 年間に 117 人が死亡したことを教会の記録から発見した。それらのうち 113 事例

―年間 3 人―は海における溺死であり、大部分は 30 才以下であった。これは、国全
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体として比べると２倍となり、死者数もヨーロッパの他の地域よりも多い。 

「漁業の技術」の章において、スントはハラムの漁業を生き生きと報告している。また、

漁場や漁法だけではなく荒天時に安全に作業するために必要な知識など、漁業者の

有する高度な知識についても述べている。このような知識は、10 歳で漁に加わることも

ある新たな漁業者にも世代を超えて受け継がれていた。このようにして、漁業者の知識

はコミュニティに残っていた。 

 

「もし、これらの島や海岸に現在住んでいる世代が漁業技術と共にアメリカに

移り、よそ者が移住して来て彼らにとって代わったとしたら、現在彼らが手に

入れることのできる全ての道具を使用しても、自分たちで海の深さを調査し、

風の変化に慣れ、現在と同じ専門技術と実用性で漁業を行うには数世代

かかるだろう」（Sundt 1859/1975, p. 155, 拙訳）。 

  

スントは漁業者から学んだ、彼らが知っていること、知るべきことについて、興味をそそ

られ、謙虚な気持ちになり、詳細かつ印象的に描写した。そして、漁業者たちは精神

的、学術的な物事に関してあまり雄弁ではないだろうが、もし「彼らの日々の生活や行

動について話せば、彼の伝える思慮深さや経験に驚かされるかもしれない」（p.149-

拙訳）と述べている。しかし、深い経験に基づく地域漁業者の知識にもかかわらず、国

内のほかの地域や漁業以外の職業よりも多くの人が亡くなっていることは疑問である。 

彼はノルウェーを北上し、私のいる地域でも、同じような暗澹たる状況があることを知

った。1861 年以降の新聞連載「オンザオーシャン（On the ocean）」においては、

再度教会の記録を調査し、「もしヨーロッパ中を調査しても、トロムス（Troms）郡より

も悲惨な国（もしくは同じ規模の 1 地域）は見つけられない」と結論付けている。

（Sundt 1861/1976, p. 3）。彼はトロムスにおいては 10 歳以上の死者のうち 4

人に 1 人が溺死していたことを発見し、仮に 1846 年のフランスにおける定住人口に上

記の比率を当てはめると 79,000 人の死亡となるが、実際の同国における溺死はたっ

たの 7,500 人であったことを算出した。 

スントは自身の発見を懸念し、政府も同じようにこの事態を憂慮して何か手を打つ

べきだと考えていた。漁業者に泳ぎ方を教える必要があった。また、より良い漁船と訓練
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があれば、助けになると信じていた。男性乗組員全員が亡くなるなど多くの事故が、残さ

れた家族を苦しめるのを見て、保険の必要性を訴えた。元々漁業者の家族は貧しいの

だが、事故の後、未亡人と子供たちはさらに困窮した。 

 

2010 年代のバングラディシュ 

 

漁の安全性という観点では、今日のバングラディシュの小規模漁業者がおかれている

状況は 150 年前のノルウェーと酷似している（islam and jentoft  2017）。ベンガ

ル湾は世界で最も災害の多い地域の一つだ。台風や熱帯低気圧は定期的な現象で

あり、潮流が段々と荒れてきている。これら全ての自然災害は漁業に危険をもたらし、

多くの漁業者が命を落としている。荒れ狂う海は漁業者に航海をあきらめ家に留まるこ

とを強いる。それにもかかわらず、収入を得る機会がとても少ないため、多くの漁業者は

出かけてはいけない時や早く家に戻らねばならないような時でも悪天候を無視して漁を

続ける。小規模漁業者はかつてノルウェーにおいてもよく似た状況であったように、貧しい

だけでなく非常に不安定でもある。ノルウェーの沿岸部では冬の激しい嵐に見舞われる

こともあるが、以前ほどの悲惨さはない。 

バングラディシュにおいて、漁村地域は隔絶的な地理的条件にあることが多く、漁業

者は海岸の近くに居住している。そのため漁業者は自然災害にさらされ、救助の手も

届きにくい。資産の乏しさは、住居やインフラ設備の回復を難しくする。釣具、漁船、家

畜、その他家中の財産の損害により暮らしは壊滅する。自然災害が直撃すると、家族

は彼らの持っている物を失い、暮らしをゼロから再建する必要がある。漁業者が命を落

とすと、残された家族はさらに悲惨な状況となり、保険がなければ経済的弱者となる。

漁業者は信用度が劣っており、金貸しと借金関係に陥る時も多い。漁業者は、経営

資金不足に陥ったら、担保が必要な銀行ではなく、民間の金融機関に資金の融通を

頼むのである。小規模漁業者の交渉力が非常に小さい状況は、1921 年に国営の漁

業者銀行が設立され、1930 年代に買い手との関係から漁業者を開放する法案が導

入される（第 5 章を参照）以前のノルウェーに非常によく似ている。 

ノルウェーの漁業者は貧しかったが、バングラディシュのように海賊行為におびえること
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はなかった。バングラディシュの漁業者は身代金を目的として誘拐されることもあり、襲撃

されることを常に恐れている。彼らは奪われた釣具を市場で発見し、買い戻すためにお

金を払わなければいけない。不公平どころか、全く不当な扱いである。 

 

安全対策 

 

ノルウェーでは、かつてアイラート・スントが提案した事の多くが実現しており、犠牲者

数は減少している。漁船は非常に安全になり、漁業者も訓練を受けている。彼らは、

安全設備を漁船に持って行くよう求められている。通信技術は発達し、救助活動は効

率的になり、保険制度は導入され、安全講習（50＋20時間）が法律により漁業者

に義務付けられている。ノルウェーの漁業者数は、年々大幅に減少しており、統計にも

表れている。ノルウェー固有の小規模漁業者の数は、1,500 人にやっと届く程度である。

しかし、スタヴァンゲル大学の研究では、他の海洋関連産業よりも多くの方が亡くなって

いることが示されている。従って、漁業者の安全を確保する為に、甲板における労働環

境や港の安全性等を向上させる必要がある。漁業者は自然に相対していることを考え

ると常に脆弱な存在だが、それでも、危険を軽減する手段は存在する。 

バングラディシュにおいて、政府は台風時に沿岸域の人々の安全を守るため多くの策

を講じたが、小規模漁業者の脆弱性については多くの課題が残されている。ノルウェー

の小規模漁業の安全に向けた対策は、バングラディシュにも当てはまる。バングラディシ

ュの小規模漁業者には、彼らの安全性に関わる独自の問題がある。海賊や金融業者

からの仕打ちが悪循環を形成し、彼らを貧困に貶めている。これらのストレス要因は漁

業者を物理的な危険にさらし、より脆弱にしている。なぜなら、財政的な不安は海上で

大きなリスクを選択させるからである。貧困は漁業者に悪天候や遠く離れた漁場での操

業を強いて、深刻な危険を招く。 

小規模漁業は危険な職業であり続ける。海と天候は常にリスク要因であり、気候変

動がよりそれを悪化させるだろう。しかし、驚異的な犠牲者数であることは当然のことで

はなく、そのように扱われるべきではない。訓練や科学技術の向上といった予防策は、

脆弱性の低下のため重要であろうが、注目されるべき構造的な問題点が一つある。
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ICSF は、沿岸資源の乱獲・過剰漁獲も要因だと述べている。よく行く漁場で魚が獲れ

なかったり、同じ漁場での他漁業者との競合や衝突を防ぐために、なじみの薄い漁場に

赴くので、リスクも孕んでいる。FAO のレポートでは、生産現場で何が起こっているかを

述べている。 

 

「このような状況と、非合法な、高度に発達した漁業による沿岸漁場の荒

廃のため、小型漁船は、トロール船に漁具を破壊されることなく安全に網を

入れられる代替漁場を沖合に求めることもある。しかしながら、これらの漁場

はあまり知られておらず、天候や海況が異なるので、他の点においてリスクが

増加するかもしれない。」（Westlund 等 2007,p.16） 

  

貧困は、漁業者に危険を冒すことを強いる。彼らには養うべき家族がいるからである。

インドからのレポートの要約は、この難問をうまくまとめている。 

 

「より遠い漁場に進出する必要が生じると、安全に対する懸念は増加する。

しかし、特に長期航海の場合では、乗組員の安全のための予防策はほとん

ど守られていない。西海岸における一部の漁業では、GPS 等の科学技術の

進歩により改善が見られる。しかし、船主達が経済的なリターンのないことへ

の投資に乗り気でないため、海上の安全性の問題はまだ不十分である。ア

ーンドラ・プラデーシュ（Andhra Pradesh）では、いくつかの機械化された

漁船の状況はかなり悪く、基礎的な安全設備であるライフジャケットさえ失わ

れている。マスト灯、通信手段、コンパスのような重要設備は、無いか機能

していない。エンジンの整備不良も合わせて、このような状態は確実に惨事

のもととなる。」（Salagrama 2012,p.30） 

 

強制力をはらんだ力関係は、バングラディシュのように漁業者にリスクを取らせることと

なる。ノルウェーのように、小規模漁業者のサポートと代表をすることができる組織を作る

ことは、小規模漁業者をエンパワーメントし、彼らの安全性を高める。しかしながら、現

代のノルウェー固有の小規模漁業’は単身操業であり、危険時に助けになる乗組員が
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いない。荒天時、小さな漁船は明らかに大型漁船よりも危険であり、周りに漁船は少

なく、救助に来てくれることも、家に知らせてくれることも少ない。 

小規模漁業者は過小評価されており、政府は漁業者の安全に対する懸念を軽視

している。また、漁業者が社会に提供している多くのサービスの背後には、彼らの生活が

あることが忘れられている。政府は、より大きい船にすれば悪天候でも操船しやすくなる

ので、小規模漁業者を排除することが国民へのサービスになると考えているかもしれない。

だが、ノルウェー固有の小規模漁業者が言うように、小規模漁業は自分で仕事を采配

出来る、「自由」という魅力的な特徴があることを忘れるべきではない。 

 

分野横断的なアプローチ 

 

小規模漁業ガイドライン 6.16 項では、「全ての関係者は、海上（内水面・海面漁

業）の安全性に関わる問題は複雑に絡み合っていること、安全性の欠落には複合的

な要因が隠れていることを認識すべきだ」としている。小規模漁業者の驚異的な死亡

者数には、漁業に伴う危険な行動や、荒れている海での操船の方法を知らないこと、

安全設備や救助サービスの不足だけが関係しているのではない。漁業者の貧困や周

縁化という状況をとらえる必要がある。それゆえ、小規模漁業ガイドライン全体は安全

対策の増進に関連するだろう。安全性にかかわる問題点は、進化した漁船や技術的

な要因のみによって低下させられるものではない（進化した漁船により、漁業者は大き

なリスクを選択するかもしれない）。それは、漁業をどのように組織化・マネージメント・

管理していくか、また彼らが社会における平等な一員であると認知されるためにどうすれ

ばいいかという問題でもある。 

小規模漁業における海上の安全性ほど分野横断的かつ全体的なアプローチが必要

とされている課題はない。科学的知見だけではなく、漁業者自身がもつ知識にも役割

がある。それゆえ、小規模漁業ガイドラインは、安全性向上に向けた国家戦略の実行

に漁業者も積極的に関わるべきだと述べている。海上において安全に操業するための

知識は、地理的条件によって異なり、地域の中に「保存」されている。それはハラムで見

られたように、新たな世代に継承されていた。安全な操業のために、漁業者は、どのよう
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に、どこで、いつ漁をするのか、どのルートは避けるべきなのかを知らなければならない。ア

イラート・スントが学んだように、ハラムの漁業者は彼らの漁場における操業について、地

域的かつ細かいノウハウを有している。それは、その漁場で何世代にもわたって漁業を継

続することで、獲得してきたものである。 

もちろん、一般的な安全対策のための講習はあり、ノルウェーの小規模漁業者はすぐ

利用することが出来る。漁業者に必要な、状況に応じた知識は、その知識を有する

人々、特に年長の家族と漁業をすることで獲得できる。漁業の安全が会話の一部とな

っている漁村地域において生活し、成長して行くこともまた、とても重要だ。特定の場所

や状況において、安全でいるための知識は、お互いの判断を信頼し合える人々の中で、

状況に応じて学び、双方向的に獲得していくのである。 
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漁村地域の縮小・再編と「漁業者知」の継承 

 

 和歌山県太地町に、「漂流人記念碑」という石碑がある。明治期、子連れのセミクジ

ラを追って沖合に出た鯨方の船団が遭難し、100 名以上が帰らぬ人となった。わずか

約 140 年前の出来事である。日本の沿海地域には、このような漁業や海運業などの

海難事故を今に伝える遭難碑が残されている。漁船設備や気象予測に関する科学

技術が未発達であった頃、「板子一枚下は地獄」という言葉は、今よりもずっと身近な

ものであった事だろう。漁業生産現場では安全性の改善が進められてきたが、現在にお

いても、漁業の災害発生率は陸上産業と比較すると約 6 倍とかなり高くなっている

（令和 2 年度水産白書）。原著者の言う通り、漁業は自然というコントロール不可

能なものを相手にする仕事である。揺れる船の上で、大きく重さのある漁具を操作して

漁を行い、波の動きや天候の突然の変化などの、不測の事態に的確に対応しなけれ

ばならない。一歩間違えれば命にかかわる危険な仕事である。「板子一枚底は地獄」

という言葉の重みには、現代においても多くの漁業者が同意するところだろう。しかし、あ

る程度コントロールできるリスクもある。例えば、重い荷物を繰り返し移動させるような動

作が繰り返し行われると、腰への負担が大きくなる。長期にわたってそういった労働が行

われることで、直接的に命に関わらずとも、体の故障を引き起こし、漁業者生命を短く

してしまうことも考えられる。このような体への負担を軽減するものとして、農業などで使

用されているパワードウェアを養殖業などに取り入れる動きも見られる。また、水産業へ

の IoT・AI 機器システムの導入も、漁業者のカンや技術に頼っていた作業を代替する

ものとして、期待が寄せられている。 

今川 恵 Megumi Imagawa  

（国研）水産研究・教育機構 

2006 年鹿児島大学水産学部卒業、2012 年三重大学生物

資源学研究科博士後期課程修了。博士（学術）。太地町

立くじらの博物館スタッフを経て現職。専門は、地域漁業におけ

る就業構造、小規模漁業・養殖業における漁具・漁法と技術継

承。近著に「太地水産共同組合の百年」（2019 年・共編

著）。 
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新たな科学技術を漁業に取り入れていくことは漁業者の命を守ることにつながってき

たし、これからもそうであろう。それに加えて、原著者が言うように、地域ごとの前浜に関

する漁業者の知識や熟練技術を次世代へ伝えていくことは、小さな漁村地域が沿岸

漁業の基盤となっている日本でも必要不可欠である。だが日本における漁業就業者の

減少は著しく、「知識や技術を継承すべき若者がいない」という地域も多くなっている。

一方で、都市部の若者や企業など、漁村外からの新規参入も地域によっては見られる

ようになった。上記の「漁業者知」というべき知識や技術は、漁村地域における地縁・血

縁関係の中で、漁業労働や生活を通じて、年長者から若者へと伝えられてきた側面も

大きい。安全対策に関わる地域漁業者ならではの知識や技術を、漁業に縁のなかった

新規参入者に、どのように継承して行くのかも、今後の課題ではないだろうか。 
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18 

 

好循環 

 

若松宏樹（農林水産省農林水産政策研究所）訳 

 
漁業管理システムは小規模漁業者のコミュニティをしっかりさせるために 

デザインされなければならない... 

 

漁業が繁栄すれば、地域も繁栄するのか？それとも、コミュニティが繁栄すれば漁業

も繁栄するのか？影響の矢印は、漁業からコミュニティへ向かうのか、それとも逆の方向

へ向かうのか？この答えは、政策に大きな影響を与える。前者の考え方を支持するなら

ば、海洋生態系とそこから得られる漁業資源を維持しさえすれば、漁業の操業は黒字

になり、その直接的な結果としてコミュニティも確固としたものになる。漁業が持続可能

であれば、そのコミュニティも持続可能であるので、コミュニティの存続の心配をする必要

はなくなる。反対に、漁業コミュニティが繁栄している限り漁業も持続的であるという考え

方は、Olof Hasslöf（1949）がスウェーデン西海岸の漁民に関するエピソードで語っ
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たように、漁業コミュニティの「社会文化」を維持する限り、漁業資源も維持されるという

考え方である。 

本章では、持続可能な漁業と漁業コミュニティの関係を相互依存的かつ相互支援

的なものとして考える必要があるということを、増加の一途にある譲渡可能個別割当制

度による漁業管理が、好循環になり得るものを悪循環に変える傾向があることを考慮

しつつ論じていく。 

 

漁業者になるには 

 

私が慣れ親しんだ漁業コミュニティでは、熟練した漁業者に成長するのはプロセスで

あり、本から学ぶようなものではない。自分のことを知っている人、信頼している人、そし

て自分のことを知っている人と一緒に働くことで、漁業を学ぶことができるのである。乗組

員は自分の住んでいる地域から来ており、近親者であることが多い。彼らは漁業の技

術だけでなく、行動するために知っておくべき規範や価値観も教えてくれる。時間とともに、

漁業者としてのアイデンティティも身につけ、それは単に何をするかだけでなく、自分が何

者であるかということを自分の目からも他人の目からも定義することである。このようにし

て、情熱的で誇り高い漁業者となり、コミュニティで堂々とした存在となる。もし、そのよう

なイメージを自分の中にも、地域の人々の中にも持ち続けることができないのであれば、

出口を探し始めることになり、その結果、地元を離れることもでてくる。 

漁業を持続可能なものにするためには、どちらの方向性が重要なのだろうかと考える

かもしれない。私は、どちらも必要不可欠であり、壊してはならないサークルを形成してい

るのではないかと考えている。そして、漁村を、漁業を行う場としてだけではなく、人々が

住む場所として考える必要があるのではないかと考える。したがって、漁村を魅力的な

場所にすることは、すべて良い漁業政策にもなるのである。 
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 持続可能な漁業コミュニティ 

 

利用可能な最善の科学 

 

漁業管理当局が「利用可能な最善の科学」に基づいて意思決定を行うと主張する

場合、利用可能な最善の社会科学は含まれない。これは、社会科学者がほとんどい

ない管理機関のスタッフ構成が原因である可能性が高い。したがって、図の左の矢印の

支持者はほとんどいない。私は現在の世界の漁業政策や私の国、ノルウェーの漁業政

策を知っているが、それらは主に右側の矢印に沿っている。持続可能なコミュニティとは、

漁業活動から生まれるものという考え方だけでなく、コミュニティから切り離されたときに漁

業が産業としてうまく機能するという暗黙の了解がある。これは、大規模漁業には当て

はまるかもしれないが、小規模漁業には当てはまらない。その結果、小規模漁業はコミ

ュニティから疎外され、コミュニティは衰退していく。この関係は双方向に作用するため、

サイクルは物事が双方向に作用するスパイラルとなる。 

資源の劣化は、「多すぎる漁業者が少ない魚を追いかけた」結果と考えるのが一般

的で、論理的な結論は、人を排除することとなる。したがって、漁業人口が減少したとき

に起こる漁村コミュニティの衰退は、必要かつ不可避なものとして認識される。ノルウェー
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の公的なタスクフォースは、ここ数十年の間に漁業者数を大きく削減して収穫量を一定

に保ったことを、「成果」と評している。しかし、それは漁業が何のためにあるのか、という

漁業に対するイメージが異なっているから出た評価ではないかと考える。持続可能な漁

業コミュニティが優先事項ではないのだ。 

漁業コミュニティの崩壊の原因と結果を、この図から読み取ることは困難である。その

プロセスは反復され、進行中であり、コミュニティにとっては忘却の彼方へのレースとなる。

割当制に責任をかぶせる人もいるかもしれないが、そもそも問題の引き金になるのは、

必ずしも割当制が原因ではない。割当制は、問題であると同時に解決策でもあると考

えられる。割当制は乱獲を止めることを目的としているが、コミュニティの存続に悪影響を

与える可能性、つまり船団と漁業者の世代を通じた若返りを阻害する可能性がある。

患者を治すことを目的とした薬が、かえって命取りになることもある。漁業者が漁業コミュ

ニティを必要とするのと同様に、漁業コミュニティも漁業者を必要とするのである。この相

互依存関係は、私たちがどのように計画を立て、統治していくかに関係してくる。漁村コ

ミュニティは資源の持続可能な利用のための漁業統治と同様の注意を払う必要がある

のだ。 

 

譲渡可能な割当量 

 

TAC（訳注：Total Allowable Catch；漁獲可能量）は漁業資源を乱獲から

守るためにある。重要ではあるが、それだけで持続可能な漁業を確固としたものにするこ

とはできない。また、漁業者の漁獲量を確保することも重要で、漁業者が漁業を継続

できるような配分が必要である。そのために個別割り当てがある。しかし、漁獲能力の総

量が大きすぎると、資源とコミュニティの両方の持続可能性にとって脅威となってくる。漁

獲努力は、資源が維持できるようにバランスをとるようにしなければならない。過剰な漁

獲能力は下げなければならず、割当制度はそれを達成するための仕組みである。割当

制度が導入されれば、TAC はより少ない人数や漁船で共有されることになる。経済的

な観点からは、これは特に残された漁業者にとって良いことであるといえる。効果的な手

段は、割当量を売買できるようにすることである。つまり ITQ（訳注：Individual 
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Transferable Quota；譲渡可能個別割当制）である。漁業者はここで、他の漁

業者から割り当てを買うことで、自分の漁獲枠を増やすことができる。漁獲枠には経済

的価値があるので、売り手は、良い値段で売ることができるかもしれない。これは制度

導入当初は無償で手に入れたかもしれない漁獲枠である。このように、売り手と買い手

の双方がハッピーになれる。しかし、自分の船と漁獲枠を持つ漁業者になろうとする若

者にとって、参入コストは法外であり、借金は自分一人で背負いきれる額ではない可

能性がある。企業のバイヤーのイギリスの巻き網漁業への参入を Emma Cardwell 

and Robert Gear （2013, p. 164）は以下のように説明している。シェットランド

の船長はこう後悔する。 

 

「7 人のオーナーがいて、全員が船を所有し、そこで働いていた。オーナーの 1

人が亡くなり、2 人が売却を強く望んだ。当時の船は 14 年前のもので、私

たちは船を売るか、新しい船を造るか、どちらかを選ばなければならなかった。

私はその時 58 歳だった。私の年齢では、あまりに大きな負担になるので、売

ったほうがいいと思った。一人二人は残しておきたいと言ったが、売るのが一

番いい方法だったようだ。今思えば、これが私がした最悪の決断の 1 つだった。

お金は稼いだし、今は経済的な問題もないし、心配はないんだけどね。しか

し、今、釣りをしている孫がいるんだ。私が売ったものを、彼らは決して手に入

れることができない。それが今の悩みの種なんだ。もし、私があの時、手元に

とどめていれば......という思いが、時々頭をよぎる。」 

 

漁獲枠が外部に売却された場合、漁業コミュニティが苦しむのは驚くことではない。ノ

ルウェーや他の多くの国で起こっているように、漁獲枠はより少ない人に集中する可能性

が高くなる。しかし、疑問は、もしこれを問題視するならば、それを気にするか、それとも

気にしないか、である。しかし自分の住んでいる地域が勝つか負けるかであれば、当然

気になってくるはずだ。自分の住んでいる地域が影響を受けない場合でも、より高い価

値や道義が危険にさらされる可能性があるなら、無関心ではいられないかもしれない。

たとえば、多くのノルウェー人がそうであるように、海岸一帯の居住形態や存続可能なコ

ミュニティの価値についてなら懸念するかもしれない。また、かつて共同で所有していた資
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源を私有化するという考え方に懸念を抱くかもしれない。 

ノルウェーの社会学教授 Ottar Brox は、「ある種の経済思想は、今日では、外国

船団や寄生的な仲介業者、失敗した輸出市場よりも、沿岸地域のコミュニティにとって

脅威となっている」と述べている*。現在では、ITQ がコミュニティに与える影響がどのよう

なものであるかについて、かなりの文献がある。Jeppe Høst（2015）がデンマークにつ

いて示したように、導入から 5 年後、漁港の数は 50％減少している。Gordon 

Winder（2018 年）の「漁業、割当管理、割当譲渡；生物経済学を通した合理

化」では、ITQ の導入後に起こることについての別の説明を提供している。漁業政策は、

単に経済学の教科書から抜き出したものではなく、エビデンスに基づき、実証的に検証

されたものでなければならない。その効果は耐え難いものであり、他の懸念や目標に矛

盾することが判明するかもしれない。 

ITQ のいったい何がコミュニティの観点から問題なのか？それは I なのか、T なのか、

それとも Q なのか？私の印象では、ノルウェーの漁業者は長く Q（割当）を受け入れ

ている。コモンズの悲劇に関するギャレット・ハーディンの考え方は、今や一般的な知識と

なっており、魚類資源を減少から守るために何らかの努力制限が必要であり、それが資

源の維持に役立っていることを証明する証拠も出てきている。現在、北極海のマダラ資

源は良好な状態にある。現在の漁獲能力を考えると、漁獲許容量に上限を設けない

でいると、危機を招くことは必至である。1960 年代のニシン漁の危機、1990 年代のタ

ラ漁の危機からの経験で、ノルウェーの漁業者はこのことをよく知っている。現在、地元の

フィヨルドの資源は危機に瀕しており、より厳格な規制措置が求められている。 

T-譲渡性についてはどうか？売買は今に始まったことではないが、魚の割当量につい

ても売買ができるということは、一般的にポジティブに考えられている。人々は、手元に置

いておきたくないものを売り、必要なものを買うことを喜ぶからだ。T は自由を感じさせてく

れる。ノルウェーの漁業者たちは、当初は割当制に批判的だったが、慣れてくると立場を

変えた。漁獲枠を直接売買することは許されなかったが、漁獲枠を付けた船を売買す

ることはできたのだ。その結果、船をスクラップして別の船に割り当てを移すことが許される、

一種の ITQ 制度が発達したのである。その流れで、割当売買の規制が緩和されてきた

のである。 

私の判断では、この頭文字の中で最も問題なのは、I（訳注：Individual、個別
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の意）である。これは、割当が漁船のオーナーのような私的な個人や法人に割り当てら

れ、取引上の自由が付随していることを意味する。購入した漁獲枠は再び販売するこ

とができる。しかし、もし自分のコミュニティで漁獲枠を維持するために隣人に売ったとして

も、隣人はそれについて同じようには考えないかもしれないのだ。 

割当制は結局のところ、持つ者と持たざる者、つまり割当権を持つ者と持たない者を

差別することになる。これは、従来から人々が「同じ船に乗っている（運命共同体であ

る）」コミュニティでは問題となる。そのため、平等ではない者同士が共存するための新

たな方法を見つけなければならない。ノルウェーでは、「クォータ（割当）・バロン（男

爵）」という言葉が新しく私たちの言葉となっている（Grytås 2014）。ITQ 制度を

全面的に受け入れているアイスランドでは、割当権者はコミュニティにおける「小さな王」

である（Chambers et al.2017）。これは集団行動にとって良くないだけでなく、コミ

ュニティにおける潜在的な紛争の原因でもある。 

 

私有化 

 

私有財産がなければ市場は機能しない。なぜなら、取引の対象となる品目を所有し

ていなければ、誰も売ることができないし、買うこともできないからである。漁業の場合、

これは複雑で、少なくとも漁獲される前の魚を所有することは容易ではない。それでも、

ITQ のように漁獲する権利の所有者になることは可能であり、漁獲枠の権利そのものを

商品にすることは可能である。しかし、共有財産として私たち全員のものであるものが、

なぜ一部の私的な少数の人のものにならなければならないのか、多くの人にとって想像

するのは難しいことである。これは上図のようなコミュニティ循環への思い切った介入であ

るが、それについて意見を持つことは、損をすることでも、得をすることでもないのである。

ITQ は「海の奪い合い」あるいは明らかな「窃盗」と非難されている（Macinko 

2017）。TBTI や、生計を資源に依存する人々にとって、これは「ブルー・インジャステ

ィス（訳注：Blue injustice；海の不当行為」を構成するものである。 

この問題は最高裁判所案件にまで発展することもある。アイスランドでは、ITQ 制度

が国連人権委員会に持ち込まれた（Einarsson 2004）。ノルウェーでは、最高裁
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判所が、漁業者は割当権を私有財産として「所有」しているわけではないとの判決を下

した。わが国の国会では現在、ITQ 制度を違法とする 3 つの憲法改正案が提出され

ている。そのうちの 1 つの提案にはこうある。「海洋資源はノルウェー国民の共有財産で

ある。いかなる個人も漁獲権を所有したり売却したりすることはできない。何人も永遠に

採捕権から除外されることはない」というものである。議会はまだこの提案について判断

を下していない。しかし、正確な文言はその過程で変更されるかもしれないが、この修正

案は政治的な立場でも左から右まで支持されているようである。 

2014 年に FAO 加盟国が小規模漁業ガイドラインに同意を与える時、彼らは「権

利に基づく漁業」と ITQ の概念を受け入れることなく与えた。その代わり、小規模漁業

は人権の原則と基準に従って統治されるべきだという考えを支持した。小規模漁業ガイ

ドラインは、保全対策として、また地域の生計を確保する方法として、CBM（訳注：

Community-Based Management；コミュニティ・ベースド・マネジメント；地域コミ

ュニティを主体とする管理）と保有について多くに言及している。しかし、漁業管理に人

権が関係するという考え方は、多くの人々にとって異質なものである。例えば、漁獲枠の

権利を人権として主張することができるのか、などである。しかし、これはノルウェーの先住

民サーミが行っていることであり、彼らは現在の国内法および国際法を味方につけている。

小規模漁業ガイドラインは、小規模漁業コミュニティや文化が絶滅の危機に瀕している

ことを認識しており、それについては人権侵害に相当する可能性がある。 

漁業管理の文脈における人権は、「消極的」な権利、つまり、個人や集団の幸福に

とって重要なものを失わない権利と考えることができるかもしれない。漁業管理システム

がどのようなものであるかを想像するのは難しくなく、国連人権委員会もアイスランドのケ

ースでそのような裁定を下している。 

漁獲枠の権利は、単に権利、つまり、持っているか持っていないかだけではない。漁

獲枠の権利とは、権利であると同時に、倫理的な観点から見て正しい、あるいは間違

っていると判断されるものである。ITQ に対する批判は、しばしば後者の観点からなされ

る。「間違っている」とする人々からは、漁獲枠の権利は、道徳的な理由から争われるこ

とになる。したがって、漁業管理の言説は、技術的な問題だけでなく、社会的・政治的

な観点からも検討されなければならないのである。 
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コミュニティ化 

 

ノルウェーでは、他の ITQ 諸国と同様、割当制は一方では国家、他方では私人や

企業との関係である。地元の漁業コミュニティは、漁業管理における役割も権利も責任

も認められておらず、明らかに欠落している。その結果、誰が漁獲枠を獲得し、どこで魚

を水揚げするかについて、地元の意見が反映されず、コントロールが効かない。権利保

有者にとっては、社会的責任も、コミュニティへの影響を考慮する義務もない。その結果、

コミュニティは、私的な漁獲枠の権利者の気まぐれな動きに左右されやすくなってしまう

のである。ノルウェーでは、トロール漁船は、特定のコミュニティにおける地元雇用を確保

するために、漁獲物を陸揚げすることを条件に漁獲枠の権利を与えられた。組織的な

違反があった後、トロール船はこの義務から解放され、それ以上遵守する必要はなくな

った。もう一つの規則は、最北端で漁業に最も依存している地方（フィンマルク）からの

割当権の売却を禁止しているが、この規則は割当の価値を低下させ、売却者を差別

しているとして、圧力を受けている。 

とはいえ、どちらの規制も、コミュニティの利益になるよう市場を誘導する方法が存在

することを示している。漁獲枠が個人ではなく、コミュニティに割り当てられた場合、コミュ

ニティは自分たちの権利と責任を持つことができる。アラスカの地域開発割当プログラム

のように、代替案も存在する。コミュニティが持つ知識があれば、現在の取り決めが州に

留保している分を、コミュニティが提供することができるだろう。 

もし、本気で小規模漁業コミュニティを支援しようとするならば、そして、持続可能な

漁村にするために必要な手段を講じようとするならば、上図のような悪循環を好循環に

転換させるような介入をすべきなのである。漁獲枠の確保によるコミュニティの強化は、

漁業権に担保価値も含めた市場価値があることから、強力な支援となる。割当の譲渡

可能性や他のアクセス制限メカニズム（漁獲日数、漁場、漁具の制限など）を必ずし

も阻止する必要はないだろう。譲渡可能性は、財産権の市場取引だけを意味するの

ではない。譲渡可能性とは、より広い概念であり、様々な形態の交換を含むものである。

社会科学者の間で長い間議論されてきたように、交換は社会的ネットワークやコミュニ

ティの中でも起こりうる。コミュニティは、漁業よりも割当権の価値から多くのものを得るこ
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とができるかもしれない。仮にコミュニティが売却を決定した場合、それはコミュニティの幸

福を念頭に置いた集団的な決定となるだろう。売却で得た収益は、コミュニティが望む

なら、代替雇用を含め、コミュニティに投資することができる。 

では、なぜ躊躇するのか。なぜ個人ではなく、コミュニティに ITQ の漁獲枠の権利を

与えないのか？この難問には、さまざまな理由があるようだ。第一に、経路依存性であ

る。ノルウェーの場合、漁獲割当制度を微調整しつつ安定させるのに何十年もかかった。

そのため、どのような改革もわずかなものになりがちで、全面的な見直しはコストがかかり、

論外である。割当制の導入以来、あまりにも多くのことが起こりすぎたため、簡単に解体

することができないのだ。もう一つの、より邪悪な理由は、現行制度が権力者である大

規模事業者を利するものであるということだ。勝ち組はこの制度を守る術を心得ており、

負け組は影響力を持たない。第三に、明らかに問題なのは、共有財産を私有財産に

変えるのは、法的にも政治的にも、その逆よりもはるかに簡単だということである。ITQ

制度はいったん定着してしまうと、後悔しても簡単には元に戻れない。ITQ が定着して

しまうと、後悔しても簡単には戻れない。これはアイスランドの経験でもある。 

しかし、第四の理由は、この章で私が主に主張してきたことだが、現在の経営者が抱

いている因果関係のイメージである。持続可能なコミュニティをつくるものは、上図の右

側の矢印の部分に限られている。現在の政策では、サイクルがすべて考慮されていない

のである。コミュニティは従属変数であり、独立変数ではない。割当制によって漁業者の

数と漁業能力が低下し、TAC によって割当シェアが拡大されると、結果として漁業関

係者の数が減り、少数の者がますます豊かになる。この考え方によれば、漁業コミュニテ

ィはある想像上の均衡にしか到達しないことになる。現実には、コミュニティは絡み合った

悪循環に巻き込まれ、危険にさらされることになるのである。 

 

偽りの必要性 

 

割当制度は、必然的に漁業コミュニティの持続可能なサイクルに介入する。そこでは、

コミュニティは従属変数であると同時に独立変数でもあり、小規模漁業が存続するため

の条件であると同時に結果でもあるのだ。割当制は、その設計次第で、破壊的な力に
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も建設的な力にもなり得る。権利がどこに帰属するか（個人かコミュニティか）によって、

サイクルを断ち切ることも、押し上げることもできる。後者への介入には、既成概念にとら

われない発想が必要である。ITQ は唯一の代替手段ではない。むしろ Umberto 

Unger（2004）が「偽りの必要性」と呼ぶようなものである。 

社会では、物事は常に現状と異なるものになりうる。私たちが強く望めば、物事は変わ

ることができる。革命は時折起こる。しかし、そこには経路依存性があり、転換を困難に

することはあっても、不可能にすることはない。しかし、現在の秩序から利益を得ている

人々は抵抗する可能性が高く、彼らはしばしば権力を味方につけている。多くの国では、

どこへ向かうかこれから選ぶことができる。その多くの国はまだ ITQ を実施していないが、

今まさに考えているかもしれない。スウェーデンもその一つである。もし、中央政府や市場

ではなく、コミュニティや CBM を選ぶと決めたら、どのように実現するかをイメージし始めな

ければならない。アラスカの地域開発割当プログラムをはじめ、他のモデルから学ぶべきケ

ーススタディは増えてきている。 

ケーススタディから教訓を引き出す場合、誤った結論を出さないようにすることが重要

である。コミュニティベースの割当制は、必ずしも実現可能な選択肢ではないかもしれな

い。失敗したとしたら、特定のデザインが原因で失敗したとは限らないかもしれない。それ

がルールなのか例外なのか、新自由主義的なパラダイムに基づいたシステムの例外なの

か、それとも協力的な原則に基づいたシステムの中で機能するのか、といった違いがある

のだろう。 

コミュニティ割当制度は、法律、組織作り、初期の資金援助などの面で政府の支援

を必要とする。市民社会団体や学術コミュニティも、提供すべきアイデアを持っている。ま

た、国家も重要な支援が可能で、コミュニティが持っていない能力と手段を持っている。

そして、小規模漁業ガイドラインの成立は、これらがさらに貢献する理由を増やした。 
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影の価格（シャドープライス） 

 

影の価格（Shadow Price）は資源経済学における重要な概念であり、その漁

業への投資価値を表すと言える。資源の潤沢度に比例して変動する見えない価格で

ある。たとえば、株式市場においてある企業の株価が 1,000 円であり、自分が考えるそ

の企業の価値が 10,000 円だった場合、影の価格は 9,000 円となる。つまり自分は

その企業には 9,000 円の投資価値（影の価格）があると考える。皆がそう考えた場

合、株は買われ、株価は 10,000 円となる。これは漁業にも当てはまる。 

オープンアクセスにある資源潤沢な漁業は投資価値も高く、影の価格は高い。そのよ

うな漁業には新規参入や漁獲能力向上への投資が起こり、漁獲が増加する反面、資

源が減少する。そうすると、影の価格も減っていき、投資価値がないところまで下がり、

乱獲状態に陥る。この影の価格を維持したまま漁業を行う権利ベースの管理に

IQ/ITQ（個別割当制度）、排他的漁業権漁業、水揚げ税の課税などが考えられ

る。ITQ では割当市場における割当価格が、また水揚げ税では課税価格が影の価格

となる。排他的漁業権漁業では経営主体が利益最大化をした場合の利益率が影の

価格となる。排他的漁業権漁業以外の方法は、資源評価による当該魚種の資源量

の把握が必須となってくる。 

しかし、これ以外でこの影の価格を享受している漁業が日本に存在する。現場では

よくある話かもしれないが、ある漁業では、漁況を聞いても皆口を揃えて「獲れない」とい

う。しかし、この漁業では皆が結託して外部にその魚が乱獲で獲れないと吹聴している

らしい。また、資源評価を頑なに拒んでいるという。これを影の価格を使って考えると、彼
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らがしていることが理解できる。何が起こっているかというと、獲れない（資源が枯渇して

いる）と吹聴することで世間での影の価格を意図的に下げているのだ。そうすれば新規

参入は起こらず、影の価格は維持できる。そして、現在の仲間内だけで過剰乱獲を起

こさないように取り決めをして、（大量に獲ると世間にも資源が豊富であることがバレて

しまう）、影の価格を維持している。資源評価も行わず、IQ/ITQ などの権利ベースの

漁業と同じような成果を残している。これが本当だとすれば、どれだけ行政コスト（資源

評価）の削減につながるだろうか。しかし、これは公になった時点で世間に投資価値有

りと判断され破綻する非公式な漁業形態であり、公的制度にできない。漁業コミュニテ

ィだからできる漁業管理といえる。 
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19 

 

なぜ MPA なのか？ 

 

森下丈二（東京海洋大学）訳 

MPA は人間社会的かつ生態学的な制度体系であり、その複雑性と動的な性格ゆえに 

管理運営には難題が存在する... 

 

MPA（訳注：Marine Protected Area；海洋保護区）は、それが導入された

海域で論争を引き起こしている。保全生物学者や環境団体は MPA を熱心に支持す

る傾向にあるが、MPA により影響を受ける資源利用者グループはしばしば反対を表明

する。地域住民も、MPA が彼らの行動の自由を制限するとなると、抵抗を示すことがし

ばしばである。 

MPA は興味深い存在である。私の学生たちに言っていることだが、MPA を好きにな

る必要も嫌いになる必要もないが、その正体は知っておくべきである。なぜならば、MPA

はそのうち我々のすぐ近くの海域にやってくることになるからである。愛知目標 11 は次の
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ように規定している。 

 

「2020 年までに、少なくとも陸域及び内陸水域の 17％、また沿岸域及び

海域の 10％、特に、生物多様性と生態系サービスに特別に重要な地域が、

効果的、衡平に管理され、かつ生態学的に代表的な良く連結された保護

地域システムやその他の効果的な地域をベースとする手段を通じて保全さ

れ、また、より広域の陸上景観又は海洋景観に統合される。」（注：環境

省のサイトの訳） 

 

この目標は野心的であると同時に、上記に述べた理由からも、障壁に直面する可能

性がある。MPA は海域の利用を必要とする既存の活動と競い合わなければならない。

したがって、MPA は水面上の生命と水面下の生命の双方に影響を及ぼすことになるの

である。 

既存の活動で混雑している沿岸域から離れたところに設置されるのであれば、MPA

が直面する難題も軽減されようが、実は沿岸域こそが MPA が最も必要とされる場所で

ある。沿岸域の海洋生物を保護（そして回復）するためには、人間の活動や現に存

在する社会システムを規制することが必要となる。海域の（そして陸域の）社会システ

ムに介入することなしに、海洋生態系を保護することはできない。環境保全は間接的

であるが、社会システムへの介入は直接的である。保全は目的であり、MPA はその手

段である。したがって、MPA は必然的に漁業活動のような海域の利用に干渉することと

なろう。そのため、MPA は漁業者と彼らが住んでいる地域社会の生活と暮らしに影響を

及ぼすものである。すなわち、海洋生態系の健全性を保護するにあたっては、社会シス

テムの健全性を危険にさらすリスクを負うことになるわけである。 

MPA が小規模漁業にどのような影響を及ぼし、逆に小規模漁業が MPA にどのよう

な影響を及ぼすのかは、実際に MPA が実施され、それの結果が調査されるまでは、誰

にもわからない。保全のための取り組みは、必ずしも常に小規模漁業と小規模漁業従

事者の暮らしと人権に敏感に対応するわけではない（Singleton et al. 2017）。 し

たがって、MPA がどのように設計され、どのように運営されるかによって、ポジティブな、あ

るいはネガティブな副作用が引き起こされることになるかもしれない。 
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漁業者を生態系の一部とみなすことは納得できるが、社会科学の学者は、漁業者

を単なる個々の捕食者としてではなく、構成者が相互に影響を及ぼしあう関係にある

社会的システムの中の、複数の利用者（捕食者）の一つとして捉えている。したがって、

MPA は、多様で、複雑で、かつ、動的な二つの体系の間のインターフェースとして存在

し、機能する。MPA が導入される沿岸域は、すでに多様な利用者で混み合っており、

彼らは空間と資源をめぐっての争いに巻き込まれている。沿岸域は紛争の空間であるが、

そこは同等のグループが権力を分かち合うような公平な競争の場ではない。MPA が対

立を増長させ、他者の犠牲のもとに特定のステークホルダーのグループに権力を与えるこ

とになるのかどうかは、探求する価値のある問題である。特にこの問題は、MPA を適切

に運営することが出来るかどうかという観点から重要である。 

沿岸域では、かつては漁業者が独占していた空間に、新しいステークホルダーのグル

ープが参入してくるということも起こっている。小規模漁業者や漁業コミュニティが、相対

的な弱者として苦境に立たされる一方で、他のステークホルダーは利益を享受するとい

うことが、ますます明確となってきている。小規模漁業者達には他に行き場はなく、さらに、

容易に無視されてしまう。TBTI としては、小規模漁業者は「無視するには大きすぎる」

という立場であるが、彼らが無視されてしまうということが、まさに現実として起こっている

のである。新しい「ブルーエコノミー（Blue Economy）」と「ブルーグロース（訳注：

Blue Growth；海洋ベースの成長）」というシナリオの下では、小規模漁業者の存

在はほとんど無視されているが、MPA は無視されてはいないのである。 

 

MPA とは何なのか？ 

 

MPA はどれほど効果的であるのか？これは経験論的質問であるが、部分的には、

MPA がどのように設計され、管理されているかに関係する質問であると同時に、MPA が

いかなる目標を達成することを目指しているのかにも関係する質問である。（環境）保

全は必ずしも唯一の目標ではない。MPA は漁業禁止水域（no-take zones）であ

るかもしれないし、一定の漁業活動を認める水域であるかもしれない。そのうちのどちら

であるのかは、（環境）保全の目標に影響を及ぼすのであろう。しかし、他の管理措
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置と同様に、MPA は必ずしも常にその目標を達成できるわけではなく、その理由は検

証されなければならない。 

もし漁業者を、単に海洋生態系における捕食者として捉えるならば、彼らのその世

話役（steward）としての役割を見落とすことになる。この捕食者としてのイメージの

下では、漁業者からの MPA への支持は期待できないために、MPA を漁業者から保護

しなければならないこととなる。捕食者には海洋生態系の世話役という倫理感はない、

彼らは海洋の生息域環境（habitat）の健全さなど気にかけていない、海洋は使うた

めにあるのであって、保護するためにあるのではないと思っている。もしこれが漁業者に関

するイメージ、見方であるとするならば、漁業コミュニティに MPA を押し付けるという構図

となる。漁業者は MPA を設置するという提案には反対であり、支持はしないということ

が当然のように想定され、実際に MPA 提案が抵抗にあうと、この想定が確定となる。

魚を漁業者から保護しようとすれば、漁業者は MPA 支持者から自らを保護することを

模索する。 

漁業者の MPA に対する反感は、MPA とは何かというイメージにも起因するのかもし

れない。そしてそのイメージは、MPA の公式な定義に規定されたものとは異なっている。

例えば IUCN（訳注：International Union for Conservation of Nature；

国際自然保護連合）の定義は次のとおりである。 

 

「上部の水圏を含む、潮間帯（intertidal）と潮下帯（subtidal）にお

ける関連動植物、歴史、文化物で、法もしくはその他効果的な手段で区

域全体あるいは一部の環境を保全するもの」 

 

この定義には人が含まれていない。社会的な要素は法律への言及だけに縮小化さ

れている。法律は社会にとって必要なパーツではあるが、それだけで MPA が機能するわ

けではない。ここでの考え方は、短期的に犠牲をこうむることを受け入れる場合にのみ、

人類は長期的な利益を受けるであろうというものである。しかしながら、問題は、人類も

短期的に生き延びる必要があり、そのため、いつも我慢する余裕があるわけではない。

MPA の規制を遵守しない漁業者は、それが窮乏によるものであろうが、強欲によるもの

であろうが、制裁を受ける。「空腹になるまでは誰もが環境保護者である。」人々の食
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糧確保を否定するような MPA は、人権侵害であるばかりではなく、おそらくは環境保護

措置としても効果がないものであろう。 

 

小規模漁業ガイドライン 

 

持続可能な小規模漁業の実現のための自主的ガイドライン（The Voluntary 

Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries：小規模漁業

ガイドライン）は、とりわけ食料安全保障と貧困撲滅に関心を払っている。また、そのた

めに、ガイドラインは MPA にも言及している。５.１５条の中には以下の規定が含まれ

る。 

 

「各国は、小規模漁業コミュニティを、彼らの暮らし方の選択肢に影響を及

ぼすであろう、保護区を含む管理措置の設計、計画、さらに必要に応じて、

その実施に参加させるべきである。とりわけ、女性、弱い立場や阻害された

立場にあるグループの公平な参加に特別な注意が払われるべきである。

（強調は著者による）」 

 

小規模漁業ガイドラインでは、MPA が小規模漁業に対して敏感な考慮を払うことを

求めているだけではなく、地域住民に対しても MPA の設置と運営に参加するように要

求している。MPA は共同管理の仕組みとして運営されるべきである。それによって、

MPA の管理目標がどうあるべきかについて彼らの間で交渉を行うことを、事実上、MPA

によって影響を受ける関係者に委ねるということになろう。そして、さらにそれは、MPA と

は何かについて、ケースバイケースの特定のコンテクストの下で定義するということにつな

がろう。その結果、彼らは IUCN の定義から外れるということを選択するかも知れない。 

Jentoft et al.（2011）によれば、MPA は複雑な一連の目標を有しており、それ

らは MPA が導入される海域に存在する諸問題の体系を反映したものとなっている。環

境保護問題だけが、MPA が関係する課題ではないかもしれない。例えば、MPA は雇

用を生むかもしれない。直接的には、MPA の管理運営を通じて、間接的にはエコツーリ
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ズム産業などの MPA の副産物を通じてである。また、MPA は管轄権の確保など領土

的関心の実現手段であるかもしれない。そのような関心が脅かされる場合には、所有

権主張の手段として使われうる可能性があり、小規模漁業ガイドラインもそれに懸念を

示している。MPA はこれらのようなケースのすべてを包含するものかも知れないし、それ

以上かもしれない。 

諸問題の体系とステークホルダーの組み合わせが変化するにつれて、MPA の目標は

時間とともに変化していくかもしれない。ステークホルダーは MPA の考え方に前向きかも

知れないが、それでも自らの関心に合わせて MPA の内容をねじ曲げたいかもしれない。

そのために、MPA そのものが紛争の場になってしまいかねない。もっとも立場が弱く、疎

外されたグループにとっての MPA の利害に比べ、最も力がある関係者の利害は緊急か

つ正当なものではないかもしれない。従って MPA は公正の問題を含みうる。ステークホ

ルダーの関心と計画は共有されていないか、表明もされていないために、MPA の公式の

目標は、実際に追及されているものとは常に同じではないかもしれない。MPA は管理、

参入、資源利用に関する運営規則を設置することで、「女性、弱者、疎外を受けたグ

ループ」への差別に対処するという明確な目標を有しているかもしれない。そのような目

標も、「グリーンな（環境にやさしい）」イメージを伝えるための「ショーウィンドーの飾り付

け（見せかけ）」である可能性もある。結果的に、MPA の定義は真の目標を正確に

反映していないかもしれない。MPA は生態系の保存だけを狙って他のことをするかもし

れない。MPA にはそれに沿って行動する他の関心事項があり、それこそがその MPA 設

立の真の理由かもしれないのである。 

MPA は、それが導入される地域の中に既に存在する不公平をさらに定着化するか

も知れない。南アフリカでの Jackie Sunde の調査は、いかに MPA が地域住民を彼ら

の伝統的な生活と漁業の地域から排除しうるかを示している。彼女の博士論文のケー

ススタディ（Sunde 2014）によれば、地域住民が地域共同体の海浜と崇拝のため

の地から閉め出され、一方、政府はそこにホテルが建設されることを許可したのである。

筆者自身のニカラグアでの調査では、地域住民が、MPA を、観光業者が奪った漁場を

奪い返す手段とみなしたことから、その設立提案を支持したという例を提供している

（Gonzalez and Jentoft 2011）。したがって、MPA は、異なった状況の下で、異

なったステークホルダーに対し、異なった存在であり、異なった影響を及ぼすのである。 
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イメージ 

 

したがって、ステークホルダーが MPA について持つイメージが、それは一般的な場合も

特定のケースも含むが、彼らの態度と行動を決定するかも知れない。そして、最終的に

はそのイメージが、彼らが MPA を支持するか反対するかを決定することになる。このよう

なイメージは、時とともに、経験に基づいて変化していくかもしれないが、当初に MPA の

提案がどのように彼らに伝えられたかによって影響を受ける可能性が高い。これが、MPA

の計画のプロセスの当初からステークホルダーが持つイメージを考慮に入れるべき理由で

ある。もし MPA に関する議論の始まり方が悪ければ、後になって様々な困難が出てくる

可能性がある。これは、MPA のステークホルダーを教育するという問題のみではなく、

MPA の提案者に彼らが直面するであろう状況について教育するということでもある。 

（提案を立案する者である）メッセンジャーが、伝達されるメッセージの内容と同様

に重要であると想定するのがいいだろう。MPA は社会的な事業の一形態であることから、

信用の確保が要素となる。そして、政府、あるいは誰がその支持者であろうと、善意に

基づくものであっても、常にその信用を得ることはできないかもしれない。科学者はしばし

ば最初から MPA を促進する立場にあるが、地域住民には理解されないか、あるいは評

価されない行動目的を持っている。したがって、特に関心を引くのは、地域のステークホ

ルダー自身によってはじめられた MPA、すなわち、地域で認識されたニーズから生まれた

MPA について学ぶことであろう。そのような MPA はよりうまく運営されるのであろうか？そ

のような MPA は外部から押し付けられたものと何か違いがあるのであろうか？どのような

意味で異なるのか、結果はどう異なるのか？このようなことを学ぶことは、MPA の計画を

立てるプロセスのステップ・ゼロをどのように進めるかについての手がかりを提供するかも知

れない。地域住民は、環境保全の目的とは異なる、実際的な意味のあるイメージを有

しているかもしれない。 

小規模漁業者は、必ずしも MPA が持つ環境保全の目的に反対というわけではない

が、無条件で賛成というわけでもないかもしれない。MPA の主要なデザインに関する決

定を行う前に、どのような条件があるのかを知ることは有益である。小規模漁業者などの
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ステークホルダーは、MPA とはどのようなもので、何のためのものであると考えているの

か？MPA についてどのような規則を彼らは求めるのか？例えば、誰が MPA へのアクセ

スを有するべきか？誰がどのようにして MPA を管理するのか？このような要求は、他の

ステークホルダーの要求とは非常に異なったものであるかもしれない。 

MPA は白紙状態の海域に設立されるわけではない。MPA の創設をとりまく価値、

規範、そして原則が、どの程度まで漁業操業と漁業共同体を統べる既存の価値・規

範・原則と連携することが出来るか？妥当な仮説としては、両者の乖離が大きければ

大きいほど、地域の漁業関係ステークホルダーによる MPA 支持が少なくなる、ということ

が考えられる。一般的に言えば、これは慣習的な規範と MPA の規範の連携の程度に

関する「法的多元論」の問題である。 Maarten Bavinck （2001）が論じるように、

もし連携が行われないならば、紛争につながりうる。複数のステークホルダーのグループが

存在し、それぞれが異なる制度や組織に属し、異なる規範に従っているという事実が、

MPA とその運営に複雑さを加えている。したがって、MPA を管理運営するということは、

対立する関心事項を扱うということだけではなく、法的な対立をも扱うことになるというこ

とである。 

小規模漁業従事者は他のステークホルダーと同様の懸念と目標を共有しているかも

しれないが、それでもまだ MPA の運営と実施に反対しうる。三か国（スペイン、メキシ

コ、エクアドル）で行われた MPA に関する現地調査によれば、小規模漁業者は、どの

ような原則に基づき MPA が設計され、ルールや規則が適用されるかについては、おおむ

ね合意している。しかしながら、三つのステークホルダーのグループ、すなわち小規模漁

業者、観光業者、管理者を比較すると、相当な意見の相違がみられた。そのため、ル

ールと規則について合意を形成することは、関係者を包含し透明性の高い行政的プロ

セスを必要とする難題となるであろう。興味深いことに、三つのステークホルダーのグルー

プは、生活を依存しているという観点から、小規模漁業者の関心が最も優先されるべ

きという点については合意していた。 

もう一つの注目すべき発見は、ステークホルダーのグループにとっては、MPA にルールと

規則が伴うというという事実は問題視されない一方で、彼らは、意思決定は地域レベ

ルで行われることを望んでいるという点である。すべてのケースにおいて、ステークホルダー

は、MPA のルールと規則は厳格に守られるべきであること、（義務を果たさず利益を得
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る）ただ乗りは許されるべきではないことに同意した。三か国での調査において、ステー

クホルダーのグループは環境保全の目的が最優先であることに同意した。しかし、通常

信じられている事実に反して、ステークホルダーは、環境保全と資源利用を相互に排他

的なものであるとは見なしていなかった。MPA は環境保全を主目標とすることが出来る

が、そのために対象海域での資源利用をすべて排除する必要はない。特に、海洋環境

の健全性を保護するための他の措置が導入されている場合はそれが言える。ステークホ

ルダーの視点からすれば、漁獲禁止海域だけが海洋生態系を保全する方法ではない。

（環境保全と）同様に正当である社会的問題意識が有効に扱われるように、それら

に対応して区別され変更されたルールが適用されるべきである。 

 

政治的な連携 

 

MPA がその約束を果たすことが出来るかどうかは重要な質問である。海洋環境の保

全、あるいは漁業管理の手段として、MPA はどれほど効果的であるのか？しかし、これ

は重要で正当な質問ではあるものの、質すべき唯一の可能な質問ではない。MPA は

技術的な手段としてみなされ、したがって、それが課された仕事をこなせるかどうかを議

論するのかも知れない。管理者にとっては、これは重要な問題である。 

しかし、社会科学の研究者は、MPA を社会的価値、規範、原則に満ちた政策遂

行の仕組みとして捉えるであろう。社会科学の研究者は、MPA の組織的な特性と意

思決定の過程に関心を持つであろう。それは、それらがどれほど包含的で、透明性があ

り、参加機会が提供されているかなどの観点を含む。すべての関係するステークホルダー

は参加しているのか？プロセスは公正で、結果は正当か？関与した参加者の間の力

関係は、プロセスと結果にどのような影響を及ぼしたのか？ 

仮説として考えられるのは、MPA のデザインと機能が良好な管理の原則（例えば小

規模漁業ガイドラインに規定されたもの）と一致していればいるほど、その MPA が環境

保全と社会的目標の双方を実現するように機能する可能性が大きい、というものであ

る。 

MPA の動的な側面である相互作用にも、同様に焦点を当てなければならない。
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MPA に関する異なるイメージ、関心、そして力量を持つ複数のステークホルダーのグル

ープが存在することから、MPAは政治的連携の形と考えられる。それは、物事が交渉や

外部からの影響に左右される、緩やかな連携の仕組みである。 

ステークホルダーとしては、MPA が彼らにどの様な利益をもたらすかについての期待が

あるが、同時に彼らは、MPA が機能するための有形無形の貢献への潜在力も有して

いる。ステークホルダーがもたらすものは何か？そして、彼らが見返りに何を期待するの

か？これは必要不可欠な情報であるが、その質問に対する答えは、異なるステークホル

ダーごとに、非常に異なるものとなる可能性がある。個々のステークホルダーは、獲得す

るものと犠牲にするものの差し引きの計算結果がプラスである限りは、MPA を支持する

と考えうる。したがって、ステークホルダーにとっては、彼らが支持するということは理にかな

った選択の問題ということになる。MPA に関する何よりも重要な関心事は、何がステー

クホルダーからの支持を導き出すかではない。MPA の提案に直面した時、地域住民は、

MPA とは何かを聞くだけではなく、それが「彼らのために」何をもたらすものであるのかにつ

いても聞くという可能性がある。彼らの個々の目標を達成する方法は、他のステークホ

ルダーとの相互作用を通じてとなる。利益の共有はゼロサムのゲームである。 

しかし、MPA は集合的活動でもあり、潜在的にはプラスサムで共同的にもなりうる。

参加するステークホルダーが、MPA という共同プロジェクトに同意することが出来るとすれ

ば、集合的な見返りは個々が獲得するものの総和よりも大きくなる。したがって、ステー

クホルダーは、MPA の中に「自分のために」ではなく「我々のために」どのような利益があ

るのかに焦点を当てる。個々と全体の双方の利益を伝えることが、MPA を計画している

者が最も初期段階で集中する必要がある事柄であろう。もし MPA がその双方に利益

を提供することが出来れば、成功する可能性はより高くなる。 

ステークホルダーの個々の求めるものは、彼らステークホルダーの相互関係と同様に、

時とともに変化するかも知れず、それに伴い MPA の目標も変化する。したがって、MPA

は動的で、制約がなく、そして不安定な体系である。そこではステークホルダー間で異な

るレベルの力が存在し、彼らの関心事項は MPA が動き出す前と動き出した後の両方

の場面で提起される。MPA の目標は交渉の対象であり、そこでは対立が内在する。環

境保全の目標、そして共同体における持続可能性への潜在的な貢献は、環境や社

会についての価値観、同様に倫理観にも関係するモラルの問題である。したがって、ス
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テークホルダーは、MPA を強く支持するイデオロギー的な理由を持つかもしれず、その場

合には、彼らの個々の費用対効果の分析とは関係なく、MPA というものを支持すること

になりうる。 

複雑な構成と機能を持つイメージでとらえる必要がある。MPA の管理運営は科学

的課題ではなく、指揮命令系統の問題でもない。それは政治的な取引や周旋の問題

である。そのような複雑なイメージを持つことが出来れば、具体的な事例の中で、なぜ

MPA が成功もしくは失敗したのかを説明することに役立つかもしれない一連の質問が

思い浮かんでくる。 問題は、MPA が、ステークホルダーの個々の、全体としての、そして

イデオロギー的な関心と願いをどの程度まで実現していると、彼らが感じるかということで

あろう。MPA の管理運営、価値観、規範、そして MPA がよって立つ原則を含むそのデ

ザインと機能に関心があるのである。 

また、MPA が導入される社会的、生態学的体系に、MPA がいかに適合するかどう

かについても知る必要がある。 その体系は静的なものではなく、MPA の実施の以前も

その後も、それ自体が本質的に動的なものである。そして、MPA はその体系を変容させ

うる新たな原動力を提供するかも知れない。MPA がよくデザインされたものであれば、特

にそれが連携と相乗効果を築くことに役立つのであれば、建設的な役割を担うかもしれ

ない。解決策を語る前に、特定の海洋の体系の下で、解決するべき問題を定義するこ

とから行うべきである。MPA がその問題の唯一の解決策であるというのは、既定の事実

ではない。その MPA は「ハンマーで床にペンキを塗る」ようなお門違いのものであるかもし

れない （Degnbol et al. 2005）。問題が効果的に対処され、それが小規模漁業

ガイドラインにあるように社会的に正当な方法でありさえすれば、方法は重要であるべき

ではないのである。 

MPA を、SDG 目標 14 に言う「水面下の生命」を主に対象とするものであると考え

るのは、あまりに単純化しすぎであろう。MPA が成功したか失敗したかは、水面の上で

何が起こっているかで判断される。また、水面の上で起こっていることを、水面下の現象

を支配する方法であるとみなすべきでもない。水面の上で起こっていることは、価値があ

るからこそ、それ自体で重要である。したがって、MPA は二つの目標を掲げるべきである。

すなわち、水面下の生命と、水面の上の生命の双方を持続させることである。しかしな

がら、たとえ MＰＡがない場合でも、両方の目的を達成するそれ以外の手段の可能性
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を探ることについて受け入れるべきである。 
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海洋保護区をめぐるイメージと現実 

 

海洋保護区（MPA）に関する一般的なイメージとしては、海洋環境や海洋の生

物多様性を保護するために、広大な海域で恒久的に漁業を禁止する、いわゆるno-

take zone を思い浮かべる向きも多いだろう。生物多様性条約（CBD）締約国会

議が2010年に採択した愛知目標では、「2020年までに沿岸と海洋域の10%に保

護区またはその他の効果的な保存措置を設定する」ことが掲げられ、さらに、本項執筆

時点（2022年1月）には、この後継の目標として2030年までに海洋の30%を保護

すると言う提案が議論されている。広大な海域をMPAで覆うということが国際的な方向

性となっている一方で、漁業者や環境保護に後ろ向きな勢力はこれに反対していると

いう印象もあろう。 

数値目標の達成とステークホルダーの間の対立のイメージが一人歩きしている間があ

るが、本来、海洋環境・海洋生態系・海洋生物多様性の保全と持続可能な形での

海洋生物資源の利用は、矛盾もしていなければ対立する概念でもない。むしろこれら

はコインの裏表であって、健全な海洋環境なしに健全な漁業もないし、正当な漁業者

は海洋環境の見守り役（スチュワード）であって破壊者ではない。それにもかかわらず、

なぜMPAをめぐる議論が賛成か反対かの二者択一的に捉えられ、対立ばかりが強調

されるのか。本書の著者であるスヴェイン・イェントフトは本章でこの問題を詳細にとりあ

げており、大いに納得できる分析を提供している。 

論点を加えるとすれば、MPAの設定をゴールとして主張する考え方と、将来に向けて

の海洋環境の保全の出発点とする考え方の違いという要素もあるだろう。通常の状態

森下  丈二 Joji Morishita 

（東京海洋大学 海洋政策文化学部門 教授） 

京都大学農学部｡ハーバートﾞ大学（公共政策学修士）。農

学博士（京都大学）。1982 年に水産庁入庁、在米日本大

使館などを経て 2008 年より水産庁参事官。2013 年より国際

水産資源研究所所長。2016 年より現職。農林水産省顧問。

専門は国際海洋・漁業政策。水産庁で二国間漁業交渉、各

種地域漁業管理機関、国連等での海洋・漁業問題、多国間

環境保護協定を担当｡北太平洋漁業委員会（NPFC）科学

委員会議長、国際捕鯨委員会（IWC）議長他を務めた。 
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でも海洋環境とその生物相は常に動的に変動しており、その中で漁業者を含むステー

クホルダーの反発ではなく協力を得つつ、海洋をモニターし、保存管理措置の効果を見

極め、必要に応じてそれを修正していくということをしない限りは、本来の目標である海

洋環境の保全の達成は困難である。 

広い海域をno-take zone として終わりというペーパーMPAは、設立時のメディア上

のインパクトは大きいかもしれないが、実効性の観点からは設置前後で何も変わらない

ケースや、海洋環境の動的変動に対応できず、むしろ環境の悪化に対してタイムリーな

対応ができない事態さえ生じかねない。 

MPAの提案に賛成するか、反対するかといった二者択一の議論から脱却し、ステー

クホルダーの協力を得ながら海洋環境の実効性ある保全を図るためには、どの様な措

置が可能かについて論じる時が来ている。 
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20 

 

ガバナンスとは、とにかく何？ 

 

竹ノ内徳人（愛媛大学南予水産研究センター）訳 

 
ガバナンスの概念は、持続可能な漁業開発と社会正義の達成に関連する 

複雑な課題についての展望を示唆している。 

 

小規模漁業の会議で、管理についても同じように話すことができるのに、なぜガバナン

スについて話す必要があるのかと尋ねられた。違いは何だろうか？ 

説得力のある答えをすぐに出す必要があると感じたので、私はこう言った。 「取締役

会が行っているのはガバナンスだが、CEO が行っているのは管理だ。」 これはその人にと

って理にかなっているようで、彼はそれ以上追求しなかった。しかし、これはせいぜい違い

が何であるかを説明するためのきっかけだったが、それ以上の説明の機会はなかった。ど

ちらの概念も同義語として使われることが多いため、その人にはこの質問をする権利があ

ると感じた。 彼は定義を求めた、そして定義は短くてきびきびしているはずである。 
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 私たちが経営について話すとき、私たちはしばしばガバナンスを使用することもできた

ので、これは学術文献を掘り下げていない人にとっては混乱を招くに違いない。私は私

自身の過去の執筆でその区別について明確ではなかった。それはこの本の最も古い章

でも見ることができる。後から考えると、共同管理という言葉を使ったとき、私はコ・マネジ

メント（訳注：Co-management;共同管理）と言うことができた-そしてそうすべき

だった-。近年、私は後者をより多く使用し始めた。なぜなら、それはガバナンスの標準的

な定義と計画および意思決定のプロセスにとても一致しているからだ。 

ガバナンスは、小規模漁業ガイドラインに関する技術協議の際に多くの代表者にとっ

て難しい概念であることが判明し、彼らはそれを削除することを望んでいた。その古代の

ルーツ、ギリシャの古代にさかのぼり、政策界や現在の学術的言説で頻繁に使用されて

いることを考えると、これは技術協議の場に参加する多くの人にとって驚きだった。しかし、

その関連性を主張した市民社会の代表者のおかげで、この概念は存続した。したがっ

て、ガバナンスの概念は、10.7 のようにいくつかの記事に記載されている。「州は、生態

系アプローチを考慮し、国内法に従って、地方の統治構造が小規模漁業の効果的な

管理に貢献する可能性があることを認識し、必要に応じて促進する必要がある。」興

味深いことに、この記事にはガバナンスと管理の両方が含まれている。 

これは、それらが同義ではないことを示唆している。それでも、ガバナンスとは何かという

直感的な認識にもかかわらず、概念を明確にする必要がある。 なぜそれは漁業の文脈

で必要なのかについて、どういう意味を持つのか？それを使い続けることがどれほど重要

なのか？ 

 

ガバナンスに関する質問 

 

議論の余地のないいくつかの事実を述べることから始めよう。小規模な漁業は、私た

ちの食料安全保障と栄養にとって重要である。彼らはまた、世界中の何百万もの人々

のために雇用を創出している。それらは地域社会と国民経済に繁栄をもたらしている。

ただし、これらのサービスを当然のことと見なすことはできない。現在、魚の資源の 30％

が乱獲されているため、漁業の持続可能性は課題となる。生物学的および環境的懸
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念、ならびに社会的および経済的問題があり、無視してはならない。漁業努力の成長

に伴い、私たちは生物学的限界と経済的および社会的挫折に達した。資源が不足し

ていると、競争と不安が続くことになる。漁民や地域社会に繁栄をもたらす可能性のあ

るものは、代わりに貧困や疎外につながることがよくある。したがって、いくつかの課題があ

る。a）複数の利害関係者の利益に奉仕する過程で、水産業や海洋生態系を破壊

しないようにするにはどうすればよいのか？ b）収穫して破壊することなく、社会を構築

するのに役立つ方法で、どのように彼らのサービスを利用するのか？そして、c）合理的、

公正、そして平和的な方法で海洋資源をどのように活用するのか？これらの課題等は

すべて、基本的には管理ではなくガバナンスに関するものだと私は主張する。 

これらの課題はどれも簡単な答えはない。それでも、私たちはそれらについて無関心

であることはできない。難しいからといって無視してはいけない。漁業は、漁獲（捕獲）

モードであろうと養殖（農業）モードであろうと、複雑な社会的および生態学的システ

ムを形成し、持続可能な解決策を探す際には、その相互関係と規模を超えた相互依

存性を考慮に入れる必要がある。ただし、これらのシステムが何であるか、それらが何で

構成されているか、それらの境界が何であるか、およびそれらがどのように機能するかを完

全に理解することは困難である。それらは本質的に不安定である；それらは動的であり、

時間とともに変化し、自然なプロセスだけでなく、人間の干渉や相互作用も含むからで

ある。したがって、それらを完全に理解、管理、および制御することは困難である。管理

介入は、特に漁業管理者の主導と管理なしに発生する他の多くの要因の中において

推進力になる。常に非常事態に備える必要があるが、迅速な修正がないため、経験か

ら学ぶこともできる。コンクリン氏は次のように述べている。「いくつかの問題には非常に複

雑なものがあるため、それらについて決心するためには、高度な知識と十分な情報をも

つ必要がある。」 （Conklin 2006、p.1）。 

 

コモンズの悲劇 

 

これらの問題等に技術的な解決策があり、科学に完全に頼ることができれば、もっと

簡単だったことであろう。しかし、ギャレット・ハーディンが「コモンズの悲劇」（1968 年）
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として SCIENCE での独創的な論文で指摘したように、それは私たちが持ち得ない贅

沢である。彼の論文は、水産業そのものではなく、アクセスと行動を制御できる資源に

関するものである。もちろん、水産業はそのような資源であり、「最初の」水産業は、行

動を導くいかなる社会的規範の下でも行われていなかったと想像することができる。歴

史は、これが規則ではなく例外であったことを示している。自由は絶対ではなかったので

ある。 

漁業管理は、進行中の規制システムへの介入であり、少なくとも私たちが意図してい

るように、うまく機能する場合と機能しない場合がある。漁業管理にはしばしば規則の

対立が伴う。つまり、すでに現地に存在する規則と政府が課す規則との間での緊張関

係のことである。したがって、政府がすでに困難な状況を悪化させることは常にリスクにな

る。経済学者が「市場の失敗」（コモンズの悲劇を認識している）と考えるものが、政

府または官僚的な失敗になるということである。 

ハーディンの論文は、水産業の世界の経験的な説明としてではなく、分析的なステー

トメント、数式として見なされるべきである。彼の物語は囚人のジレンマゲーム（訳注：

ゲーム理論の一種）である。 このゲーム内で想定される条件下では、悲劇は確かに発

生する。 ただし、仮定は、物事がどのようになっているのか、またはこれまでにあったのかに

ついてのステートメントではない。 それらは私たちの思考を合理化することを目的としてい

る。「コモンズの自由」は、必然的に「すべての人に破滅をもたらす」とハーディンは推論し

たのである。 

責任や制限を課すことなく、すべての人が資源を無料で利用できるというオープンアク

セスの原則は、水産業の統治方法を支えている場合と支えていない場合がある。すべ

ての原則がそうであるように、それは規範的な原則であり、それはかなり異なる可能性が

ある。ハーディンが主張したように、水産業では、アクセスと行動の規則の導入、実施、

施行は単なる技術的な演習ではなかったのである。それどころか、漁業管理は本質的

に政治的であり、科学者や管理者だけでなく、幅広い関係者の関与が必要となる。漁

業管理は、どのように、どこで、いつ、どれだけ、そして誰が漁業をするべきかについての規

則を作る。また、これらの問題等について誰が決定を下すべきかについても同様である。

これが、ガバナンスが管理よりも適切な概念である理由でもある。 

科学は漁業のガバナンスにおいて重要な役割を果たすが、漁業の複雑さ、漁業管
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理を本質的に倫理的かつ政治的な問題にする複数の懸念と利害関係は、私たちがし

ばしば「厄介な問題（訳注：Wicked problem；これといった正解のないような問

題）」と呼ばれるものに対処していることを示唆している（－1973 年の別の独創的な

記事で Rittel と Webber によって最初に造られた用語）。厄介な問題は簡単に消え

ることはなく、一度限りで解決されることはないが、常に注意を払う必要がある。また、気

候変動などの環境問題のように、漁業がセクター外からの問題の受け手である場合の

ように、それらはより大きなシステムの一部でもある。漁業者は、それ自体が漁業とは関

係のない理由で貧しいかもしれないが、他のセクターの人々が特定の国で貧しいのと同

じ理由で貧しいかもしれない。これは、コモンズの悲劇のような問題の単なる発生者で

はなく、漁業が受け手であることを意味している。 

厄介な問題について、Rittel と Webber は科学とは異なる問題解決のプロセスを

想定している。「厄介な問題の解決は、議論の余地のあるプロセスとして理解する必要

がある。これらの異なる立場に賛成と反対の議論が構築された」。ハーバーマス（訳

注：ドイツの哲学者・社会哲学者・政治哲学者）と「コミュニケーションの合理性」の概

念を知っている人にとって、これはおなじみのように聞こえる。Rittel と Webber が早くも

1973 年にそれを提言したことは、今でも注目に値する。彼らの立案した考え方は、現

在のガバナンスの認識とよく一致している。 

 

ガバナンスの定義 

 

TBTI の 5 つの大きな研究トピックの 1 つは、「ガバナンスのガバナンス」である。適用

されるガバナンスの概念は、Jan Kooiman の同名の本（2003）から引用されており、

形容詞「インタラクティブ（訳注：相互作用という意味）」がガバナンス用語に追加さ

れている。 

 

「社会問題を解決し、社会的機会を創出するために取られた公的および私

的相互作用の全体。それには、それらの相互作用を導き、それらを可能に

する機関が作用する原則の策定と適用が含まれる。」 
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この定義は、海洋の領域だけでなく、他のガバナンスの定義と大差ない。これは、技

術的、科学的意味での管理だけでなく、政府以上のものを含むものとしてのガバナンス

の考え方に基づいている。ガバナンスには、市民社会と市場関係者の役割がある。これ

らはすべて、何らかの形で私たちの社会のガバナンスに貢献しているからである。漁業関

係者の利害関係は、関係者の数と同じくらいたくさんある。FAOの定義の言葉からは関

連する要素が含まれている。 

 

「漁業のガバナンスは、セクターの最優先の原則と目的を確立する。そして政

策と規制の枠組みを発展させる。それは政府と市民社会を結びつけ、個人、

部門、社会の視点を調和させ、社会秩序と生産的な社会生態学的システ

ムを維持する。利害関係者の相互作用を合法化してバランスを取り、意思

決定と規制を実施し、管轄、空間、時間のスケール全体で一貫性を維持

する。最後に、電力、リソース、および利益の割り当てを調整し、学習および

変更するためのガバナンスシステムの能力を維持する。」 （FAO 2019） 

 

ガバナンスには、ポジティブな目標とネガティブな目標の両方がある。積極的な面は、

それが達成されるべきことを強調する。これは、ガバナンスが「社会的機会の創出」でも

あることを強調して、Kooiman が示唆していることである。「制度の世話」は、議題に反

対し、その存在に疑問を呈する可能性のある内外の力からの保護を伴う場合、否定

的な目標と見なすことができる。Kooiman と FAO はどちらも、ガバナンスの原則の策定

について言及しており、どちらもガバナンスのインタラクティブなプロセスを強調している。利

害関係者の参加に重点を置くことは、ガバナンスの限界に部分的に対応することであり、

ガバナンスの関係者がおそらく認知し実行できることである。この解釈では、漁業のガバ

ナンスは複雑な問題であり、複数の懸念があり、知識に対する要求が高い。したがって、

利害関係者はうまく統治するために必要なすべてを持っているわけではないが、彼らは

一緒に社会問題を解決し、本質的に厄介な問題に対処するための機会を創出するた

めに不可欠な知識や資源を有している。ガバナンスには、小規模な漁業関係者やコミ

ュニティを含む、民間および公共の利害関係者を含むインタラクティブな学習のプロセス

を通じて、利害関係者の知識の集約と調整の両方が含まれる。 
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ガバナンスのイメージ 

 

この解釈では、ガバナンスは、意思決定のチェーンの受信側に利害関係者がいる、

階層的なトップダウンのコマンド＆コントロール方式では機能しない。ガバナンス機関はピ

ラミッドではなく、システムの外部からの入力がほとんどなく、目標が中央レベルで開発さ

れる。ピラミッドモデルは、漁業の動的な社会および生態系の問題のように、堅固で堅

牢だが、内向的でもある。一方、インタラクティブ・ガバナンス（訳注：Jan Kooiman

が提唱するガバナンスの概念）は、防御することに関心があり、実現することを期待し、

貢献することで、多かれ少なかれ中央に位置する複数の利害関係者のよりオープンな、

したがって流動的な制度的ガバナンスシステムを示唆する。ここでは、ジェームズ・マーチ

の「政党連合」（1962 年）としての組織の考えが思い浮かぶ。そのような連立政権は

本質的に不安定であり、それはまた、支配を争う多かれ少なかれ強力な利害関係者

間の対立に耐えなければならないからである。したがって連立政権は、共通の目標、つ

まりトップダウンから与えられて実行されるのではなく、政治的プロセスの交渉結果である

目標へのアクターのコミットメントを確保するために常に必要である。このモデルは、ピラミ

ッドというよりも「バラ」に似ている。ここで、ガバナンスとは、政治的仲介や、政府がその 1

つである公的および民間の利害関係者間のパートナーシップの構築よりも、最高権力

の行使に関するものではない。 

このような厄介な問題の解決と機会の創出を促すガバナンスと制度に対する認識か

ら、実証研究の対象となる可能性のある多くの重要な問題が出てくる。そのような問題

には、利害関係者が誰であるか、そして彼らが危機に瀕しているものが正確に何である

かが含まれる。漁業者は同種のグループではない。小規模な漁業者もそうではない場

合も、バリューチェーン全体にアクターを含めると、何らかの形でそれが必要になり、利害

の対立が増大する。大規模なオペレーターと小規模なオペレーターの間、所有者オペレ

ーターと他の人のために働く人々の間でしばしば対立がある。漁業部門と漁業コミュニテ

ィの利益が必ずしも収束するとは限らない。 
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権力関係 

 

近年、海洋領域内のアクターの多様性が高まっている。スペースと資源が限られてい

るため、沿岸地域への養殖と他のユーザーの参入は新たな紛争をもたらした。さまざま

な関係者がさまざまな規則や規制の対象となり、さまざまな政府機関の管轄および権

限に該当するため、これらの紛争は多くの場合、制度的および法的なものになる。ガバ

ナンスメカニズムは、勝者と敗者を生み出す可能性があり、基本的な社会正義の問題

を提起するため、これらが誰であるかを知ることが重要になる。弱い政党（小規模漁業

者）が負ける側にいる可能性が高いため、ガバナンスは一部の人々に機会を生み出し、

他の人々には機会を破壊する可能性がある。公平な競争の場を確保し、人権と保有

権の両方を確保すると同時に、すべての声が聞かれ、意思決定のプロセスが包括的で

あることを確認するには、透明性と意思表明がガバナンスメカニズムに不可欠となる。 

FAO の定義は「力」に言及している。同様に、小規模漁業ガイドラインでは、ガバナ

ンスの文脈で考慮すべき問題として、権力、権力関係、およびエンパワーメントが数回

飛び出てくる。これはまた、調査されるべき多くの研究の課題を残している：利害関係

者の中で誰がより強力なのか？何が他のものより強力なのか？利害関係者は、自分

たちの利益を確保するために、他者を管理する力をどのように発揮しているのか？制度

は単に権力を抑制しているだけではないと想定すべきである；それらは権力の結果でも

ある。 社会学者の Arthur Stinchcombe（1968、p.107）は、制度について、

「強力な人々が何らかの価値や関心にコミットする構造」であると述べた。これらの価値

と利益はなんだろうか？ また、競争の場が平等であり、制度や手続きが利害関係者

を同等に導いていると仮定するべきではない。なぜならば、目標は与えられず、不平等

な力を持つ利害関係者の間で交渉されるためである。これらの目標はなんなのだろう

か？彼らは誰の利益に奉仕するのだろうか？目標はどの程度一貫しているのだろうか？

それらはどのように実装されているのだろうか？ 

 

ガバナンスの質 
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管理よりも広い概念としてのガバナンスへの移行と、計画および意思決定へのより包

括的なアプローチも、狭い技術的管理概念が除外している問題や懸念の関連性を拡

大する傾向がある。したがって、「優れたガバナンス」を構成するものの基準も拡大する。

特定の管理手段が機能するかどうかについての問題は、関連する問題なのである。ここ

では、たとえば、海洋保護区（MPA）について考えることができる。それらは海洋環境

を保護したり、魚のバイオマスを増やしたりするのに役立っているのか？しかし、これは確

かに、このツールや他の管理ツールに関して尋ねることができる唯一の質問ではない。ガ

バナンスの観点からは、たとえば、制度設計、正当性、および関連する利害関係者間

のルールへの準拠の間の関係を調査することもできる。上記のように、分配的正義に関

する問題もある。また、権力関係と目標形成に関する問題も密接に関係している。私

たちは、保全が唯一の関連する MPA の目標であると考えるべきではない。代わりに、そ

れを経験的な問題にする必要がある。 

ここでのポイントは、そのような質問をすることさえ考えるには、管理手段の視点を単

なる技術的手段から、プロセスの規則や規制、さらには規範的で倫理的側面を備えた

社会的および政治的問題にまで広げるために、ガバナンスのようなより広い概念が必要

になる。意思決定の立場にある人々がこれらの懸念を無視した場合、悪影響を受けた

利害関係者からの抵抗に直面する可能性が高く、介入を打ち負かす可能性がある。 

したがって政府長官は、結果の目標とパフォーマンスだけでなく、それが構成する制度

設計と利害関係者の相互作用のプロセスに関連する問題にも注意を払う必要がある。

これはまた、私たちが単に分配配分に焦点を当てているものよりも広い正義の概念を必

要とする理由でもある。ガバナンスの文脈における私たちの正義の概念は、代表、意思

決定のプロセスへのアクセス、権利と文化の尊重、そして声を確保する必要性にも焦点

を当てる必要がある。そして、ガバナンスシステムと意思決定のための知識は、彼らの安

寧のための重要な決定要因でもある。 

 

ガバナンスの原則 

 

ガバナンスは、責任ある漁業からの行動規範（1995 年から）または小規模漁業
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ガイドラインに含まれているような原則に基づいて機能する必要がある。どちらの文書も、

透明性、利害関係者の参加、説明責任、法の支配、対応、公平性など、すべて人権

の枠組みの中での「優れたガバナンス原則」に明確に基づいている。これらは、導かれ、

努力すべき原則となる。しかし、漁業のガバナンスが実際的な考慮事項に基づく傾向が

ある「レアルポリティーク」の世界では、現在の状況下で何ができるかについて、理想的と

は言えない解決策を受け入れる準備をしなければならない。最高のものは時々善の敵

であることを理解する必要がある。しかし、これは自己満足の言い訳にはならない。 

漁業のガバナンスは直線的なプロセスではなく、本質的に面倒で、しばしば混沌とし

た試行錯誤のプロセスであり、固有の対立と知識の制限がある。しかし、原則について

検討することから始めるのが良い。 

いくつかの包括的な原則に同意できれば、一貫性を追求する傾向があるため、他の

ことがうまくいく可能性がある。原則は、必ずしも特定の制度設計やガバナンス慣行に

変換されるわけではないが、操作の余地を残し、同時に断絶を特定しやすくする。ガバ

ナンスの原則は、ガバナンスの実践と一致させる必要がある。断絶は、「同意しないこと

に同意する」方法である可能性がある。これは、価値の競合が発生する可能性がある

ため、関心の競合について話し合っても簡単に解消されないためである。しかし、断絶に

関しては、ガバナンスの介入が必要になる前に、自由の限界が何であるかについての利

害関係者間の会話が必要になる。 

Jan Kooiman にとっては、原則に関する審議はガバナンスの前に行われるものでは

なく、実際にガバナンスの一部としている。したがって、小規模漁業ガイドラインに関する

技術協議と、それ以前に世界中で行われた利害関係者協議は、ガバナンスプロセスの

一部であり、それに代わるものではなかったと言えよう。 
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ガバナンスと新漁業法 

  

漁業法が大幅に改正され、2020 年 12 月 1 日より施行された。一般的な論調と

しては70年ぶりの改正案を肯定的に評価するよりも、漁業権の優先順位の廃止や企

業参入条件の緩和などについて反対論が多い。一方で密漁対策の厳罰化や科学的

根拠にもとづいた資源管理システムの構築（管理目標・基準の設定・資源維持安

定・回復など）については評価されている。法制度改正にともなう異論・反論・肯定・

否定の動きが出るのはしかたないとして、むしろこれらの制度改正による新しいルールが

漁業操業や流通においてどのように運用されるのかを注視する必要があり、各漁業地

域や漁業経営体はどのように対応していくのかを検討すべきであろう。 

各漁業地区や漁業経営体が正しいビジネスによって正しい利益をもたらすようなガバ

ナンスやコンプライアンスを設定し、その両面から透明性や説明責任を果たしていくことが

重要になってくる。もちろん漁協等や経営体ごとに事業を進めていく上でのマーケティング

戦略・ブランド戦略、さらにリスク管理なども総合的に検討すべきであろう。 

正しいビジネスを担保するという意味合いにおいて新漁業法だけでなく、関連する

「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」なども重要な位置づけに

なる。つまり IUU（違法・無報告・無規制）漁業からの水産物を市場から排除するこ

とを規定しているからだ。ただし現制度がガバナンスとして作用することで正しいビジネス・

正しい利益になること、サプライチェーンにおける偽装や搾取がなくなるような実動として

の取り組みにつなげていく必要がある。 

現在、上述の IUU 漁業や産地偽装・不正流通などの生産現場や水産物流通に

竹ノ内 徳人 Naruhito Takenouchi 

（愛媛大学南予水産研究センター・准教授） 

1968 年鹿児島県生まれ、博士（水産学）。鹿児島大学連合農

学研究科を 1998 年に修了し、石川県産業振興財団を経て、現

在に至る。研究の関心と専門は、日本国内外での水産物のフードシ

ステムについて探求し、地域漁業のステークホルダーが活性化すること

にある。 
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おける事件が後を絶たない。その目的のために制度がしっかりと運用され、効果を発揮

するかどうかを、しっかりと検証していくことは私たち研究者の重要な責務と言えよう。また

漁業関係者は、新しい制度にもとづきながら流通・消費サイドと向き合っていく必要が

ある。市場や消費者の間で規範意識や持続可能性への意識が高まってきていることを

追い風にして、当該地域の水産業・水産物が次世代においても支持してもらえるように

消費サイドと情報共有しながら、水産振興を模索していく必要がある。 
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21 

 

健やかでいること、元気でいること 

 

徳永佳奈恵（Gulf of Maine Research Institute）訳 

小規模漁業の価値と小規模漁業が産む価値は両立し得る。 

 

小規模漁業の社会に対しての貢献として、それが担う重要な役割をいくつか挙げると

するならば、食糧安全保障、雇用創出、地域コミュニティの活力保持、生態系の健全

性保持がある。しかし、小規模漁業はそのもの自体に、そして、社会全体への貢献度

に関係なく人権や尊厳が保たれるべきである小規模漁業に頼って生活する人々やコミ

ュニティにとっても価値あるものである。つまり、小規模漁業は多様な価値を創出、且つ

象徴するものである。小規模漁業は価値ある物やサービスを生産すると同時に、それ

自体に内在する価値を持っているのである。社会科学者はこのことについて、Max 

Weber と彼が規定した価値の合理性と手段的合理性との違いに関連づけて考察し

ている。小規模漁業はその枠の外にいて恩恵を受ける「私たち」のためにあるだけではな
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く、小規模漁業を構成する人々のために存在するものでもある。 

 

価値 

 

もし小規模漁業にうまくいってほしいと考えるならば、我々は小規模漁業自体のため

に小規模漁業を持続させる手助けをしなければならない。よって、小規模漁業ガイドラ

インは国、一般社会、そして学術界それぞれに貢献することができるのであるから、それ

ぞれがこの目的達成の努力に関わることを求めている。我々の小規模漁業に対するコ

ミットメントは、必ずしも小規模漁業の内在的価値に基づくものではないが、重要であ

る。彼らが頻繁に漁業は単なるビジネスではなく生きがいだと言うことからもわかるように、

小規模漁業はそれに頼り、影響されながら生活している人々にとって固有の（内在的

な）価値を持つ。しかしながら、小規模漁業は、その様な価値が、彼らの仕事環境に

影響を与えたり管理したりする立場にある消費者や政策決定者などの、外部の人々の

中でも共有されることで、より保障されたものとなる。これらの様々な組み合わせは以下

の図の通りに示される。 

 

 小規模漁業者 一般市民 

道具的 １ ２ 

内在的 ３ ４ 

小規模漁業の価値 

 

セル１では、小規模漁業者が彼らの職業を道具としてのみ考える場合を示す。漁

業が他の職業と比べてより良い収入をもたらす限り、漁業者は漁業にとどまり、そして漁

業に新規参入するものも現れる。セル２では、道具としての認識が一般市民の中で共

有される場合を示す。ここでもまた、社会は小規模漁業がもたらす利益のためにそれを
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持続する。つまり、食糧安全保障といった目的を達成するための道具、としての見方で

ある。セル３と４は、小規模漁業そのもの自体に価値を認める場合、例えば漁業者で

あることに対して尊厳といった様な精神的な満足感を得られるから、または、小規模漁

業がその社会において文化遺産としての役割を担うから、などと考える場合を示す。前

者は漁業者にとって重要なものであり、後者はその他の人々が小規模漁業に対して抱

く価値であろう。セル１と３の両方が重要であると考える漁業者は、漁業を一生の仕

事として考える。一般市民、政府や行政で彼らを代表する人々は、小規模漁業が一

般社会に価値をもたらす限り彼らを支援することを望むであろう。そして彼らが小規模

漁業の内在的価値についても評価するのであれば、たとえ小規模漁業が社会にとって

価値をもたらさないとしても、小規模漁業を支援し続けるだろう。Derek Johnson は

同様の考えを以下の通り述べている。 

 

「社会が小規模漁業の広範にわたる社会的貢献について寄せる注目から

は、小規模漁業に対して多くの国民から何らかの好意が寄せられていること、

またはそのような態度が育まれる可能性があることが推測される。そしてその

ようなプラスの感情は、たとえ私たちが小規模漁業の価値は漁業者または関

連する集団や個人のみにとって重要なものだと考えたとしても、小規模漁業

には、漁業者以外の人々をもが価値があると考える、何らかの特定可能な

特徴があるからであろうということが推測できる。（Johnson 2018, p.4）」 

 

FAO 加盟国は、2014 年に刊行された小規模漁業ガイドラインを承認することによ

り、暗黙のうちに４つのセルすべてが重要であり、小規模漁業の内と外にいる両方の

人々にとって、小規模漁業が道具的価値と内在的価値の両方を持っているということ

を確認したのである。よって、たとえ政府機関がそう考えたとしても、小規模漁業ガイドラ

インが異議を唱えることなしには、小規模漁業が経済的効率性や環境保全の名の下

に排除されることは不可能なのである。 

小規模漁業「がもたらす」道具的価値とは、食糧安全保障などの小規模漁業の社

会への貢献である。小規模漁業「の中にある」内在的価値とは、小規模漁業に埋め込

まれたもの、すなわち、人々が自分の行いについて抱く価値、生き方について抱く価値、
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そして自分として在ることについて抱く尊厳である。これらの２つの価値は、コミュニティの

組織のされ方、資源の管理のされ方、そして管理のされ方についての理念としてあらわ

される。また、内在的価値は、社会活動のプロセスの中で次の世代の漁業者に受け継

がれるものでもある。 

社会には小規模漁業に対して何かを求めるまっとうな理由があるかもしれない。我々

の社会は、結局のところ分業に基づいており、私たちは社会、経済交流の中で機能す

るものである。社会科学者の Emile Durkheim が述べたように、近代の社会コミュニ

ティは「有機的なまとまり」によって団結するものである。しかしながら、小規模漁業が社

会の期待に応えられない事態とは、彼らへの支援を行う理由となるもので、彼らを排除

する理由とはならない。小規模漁業はそれ自体が生んだ状況だけではなく、市場や政

府などの外部的な要因から作り出される状況の中で機能するものである。これは、なぜ

小規模漁業ガイドラインが主に国家に向けて訴えかけているのか、を説明するためのポ

イントともなる。国家には、小規模漁業を保障された、活力のある、持続可能なものと

するのに必要な就労環境を提供する責任があるのだ。 

 

意義 

 

小規模漁業は、そのセクターに従事する人々がその仕事に満足し、生きがいを見つ

けることなしには、コミュニティをより弾力性のあるものにし、人々を十分に食べさせ続ける

などという、彼らに期待されていることに応じる能力がない。そのためには、彼らは持続可

能な生業とコミュニティ、そして公平で公正な状況を必要とする。言い換えるならば、小

規模漁業「の中にある」内在的価値は、小規模漁業「がもたらす」価値を実現させるた

めの道具となるものなのである。我々の著書、貧困のモザイクの副題を「小規模漁業に

おける現実と可能性（“Poverty Mosaics: Realities and Prospects in Small-

Scale Fisheries” Jentoft and Eide 2011）」としたのはこのためである。内在的

価値については、小規模漁業―そして、小規模漁業にそのウェルビーイングを依拠する

する何百万もの人々―には尊厳と尊敬を持った扱いを受ける権利がある。そのために

は、彼らの就労環境や人生の機会に関わる決定をする力のある人々が、小規模漁業
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が抱える問題や課題、機会について理解しなければならない。そうでなければ、小規模

彼らが社会的に提供するものだけに狭くフォーカスを絞ったならば、漁業のガバナンスは

不発に終わるであろう。私たち一般社会が存続させ続けたいと願った物事に矛盾したり、

それらを台無しにしたりすることすらあるかもしれない。 

小規模漁業「がもたらす」価値を捉えるには、貢献内容のリストが必要だ。つまり、小

規模漁業が生産する有形、無形の物とそれらの価値のリストである。これらの多くのもの

については市場価値がないので、推量されなければならない。これは基本的には、価値

評価の研究が「支払意志額」の手法を用いて行うものである。小規模漁業「の中にあ

る」価値は、漁業者にとって小規模漁業はどのような意義を持つのかを確立しようとする

時のように、もともとは質的なものである。幸福の研究や仕事の満足度に関する研究

分野（cf. Pollnac et al. 2012）が参考となるかもしれないが、よりそれよりも深く小

規模漁業をイーミック（訳注：Emic；言語学や文化人類学などで、ある現象を分

析する方法の一つ）な視点で捉える必要もある。小規模漁業がどのように作用し、そ

の中に存在する人々にどのような意義を与えるのかを知るためには、小規模漁業者が

小規模漁業者を捉えるようにーつまり、これらの人々が主観的意味として自分達が誰

であり、何をし、そしてどのように適合しているのかを捉えているのと同じようにー理解する

必要がある。 

後者を理解しようとする社会学者は現象学と Alfred Shütz、 Peter Berger、

Thomas Luckmann（1991）にインスピレーションを得ている。彼らの主題は、

人々が住み働く社会を内省し抽象する方法である。社会学者は特に、どのようにして

人々が日常の言語を彼らの「生活世界」を意味のある物体で満たすのかについて興味

を持っている。漁業者は、他の人達と協力するためには互いにコミュニケーションをとらな

ければならないのだから、特に他の人々と漁業を行う時においては、漁業の言語、様々

な物事の呼ばれ方、を知らなければならない。漁業者は、「関係性の技術」（これは、

私の師である Cato Wandel が後年に興味を持った用語である）を含め、漁業技術

を学ぶための言語を必要とする。まさに、コミュニケーションは関係性の技術である。これ

らは私たちが日常生活や仕事で機能するために必要な技術である。我々には自分達

が関わる物事を表す言葉が必要であり、我々が交流するためにはそれらの意味を共有

する必要がある。 
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ウェルビーイング（well-being） 

 

私たちは、上手くやっていると、元気になる。私は上手く書けるとき、気分が良い。しか

しながら、ここでは、私は反対を主張したい。つまり、気分が良い時には私の書く文章が

よりよくなるように、我々が元気であること（being well）は、よくやること（doing 

well）に必要不可欠なのである。パフォーマウンスはウェルビーイングに影響を及ぼすも

のであるが、逆も等しく正しい。集団レベルにおいても、私たちが「私たち」として共に元

気で活躍する時、これは同様に作用する。「私たち」というとき、小規模漁業コミュニティ

は社会的に熟達し、ゆえに、より頑丈で強靭なものとなる。小規模漁業者たちが彼らを

押しとどめている貧困の中から救い出されない限りは、小規模漁業が世界的な食糧安

全保障に実質的な貢献することを期待することはできない。小規模漁業ガイドラインが

示す通り、もしコミュニティがより良く組織され、保障された保有権を持ったならば、彼ら

はより容易に貢献することができるはずだ。これらの条件の下で、彼らが社会の期待に

応えるための用意がより十分に整うことだろう。 

Derek Johnson ら（2018）による小規模漁業の価値についての著書の中での

説明によると、幸福には物質的な側面がある。私たちには、物やサービスへのアクセスが

必要だ。もしあなたが物質的に貧しければ、あなたのウェルビーイングも低いであろう。ウ

ェルビーイングには心理的側面、つまり私たちがひとりひとり主体的に感じる何か、もある。

Paul Onyango （2011）は物質的な貧困は必ずしもあなたを惨めな気持ちにさせ

ないと議論した。主観的知覚はコミュニティでの地位に影響される。あなたがただ一人の

貧困民であるか、それとも貧困があなたのコミュニティ全体を代表するものであるかという

ことは、あなたのウェルビーイングの感じ方（幸福感）にとって重要なことである。貧しい

人々は、彼らが身を置いている状況を前提とした上で「現実的に」得られそうなところま

で、期待を下げる傾向がある。Sen （2009, p.283）は、貧しい人々は「小さな幸

運に喜びを抱くように訓練をする」と、Sayer（2011, p.134）は「彼らが拒まれたこと

を拒む」と表現している。 

３つ目は、幸福には関係性の側面もあるという点だ。つまり他の人と仲良くすることだ。
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あなたがどのようにして周りにいる人たちと関わることができるか、どのようにして家族や友

人と一緒に過ごすか、あなたが社会的なネットワークを持っているか否か、ということが問

題である。これらは Onyango が貧困についての観察を行う時に考慮している事のうち

のいくつかであり、私たちは貧しい人々が持っていないものだけではなく、彼らが持ってい

るものにも注目すべきである。彼らは物質的に貧しくても、主体的な幸福において必要

不可欠な、関係性の面では豊かであるかもしれない。よって、幸福の３つの側面はそれ

ぞれにつながっており、またそれぞれを補完するものであるかもしれない。もしあなたが関

係性の面で良ければ、あなたは主観的に良い気分で、またその逆も成り立つかもしれな

い。社会的ネットワークは、あなたのコミュニティからの支援などのように、物質的に満たさ

れるために必要な支援を提供するかもしれない。主体的なウェルビーイングはほぼ保証

され、あなたは、あなたが漁業者または家族やコミュニティの一員として活躍する（do 

well）ために必要なものを得られるかもしれない。 

 

尊厳 

 

小規模漁業ガイドラインは人権と尊厳を同等に扱っている（３.１.１章）。同様に、

Andrew Song と Adam Soliman （2019, p.19）は「人権の原則を行動に置

き換えることは、世界中にいる漁業に頼って生活する人々の基本的な尊厳を保障し、

彼らが持続可能で公平な、漁業による生計を成り立たせるためのエンパワーメント推進

のための、重要なステップのように見える」と挙げている。それ以前の文章で Song 

（2015, p.168）は「人間の尊厳は人権よりも、より文化的に敏感で、概念上より

包括的で、相互に責任を負う概念である、よって人間の尊厳は漁業の管理の指針と

する上でより堅固（ロバスト）な視点を提供できる」と指摘している。 

人権と尊厳は Kooiman （2003）がメタ・オーダー・ガバナンス価値と呼ぶ、ガナバ

ンスを支配する価値観である。人権と尊厳は関連するもので、これら両方は幸福の３

つの全ての側面を達成するために必要不可欠である。人権には法的な定義があり、そ

して裁判所においても擁護することができるものだ。尊厳は概念としてあまり明確なもの

ではなく、法的な用語でもなければ、これをいかにして達成するかという点において我々
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は意見を異にするかもしれない。これは自己に関する主観的な概念でありながら、他の

人間からの認識も要することから、関係性の側面も持つものでもある。我々が持つ尊厳

の感覚は、私たちが自分のコミュニティからどのように見られているかを明示するものでは

ない。尊厳とは、自分自身で抱くものであり、与えられるものである。 

尊厳という概念には、定義にかかわらず、直感的な力がある。わたしたちは、これが何

を意味するかについての心あたりがある。これは、小規模漁業ガイドラインのガバナンス

原則に含まれる上でも、充分に明確なものである。それでもやはり、尊厳を達成する上

で重要なことは何であるかを知ることは重要である。人権は必要条件ではあるが、十分

条件としては程遠い。Gene Sperling （2019）は尊厳の３つの「柱」をあげている。

まず第１は「家族を保護し、その最大の喜びを味わうこと」である。「経済的な貧困、差

別、市場の法則の欠陥、そしてセーフティ・ネットの大きな穴」があれば、これを世界中に

いる何百万もの小規模漁業者が達成することはほぼ望めないであろう。２つ目の柱は、

「ポテンシャルと目標の追求」である。Sperling は Martha Nussbaum から「尊厳の

概念は能動的な努力という概念に深く関連している」と引用している。夢や希望を実

現する機会を否定されることは、たとえその実現がどんな苦労を伴ったとしても、尊厳を

摘み取られたことと同様であろう。そのような機会の欠乏は、貧困や、学校制度の機能

不全、経済的または社会的に不利な条件におかれたコミュニテで引き起こされる。 

Springer の３つ目の柱は「支配と屈辱のない経済参加」である。失業や過小雇用

の結果としてある絶望、もしくは無力感などは、人々に「屈辱、支配、酷使、そして基本

的な家族の喜びをも否定されるような状況を受け入れる」ことを余儀なくさせる。小規

模漁業者はしばしばこういった就労条件の被害者であることから、小規模漁業ガイドラ

インの６.１２章はこう記している： 

 

「国家は、必要な法令を設け、また、国内法や国家が締約している経済的、

社会的及び文化的権利に関する国際規約（ICESCR）や国際労働機

関（ILO）に関連した条約などの、国際的な人権基準や国際的な制度に

準拠する形で運用することを確実にすることにより、全ての小規模漁業と漁

業従事者の職業衛生上の課題や不公正な就労状況に対処すべきである。

全ての関係者は職業安全衛生が漁業管理や経済発展のイニシャティブに
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不可欠な要素となるよう努力すべきである。（Springer 2019）」 

 

この Springer の文書を読んだ後、SSF の主要立案者である Rolf Willmann は、

４つ目の柱、「個人の経済活動が他の人々や自然に与える影響とそれに対する責任」

も重要であると提案した。これは、生活と仕事が自然資源の利用によって成り立ってい

る漁業者にとって、特に重要である。まわりの自然環境の良き管理人（スチュワード）

となり、その恩恵を次の世代が享受できるように存続させることは、尊厳ある家族の保

護者として在る事に等しい。 

Springer は、たとえ行政が幸福を確約できないとしても、尊厳という基本的な約束

の実現は「まだ私たちの手中にある」と結んでいる。彼は、それが最終的な経済目標で

あるべきだと信じている。彼の思慮に富んだ文章の中で、Andrew Song （2015）

は人権と尊厳の関係性についても同様に「人権は最終的には漁業者や漁業コミュニテ

ィの尊厳を高めるためのものであるべきだ」とし、「尊厳は人権の基礎的価値としての機

能を果たすことができる」と述べている。 

小規模漁業ガイドラインは Song の論文の背景にある。彼の論点は同様に私がこの

章で述べたこと、つまり、尊厳はウェルビーイングの必要不可欠な一面であり、それは主

観的かつ関係的な性質を持つものであるという点と一致している。ウェルビーイングは小

規模漁業の社会的、経済的な発展において非常に重要である。尊厳とそれに貢献す

るウェルビーイングは成果目標であり、実現条件である。小規模漁業ガイドラインは、ゆ

えに、尊厳をその基本原則の一つとして含むだけの理由があるのだ。 
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価値の考え方 

 

この章では、小規模漁業の価値について議論されている。価値評価に関しては、こ

れまでに生態系価値評価の文脈で「環境の価値」についての議論が多くなされている。

政策決定などの場面では、経済学的アプローチを用いての、環境の評価を算出が主

流である。しかし、「価値」については他の社会科学・人文科学分野でも扱われるテー

マである。本書で Jentoft は、小規模漁業の価値を「道具的価値」と「内在的価値」

の二つの軸で説明しているが、これはもともと哲学の分野から出てきた概念であると私は

理解している。経済学分野では、価値の種類として「利用価値」と「非利用価値」に分

けて考えることが多い。利用価値は道具的価値に、非利用価値は内在的価値に類

似した用語であるが、それぞれの価値の考え方について異なるところもある。 

そもそも、経済学はこれらの価値を数字として測ることを前提としている。そして、利

用価値と非利用価値それぞれ算出したものを合計したものが、全体としての価値であ

ると言う考え方だ。また、合計した価値を比べることで、「A の方が B に比べて価値が高

いので、A の方を保護しよう」などという様に、優先順位をつけることも可能となる。一方

で、哲学や社会学などで「価値」を捉るとき、それは数字として価値を計測することを目

的としていない。一つのものに対する価値の付け方は必ずしも一通りだけではないし、

価値の順序付けは不可能かもしれない。また、「望ましい」と考えるものと「望むもの」は

異なっているかもしれない。経済学で物事の価値評価をするときに測っているのは「選

好」であり、これはその他の社会科学・人文科学分野で考える「価値」とは異なる。

Jentoft が述べている「価値」も、私たちの深層にあるもので、一般的には「価値観」と

徳永 佳奈恵 Kanae Tokunaga 
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博士（経済学）。東京大学海洋アライアンス特任研究員

等を経て現職。専門は、資源経済学、制度経済学で、漁

業管理、コ・マネジメント、レジリエンス、沿岸生態系サービス

評価、気候変動が沿岸・海洋資源の利用に及ぼす影響な
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した方が近いのではないか。 

本書の小規模漁業の内在的価値の説明の中で、漁業者としての「生きがい」につい

ての記述がある。原著では way of life である。小規模漁業を大規模漁業に置き換

えたとしても、漁獲される魚の量は変わらないだろう。大規模化することで、経済的な効

率も上がるかもしれない。しかし、小規模漁業の機会を奪ことは、小規模漁業に従事

する人々の生きがいだけではなく、次の世代の職業選択肢を奪ってしまうことにつながる。

それでは、小規模漁業の内在的価値をどのように表出化し、広く社会で共有し、政策

に反映するか。社会科学はこの問いに答えなければならない。 
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22 

 

公平な条件 

 

佐々木浩子（水産大学校）訳 

 
漁業において人権に基づくアプローチ（HRBA）を実施する際には、 

公平な条件を保障するために様々なプレーヤーの役割が賢明に組み込まれる必要がある。 

 

主として国際連合食糧農業機関（FAO）が主導する、食料安全保障と貧困撲

滅の文脈において持続可能な小規模漁業を保障するための任意自発的ガイドライン

（小規模漁業ガイドライン）は、より一般的には、小規模漁業の文脈での人権につい

て述べる、同様の性質の初めての文書である。例えば、「責任ある漁業のための行動

規範（The Code of Conduct for Responsible Fisheries）」は小規模漁業の

文脈での人権について述べていない。テニュアガイドライン（訳注：保有する権利に関

するガイドライン；Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of 

Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food 
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Security；国の食料安全保障における土地・漁業・森林の保有の権利に関する責

任あるガバナンスについての任意自発的ガイドライン）は、人権について多くを述べるが、

小規模漁業については簡単に言及するのみである。 

したがって、人権に基づくアプローチ（Human Rights-Based Approach；

HRBA）は、漁業ガバナンスと漁業管理に関するユニークな視点であり、興味深く重

要な含蓄がある。常識だと主張する人もいるかもしれない。もちろん、漁業者は他の人

と同様の普遍的な人権を有している。それでも、1995 年の世界女性会議でヒラリー・

クリントンが自身の有名な演説で「女性の権利は人権である」と宣言したときのように、

自明のことを述べることが重要な場合がある。 

漁業権制度は人権のリトマス試験を受けるべきだというのが斬新な考えであるとして

も、自明のことではない。漁業はそのような高尚な理念や原則にはあまりに世俗的だと

考える人々が存在するのだ。彼らは、「人権に基づくアプローチ」よりも「権利に基づくアプ

ローチ」について話すことに心地良さを感じる。2つの概念は、同じように聞こえるという事

実にもかかわらず、別のもので、潜在的に矛盾していることを私たちは知っている。 

 「権利に基づくアプローチ」の概念は、小規模漁業ガイドラインでは登場しない。漁

業の文脈で人権について述べることに今日的な意味があるという考えを拒否する人々

にとって、小規模漁業ガイドラインが承認されたことで、このことは今や確立された事実で

ある。それらに今日的な意味があるかどうかを議論する必要はない。今やガイドラインを

どのように実施するかが論点なのだ。 

小規模漁業ガイドラインは、国と市民社会に語りかけている。そして、私たちが小規

模漁業ガイドラインのどの条文について話しているかによって異なるが、幅広いプレーヤー

（又は利害関係者）に関係する。「利害関係者」という語は、小規模漁業の内外に

小規模漁業ガイドラインゆえに勝つ又は負けるものを持つかもしれないグループが存在

することを示唆する。彼らがじっと座って、自らの実施をただ見ているだろうと期待する理

由はない。「プレーヤー」という語は、彼らが戦略的に行動するだろうということ、そしてお

互いを出し抜こうとしたり、又は裏をかこうとするだろうということを暗に示す。このことは、

条件が公平であれば、おそらくそれほど悪くはないだろう。そうであるならば、小規模漁業

ガイドラインは日の目を見ることはほとんどなかっただろう。 
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相互依存 

 

小規模漁業ガイドラインの序文で述べられるように、「小規模漁業コミュニティも共通

して不公平な力関係に苦しんでいる。多くの場所で、大規模漁業との対立が問題とな

っており、小規模漁業とその他のセクターとの間の相互依存又は競争がますます高まっ

ている。このような他のセクターはより強力な政治的又は経済的影響力を持つことが多

く、それらには観光、水産養殖、農業、エネルギー、鉱業及びインフラ開発が含まれる。」

これらのセクターにはプレーヤーがいる。プレーヤーは利害関係者であるからだ。しかし、

彼らは同じように備えがあるわけではなく、利益を確保する能力があるわけではなく、そし

て、彼らは常に物事に同意しているわけではない。例えば、彼らは 5.4 条で言及される

「優先的なアクセス」の概念に屈するだろうか。 

 

「各国は、正当な保有の権利の所有者及び彼らの諸権利を特定し、記録

し、尊重するための適切な手段を講じるべきである。地元の規範及び実行と

並んで、慣習的な、又はその他の先住民や少数民族を含む小規模漁業コ

ミュニティの水産資源及び土地への優先的なアクセスは、国際人権法に合

致した方法で承認され、尊重され、そして保護されるべきである。」 

 

具体的な条件で実施されるとき、このことや小規模漁業ガイドラインの他の多くの条

文がいつ抵抗に遭うか驚くべきではない。HRBA が正しく自明のことであったとしても、実

際に適用される場合には異議が唱えられることがあるのだ。利害関係者は、HRBA が

自身の利になるならば、有利な方に追従しようとする傾向があり、そして、彼らは善意を

見せるために物事を回す方法を分かっている。 

問題は何をすべきかだ。まず、小規模漁業ガイドラインが、多くの場合、地雷原のよう

に見える競技場に参入していると認識することだと考える。比喩的な意味で述べている

わけではない。SSF ガイドラインが「武力紛争」についても言及するとおりだ。彼らは、知

り合ったときに彼らに共感しないかもしれない利害関係者と関わりを持たなければならな

いだろう。ゆえに、利害関係者を参加させることが不可欠だと考える。つまり、彼らは招
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かれるべきなのだ。よく知られている理由で、彼らをテントの外よりもテントの中にいさせる

方が良いのだ。特に動機が正当である場合には、反対者を取り込むことは必ずしも悪

いことではない。小規模漁業ガイドラインの実施には、利害関係者が HRBA とその具

体的な実施について議論できるプラットフォームを構築することが必要だろう。 

しかし、小規模漁業がそのような手立ての中でどのように保障され、代表されるかにつ

いて注意が払われる必要があるだろう。なぜならば、それらは勝ち目のない人々の立場

によりもたらされるからだ。小規模漁業者とそのコミュニティは、積極的に妨げようとしない

ならば、権利を与えられるというより、むしろ奪われることになるという明らかなリスクがある

のである。 

政府と市民社会の組織は、そのようなプラットフォームを構築する上で果たす役割と、

公平を維持するため管理を行う役割の両方を持つ。彼らは自らのためにそれを行うため

に FAO を必要とすべきではないが、それでも彼らは後押しを必要とするかもしれない。そ

のようなプラットフォームは、組織からウェブサイトのフォーラムまで、どのようなものでもあり

得る。 

小規模漁業ガイドラインは、セクション 11 で、研究に基づいた知識の提供者としての

学術界の役割を承認する。学術界もまた、番犬として果たすべき重要な貢献を有する。

知識は力であるので、条件を等しくするのに役立ち得る。社会科学者はしばしば、誰も

耳を傾けてくれないと愚痴をこぼす。小規模漁業ガイドラインについて言えば、これ以上

のことを求めることはほとんどできないと考える。今や、彼らは関与する必要がある。今こ

そ、真の変化を生み出すチャンスなのだ。 
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小規模漁業ガイドラインの作成プロセス 

  

「食料安全保障と貧困撲滅の文脈において持続可能な小規模漁業を保障するた

めの任意自発的ガイドライン（小規模漁業ガイドライン）」は、2011 年の国際連合

食糧農業機関（FAO）の水産委員会（Committee on Fisheries ；COFI）

会合で持続可能な小規模漁業を保障するための国際的な文書の作成を要請する勧

告が採択されたことを受けて作成され、2014 年 6 月に FAO 加盟国に承認された

（endorsed）政策文書である。本文にあるように小規模漁業者の人権に言及する

点で評価されるが、その作成プロセスも注目される。 

FAO は世界経済の発展と人類の飢餓からの解放を目的に設置された国連の専門

機関である。加盟国（現在 194 か国と EU）は FAO の枠組みの下で農業や漁業の

分野で様々な条約や文書を作成するが、本ガイドラインの作成プロセスは、加盟国だ

けでなく様々なアクターが関わったことから、「ボトムアップの協議プロセス（FAO ウェブサ

イト（History of Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-

Scale Fisheries））」、「ボトムアップの参加型のプロセス（小規模漁業ガイドライン、

v ページ）」と表される。各国政府代表に加え、小規模漁業者、漁業従事者とその団

体、開発パートナー、その他の利害関係者の代表等が 4,000 人以上参加した

（COFI 2014, para.4）のだ。 

本ガイドラインは、その名称のとおり任意の自発的なものであるので、その実施には名

宛人が各条文を自ら実施することが求められる。名宛人は FAO 加盟国、非加盟国も

含む各国内の全階層、さらに、地域・地域内の小区域、小規模漁業の関連当事者

佐々木  浩子 Hiroko Sasaki 

（水産大学校水産流通経営学科・講師） 

海洋政策研究財団研究員、外務省国際法局外務事務官、内

閣府日本学術会議事務局上席学術調査員を経て現在に至

る。専門は国際法・海洋法。近著に「国家管轄権外区域の海

洋生物多様性（BBNJ）のための枠組みに関する一考察：国

連海洋法条約の下の新たな条約（BBNJ 新協定）と生物多

様性条約の交錯」『法學研究』第 94 巻 1 号がある。 
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（漁業者、漁業従事者とそのコミュニティ、伝統的・慣習的な権威者、関連する職能

団体）等のほか、その他漁業に関連するすべてのセクター（小規模漁業ガイドライン、

2.3）である。これら名宛人とされた様々なアクターが作成プロセスに参加したことで彼

らにこの分野での国際的な文書やルールの必要性の認識を促したと考えられるが、ルー

ルの名宛人が国際的な文書の作成に関わることは珍しい。今後はこうした作成プロセ

スがガイドラインの実施にどう影響したかという点にも注目したい。 

 

［引用文献等］ 

・FAO, History of Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-

Scale Fisheries, available at: https://www.fao.org/voluntary-

guidelines-small-scale- 

 

・FAO, Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale 

Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication, at 

v （2014）. 

 

・COFI/2014/3, para. 4 （March 2014） 

 

  

https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-
https://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-
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23 

 

総体的なアプローチ 

 

神山龍太郎（水産研究・教育機構水産資源研究所）訳 

 
小規模漁業ガイドラインは歴史的な成果であり、総体的なアプローチ（Holistic approach）

として国レベルおよび地域レベルで今後実施されなければならない。 

 

食料安全保障と貧困撲滅の文脈において持続可能な小規模漁業を保証するため

の任意自発的ガイドライン（以下、小規模漁業ガイドライン）（FAO 2015）は、こ

の手の文書としては世界初の小規模漁業者を特に対象とした文書である。小規模漁

業ガイドラインはまさに画期的な成果であり、その実施は小規模漁業に依存する世界

中の何百万人もの人々にとって大きな変化をもたらす可能性がある。小規模漁業ガイ

ドラインがどのように効果を発揮するかを判断するのは時期尚早であるが、ガイドライン

は既に政府や市民社会の手元にあり、実施のための活動の有望な例が既に見られる。

FAO は怠けずに活動し、ガイドラインへの理解の促進に積極的に従事している。ICSF
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（訳注：International Collective in Support of Fishworkers；漁業従事

者支援における国際共同体）や Masifundise 等のたくさんの市民社会組織も同様

である。小規模漁業ガイドラインは TBTI（Too Big Too Ignore）の焦点ともなって

いる。たとえ早すぎるとしても、ガイドラインが国や地域の文脈において何を意味するのか、

既存の秩序に対してどのような挑戦を表明しているのか、そして、ガイドラインはどのよう

な潜在的なハードルに直面しうるのだろうか。じっくり検討することがこの点において重要

である。 

 

チェンジメーカーか? 

 

私は、このガイドラインを作成するプロセスに少しでも携わったこと、特にノルウェーの代

表団の一員として専門家会議に参加したことから学んだことによって、ガイドラインの行き

つく結末に対して非常に強い関心を持つようになった。TBTI のメンバーである私にとって、

小規模漁業ガイドラインは研究トピックでもあり（Jentoft 2014; Jentoft et al. 

2017）、ガイドラインが重要かつ触発的なものであるため、本書の至る所でガイドライ

ンに立ち帰っている。実際に、小規模漁業ガイドラインは研究コミュニティの貢献を認識

し、私たちの関与を求めている。社会科学者たちはしばしば、誰も話を聞いていない、

漁業ガバナンスには私たちの業績の形跡がない、と不満を言う。今後私たちはもうそれ

を言うことはできないだろう。小規模漁業ガイドラインは私たちの貢献を認識するだけで

はなく、実際に活用している。ガイドラインを構成するたくさんの条項のほぼ全ての背後

に社会科学の研究論文がある。私たちの多くがガイドライン作成の一部となっており、い

まや私たちはその実施の役割を担っている。私たちはガバナンスの全てのレベルにおいて

ガイドラインが受け入れられるのを見守る番犬の役割を担っているのかもしれない。私た

ちはガイドラインの理解が円滑化するよう手助けし、しかしまた、現場においてガイドライ

ンがどのような違いを生むのかを実証的に探索するだろう。ガイドラインは意図されたよう

なチェンジメーカーになるのだろうか? 

条約、宣言、またはガイドラインのような国際的なハード・ロー（訳注：hard law；

法的拘束力のある社会的規範）やソフト・ロー（訳注：soft law；法的拘束力の
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ない社会的規範）の文書は、その発行は祝福されるだろうけれど、実際に追跡調査さ

れるとは限らない。国は署名こそしても、その約束を守り実践するとは限らない。悪意、

あるいは Niels Brunsson（1989）によって描かれるような「組織的偽善」がその理

由かもしれない。承認は「ショーウインドウの装飾」に過ぎなかったということである。別の

理由は現場でしばしば直面する抵抗である。現在の秩序には強力な防衛者がいるか

もしれない。マキャベリはこう指摘している。 

 

“ものごとの新しい秩序を始めることほど（中略）実行が難しく、成功が疑わ

しいものはないと考えなければならない。古い秩序によって利益を得る者たち

全てが改革者にとって敵となり、新しい秩序によって利益を得るであろう者た

ち全てが熱心ではない味方となる”（Machiavelli 1950, p. 21） 

 

小規模漁業ガイドラインはその離陸、つまり始まりについて確実に研究上の疑問を生

む。それは世界中の大がかりなステークホールダー会議のプロセスであった。そして、その

プロセスがそれ自体の中で小規模漁業ガイドラインに対し正当性を与えた。専門家会

議は、提案された言葉に対する賛成や反対の議論を伴う長期に渡る審議となった。こ

こで、市民社会の代表には強い発言力があった。 

もしマキャベリを信じるならば、離陸よりもその着陸、つまり目的の達成はやはり多難

なものになると想定するのが道理である。良心を持つ人々は小規模漁業ガイドラインを

開発し、いまやそれが効果を発揮するのを見たいと強く望んでいる。しかしながら、実施

には、同じ熱意を共有しない新しい人々を巻き込むことになるだろう。そのため、実施は

線形的なプロセスになることは滅多になく、困難な仕事で、後退も多いものとなる。小

規模漁業ガイドラインの実施も例外ではない。現場はしばしば権力を支持する方に傾

く。小規模漁業と他のステークホールダーの間には利害の対立が確実に存在する。国が

小規模漁業ガイドラインを承認したということは、その国がガイドラインやその一部を法律

化しない限り、たとえ小規模漁業セクターの中であったとしても、ステークホールダーの行

動を約束しない。小規模漁業が初めから疎外化された理由であり、力関係が今のよう

になっている理由は国の政策だろう。国やその一部は、いざというときに小規模漁業の

側に立たないかもしれない。 
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トリクル・ダウン？それとも、トリクル・アップ？ 

 

小規模漁業ガイドラインの実施は、FAO をはじめとする国際的なレベルに始まり、最

終的に変化が感じられる場所である地域コミュニティに終わる、トリクル・ダウン（trickle 

down）のプロセスが伴うだろう。小規模漁業ガイドラインは主に「国は実施すべき

（State should）」と国に対して語っている。国がガイドラインを承認した今では実際

に国はそうすべきなのであるけれども。たとえガイドラインが任意自主的なものであったとし

ても、国は約束したことを実行する倫理的な責任がある。そこには、もし小規模漁業を

より持続可能で安全なものにするために既存の秩序を変化させることが必要である場

合には、そのための歩みを進めることも含まれる。 

小規模漁業ガイドラインは合意文書、つまり、国がその全体について同意したもので

ある。国はそれを机の引き出しにしまって忘れてしまうということはできず、「有言実行」し

なければならない。ガイドラインが政治論を変えるだけで、小規模漁業の実質的な状態

を変化させないリスクが常にある。ガイドラインが生み出した小規模漁業への関心もまた

時間とともに弱まり、物事が以前と同様に戻るかもしれない。 

ある国々では、小規模漁業ガイドラインは既存の政策や実践から根本的には逸脱

しない。そのため、ガイドラインはあまり変化を要求しないが、しかしなお小規模漁業の

地位を弱めるかもしれない将来的な動きに対する防波堤として働くだろう。他の場合で

は、小規模漁業ガイドラインは転機となる変化を求めるだろう。「適切な場合には」ガイ

ドラインは法的な改革や新しいガバナンス、力関係の変化、割当（quota-share）

や補助金のような便益の再配分を要求する。ガイドラインは小規模漁業への「特別扱

い」の必要性についてさえも述べている。特別扱い、または「積極的差別」の関係する

改革は決して容易に施行されない。あらゆるレベルにおいて、つまり、国の官僚組織の

内部や不利益が予想されるステークホールダーからの抵抗にあう傾向があるためである。

ある人にとっての積極的差別は、他の人にとっての消極的差別となる。 

積極的差別は、ある正義の原則を別の正義に置き換えるものであり、正当化されな

ければならない。疎外化と貧困の状況がその際に参照すべき点となるだろう。積極的差
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別は「修復的司法」の問題、つまり、小規模漁業がかつて持っていたものを修復し、そ

れが失ったものを埋め合わせるものである。 

トリクル・ダウンの実践は、国際的なレベルから地域レベルへの過程において動きが取

れなくなる可能性がある。政府は政治的な反動を回避するために逆行し始めるかもし

れない。トリクル・ダウンの成功は、積極的な市民社会や小規模漁業のコミュニティ自体

から始まるトリクル・アップ（trickle up）のプロセスにかかっているだろう。したがって、私

たちは小規模漁業ガイドラインに関して国の政府が行うことだけではなく、ガイドラインが

影響を及ぼす人々や関心を持つ人々の間で、草の根レベルからその上へ、どのようによ

り広く動きを引き起こすかという点にも注目すべきだ。私はニカラグアの先住民族に関す

る自身の研究の中でこれを見てきた。そこでは、地域住民が彼らの土地保有権を守る

ときに先住民族の権利に関する国連宣言を持ち出した。もし小規模漁業者が政府の

怠惰や反対に遭った場合に、彼らが小規模漁業ガイドラインで同じことをすることを私た

ちは期待している。 

 

実施に関する研究 

 

実施（implementation）は「意図を行動に変換する」プロセスである（Rein 

and Rabinovitz 1987, p. 308）。私たちは小規模漁業ガイドラインの実施の行き

先に何が控えているかについてアイディアがある。そしてそれは経験として検証されるだろ

う。最もあり得るのは、私が 2014 年に Maritime Studies の論文に書いたように、小

規模漁業ガイドラインの実施は単純な変化とはならないだろう。むしろ、本来の目的が

繰り返し疑問視され、議論され、評価され、そして結果的に再構築されるような、周期

的、相互作用的、そして、反復的なプロセスが想定される。そのため、表明される原則

やそれを支える価値や規範は不安定である。小規模漁業ガイドラインの狙いはそれ自

体の中でさえ揺らいでいる。小規模漁業はダイナミックなセクターであり、それは変化し

続ける生態的、社会的および政治的な環境の中で営まれている。そのため、基本理

念の解釈は変化する文脈に適合するように時間とともに変化する。 

実施の過程とその成果について研究するときには、いくつかの関連する疑問が常に考
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えられる。それを考えるためには社会科学者である必要はない。社会科学者はそれらと

異なる疑問を尋ねるか、また、それらを尋ねることの理論的な正当性も提供するかもし

れない。尋ねなければいけない疑問が何かということだけを知るのではなく、なぜそれが

関連すると考えられるのかもまた知る必要がある。そのとき、いくつかの理論に基づく概念

的なフレームワークを利用することが役に立つ。それは、体系的な思考を可能にし、全て

の基礎をカバーするための手助けを提供する。 

小規模漁業ガイドラインの実施に関する私自身の検討は、Jan Kooiman の

「Governing the governance」（2003 年）おいて提示され、その後 2005 年か

ら我々の共同執筆「Fish for Life」において適用されてきた「インタラクティブ・ガバナン

ス（Interactive Governance）」理論に触発されてきた。実際に、小規模漁業ガ

イドラインの実施を、社会的な意味合いを持つような意思決定がなされ、また、その影

響を受ける人々が声を聴いてもらう権利をもつというインタラクティブ・ガバナンスの過程と

気づいている人もいるかもしれない。それゆえ、小規模漁業ガイドラインはガバナンスにつ

いて多くのことを述べている。ガイドラインはそれ自身において相互作用ガバナンスの過

程の成果であり、また、そのようなプロセスの始まりでもある。そのプロセスにおいては、大

域的、国家的、そして地域的なレベルにおける制度的および管理的な改革を伴う。

Kooiman が述べたように、小規模漁業ガイドラインの実施はガバナンスにおける「秩序

（governance order）」の 3 つ全てが関係する。 

「メタ秩序（meta-order）」では価値と規範が検討され、ガバナンスの原則が構

築される。「第二の秩序（second order）」が、法律を含む、統治の制度のデザイン

や仕組みに関するものである一方、「第一の秩序（first order）」の統治は日々繰り

返される管理の行動に関するものである。小規模漁業ガイドラインは 3 つ全ての統治の

秩序に影響する。まず初めに表明される基本理念はメタ秩序である。Kooiman はメタ

秩序の統治はガバナンスに先だって起こるものではなく、その一部であり、それゆえ、より

下位の秩序において起こることと同様の注意を向ける価値があると述べている。いまや

小規模漁業ガイドラインは事実、言ってみれば「客観的実在」であり、政策や制度、組

織、管理に関して変化する必要のあるものに関する公式声明である。 

もしあなたが今なお小規模漁業ガイドラインについて批判的なのであれば、あなたは

ちょうど電車に乗り遅れたように、批判の機会を逃したと言える。しかしながら、次の駅で
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追いつくことができる、つまり、国の政府レベルで批判しようと決心することもできる。小規

模漁業ガイドラインは新しい政策、新しい法律、そして制度的な改革という観点から概

念化され、運用可能にされる必要がある。これは小規模漁業ガイドラインの述べること

が統治の第二の秩序において起こるということである。このように、小規模漁業ガイドライ

ンが公表されたときに機会を逃したと感じているならば、ここであなたには異議を表明す

る別の機会がある。もしあなたが権力を持つ人であるか、何かを代表する人であるなら

ば、あなたは決定に対して拒否権を行使し、プロセスを止めるために必要なものを持っ

ているかもしれない。もし第二の秩序においても機会を逃したのであれば、まだ最後の駅

で機会がある。その駅は、管理が行われる第一の統治の秩序である。ここではあなたは

原則や制度との闘いを諦めていたとしても、あなたの思うように管理の意思決定が進む

よう影響を与えようと試みることができる。もしそれでもなお不幸せなのであれば、あなた

はルールを破り、「退去」の選択肢を選ぶことができる。 

 

適合の良さ 

 

とりわけ、小規模漁業ガイドラインの実施には全ての秩序においてハードルを乗り越え

なければならない。多数ある政府の部門同士がうまく意思疎通していないため、それぞ

れの秩序の中で、食い違いのまま終わるかもれない。行政官が自ら作った現状の維持

に満足するのならば、マキャベリが言及するように、彼らは既存の秩序を守る人々の一

部となるだろう。また、小規模漁業セクターの内部と外部を含む広い範囲のステークホー

ルダーを巻き込み、説得する必要がある。例えば、後者のグループは小規模漁業ガイド

ラインが既存の不公正を正すために必要とする優遇措置によって不当な不利益を被る

と感じるかもしれない。 

秩序同士の間での食い違いの可能性もある。メタ秩序の価値、イメージおよび原則

は第二の秩序において制度設計の方向性を与え、そして第一の秩序において制度を

発効・監督する（と考えられている）。重要なことに、価値、イメージおよび原則はその

とき限りで構築されるものではなく、また、統治システムの内部に構築されるものでも、外

部に構築されるものでもない。むしろ、それらは第二や第一の秩序における内省や検討
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を通した継続的な「検査」に依存する。小規模漁業ガイドラインの基本理念は、初めに

それがなかったところに食い違いを引き起こすだろう。もし小規模漁業ガイドラインが意図

されたように実施されれば、食い違いは明白となるが、それを正す努力への反対がある

かもしれない。トップからボトムへ（トリクル・ダウン）またはボトムからトップへ（トリクル・

アップ）の全てに渡って抵抗が想定される。 

インタラクティブ・ガバナンスはこれを「当てはまりの良さ」の問題として見るが、時間とと

もに変化を導く秩序内および秩序間の動的な過程とも見る。小規模漁業ガイドライン

よりも前から矛盾が存在し、ガイドラインはそれをはっきりと示すだろう。秩序の間の食い

違いは困惑を生み、ステークホールダーと意思決定者の間に、限界のある「組織的偽

善」を提案するような反応を引き起こすだろう。したがって、秩序の間の適応や変化は

双方向的なものである。結果的に生じる研究課題の中には「どのレベルにおいて変化が

特定され、どの秩序から別の秩序における変化が誘発されたのか？変化は全ての秩序

で起こったのか、それとも特定のひとつにおいてか？」というものがありえる。 

ステークホールダーが現状の方式に満足するようなときには、組織は「偽善」が存在す

るのにも関わらず、ときにはそのおかげで、存続する。 そして、組織の存続は彼らが結

局のところ最も気にすることである。構成員は表明された目標に注意を払わないか関心

をもたないので、組織の存続に関与し続ける。彼らが示す目標や価値は、見世物とい

うだけである（「グリーンウォッシング」として時々表される現象である）が、組織の存続

を確保するのになお役立つ。小規模漁業ガイドラインに定義される統治の原則やその

元となった倫理的および社会的価値は、下位のスケールにおいて支配的な価値や原

則に影響を及ぼすが、現行の秩序や方式にはなお影響しないとも想定される。 

変化のプロセスは第一の秩序での出来事によって引き起こされるものを発見するかも

しれない。これが起こりうるのは、草の根レベルの人々が組織的な偽善を正し、包括的

な統治の原則を現場の実践方式を通して表される暗黙の価値に一層合致したものと

するための過程に携わる場合である。特にありえるのは、小規模漁業ガイドラインによっ

て拍車をかけられた改革が、小規模漁業のステークホールダーたちの表明や参加を通し

て、包括性や透明性を高める場合である。価値や原則は小規模漁業やそのガバナン

スにとって基礎をなすが、その価値や原則が全ての秩序を動的で不安定なものにしてい

る現在進行中の多方向の相互作用過程の一部となっており、ステークホールダーの関
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与を受け入れるけれども権力闘争の影響下にあるという考えは、実施に関する研究の

興味深い課題である。 

 

総体的なアプローチ 

 

FAO の推定では、漁業に雇用される世界中の人々の 90%以上が小規模漁業で

ある。これはそれ自体において小規模漁業を社会科学者にとって興味深いものにする。

社会科学者はそれゆえ、これらの人々がみられるコミュニティに自然と引き付けられ、彼

らがどのように（どれくらい）魚を獲るかということだけでなく、彼らがどのように生活を営み、

産業やコミュニティを組織するのかということに興味を持つ。小規模漁業ガイドラインはま

さにこれらのコミュニティにおいて変化をもたらすことを意図している。小規模漁業ガイドラ

インの実施に関心を持つ社会科学者は、ガイドラインがこうしたコミュニティへ届いたとき

に何が起こるのか、例えば地域住民がいつガイドラインの存在に気付くのか、を見るため

にそこにいるべきであると考えている。地域住民は小規模漁業ガイドラインをどのように受

け止めるだろうか、そして、それに対してどのように（相互）作用するのか？小規模漁

業ガイドラインはコミュニティが新たな責任を担うこと、そして、コミュニティが自身の集団

的な能力や可能性を強化する必要があるという責任を担うことを求めている。それは組

織的なイニシアティブもまた必要とするだろう。強調すべき点は、人的資源を強化し、教

育を促進し、女性の地位を高め、土地保有権を確保し、そして、法的な支援を提供

することであり、それらは全て組織化された文脈において行われる必要がある。小規模

漁業ガイドラインはコ・マネジメントと生産者組合をそのツールとして提案する。 

しかしながら、小規模漁業ガイドラインが地域コミュニティにおいて実施される前に、ガ

イドラインはより高いスケールで政治的および制度的なハードルを乗り越える必要がある。

小規模漁業ガイドラインが求める改革は政府の支援、新しい法律、そして、支援となる

政治的なプロセスを必要とするだろう。通常、これらのイニシアティブの多くは水産関係

省庁の権能の範囲にない。これこそが小規模漁業ガイドラインが広められ、また、「総体

的なアプローチ（Holistic approach）」を推奨する理由である。これは、漁業セクタ

ーの活動というだけでなく、漁業を営む人々の福祉にとって重要なより広い範囲に及ぶ
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事項であることを示している。TBTI は、異なる科学分野を巻き込むだけでなく、小規模

漁業者のローカルナレッジ（訳注：現場の知）もまた活用する「トランスディスプリナリ

ーアプローチ（訳注：transdisciplinary；超学際；研究者と社会のステークホルダ

ーが一緒に解決に向けて取り組むことなど）」を奨励している（Chuenpagdee and 

Jentoft 2018）。言うまでもなく、小規模漁業ガイドラインは、そのようなトランスディス

プリナリーアプローチの必要性を奨励している。 

小規模漁業ガイドラインは忘れられた何事も置き去りにせず、開かれた徹底的な話

し合いのプロセスを推奨する。しかしながらガイドラインは総体性の意味を明確には定義

しない。それは単純に小規模漁業を持続可能にするために関係する「全て」を意味する

からであろう。アリストテレスに立ち戻った古典的な解釈においては（「形而上学

（Metaphysics）」、1045a10）、全体は部分の足し合わせ以上のものであるとい

う考え方を、総体性は意味している。例えば、個人で言えば、人は体のパーツ以上の

存在である。このように、ただ足し合わせるだけではいけない。ものごとを集めるだけでは

なくシナジーについて考える必要がある。この方法で考えると、文化は、意図的な設計と

いうよりも随伴現象として、ただし、小規模漁業を持続可能にする要因の連鎖において

因果的役割を果たすものと考えることができる。 

このように総体性とは、独立変数と従属変数のセットであり、その中で小規模漁業の

構成要素が複雑な因果関係を持っている、という考えと言えるだろう。小規模漁業の

持続可能性の確保は、最も基礎的なものや、ある物事が別の物事につながるような因

果連鎖において最初に位置するものから始める必要がある。例えば、前の章で議論し

たように、あなたは健全な海洋環境を守る限り、残りのものも守られると信じるだろう

か？あなたはたくさんの異なることを同時に、もしくは連続的にする必要があるだろうか？

小規模漁業ガイドラインの実施のために、何が第一となり、何がその次となるだろうか？

多方面で同時に進展する必要があるのだろうか？ 

小規模漁業ガイドラインは「体系的」な考えのようである。第 6.1 条の冒頭には「全

ての当事者は、生業の複雑性を考慮するような小規模漁業の管理と開発のための統

合的、生態系、総体的アプローチを考慮すべきである」とある。これは物事がどのように

集合しているかというだけではなく、それらがどのようにつながっているかを考えることを意

味している。その際、要素が相互の関係においてどのように機能し、関係がどのように構
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成され、それらを構成する要素がどのように相互作用するかを理解する必要がある。小

規模漁業のような多様で、複雑で、動的なシステムでは、これは簡単な仕事ではない。

なぜなら、構成要素、それらの関係、そして相互作用の意味を理解する必要があるか

らである。システムにおけるそれらの役割や機能は明白ではない。この意味で、総体的

なアプローチは臨床的である。予測できない害をなすリスクがあるため、それには診断が

必要となり、予防が求められる。仮説が検証され、組織的な実験がおこなわれなけれ

ばならない。そのため小規模漁業ガイドラインの総体的な野望は遊びのような実施のア

プローチから恩恵を得るだろう。 

実施の成功には小規模漁業ガイドラインが踏み込んでいるシステム全体の構造や機

能に関する知識を必要とする。小規模漁業システムの「体のパーツ」はどこでも同じでは

なく、それらが作り出す総体性は大きく異なる。世界のある部分、ある場所での取り組

みから学んだことが別の場所においても適用できるとは限らない。総体的なアプローチが、

小規模漁業ガイドラインが実施されるすべての場所で適用されなければならないとして

も、ローカルな文脈が常に問題となり、考慮されなければならない。 
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本章の翻訳を通して思うこと 

 

 本書籍を執筆したイェントフト博士は、私にとって思い入れがある研究者である。とい

うのも、私の博士論文において支柱となる論文のひとつを執筆された方であり、大学院

時代を通してイェントフト博士の論文を何度も読み返していたためである。イェントフト博

士が学術誌 Marine Policy にて 1989 年に出版した論文「Fisheries co-

management: delegating government responsibility to fishermen’s 

organization」は、漁業におけるコ・マネジメント研究の最も初期の論文であり、この

分野で最も引用されている論文のひとつである。その中で、日本の漁協を中心とした漁

業管理は、コ・マネジメントの最も成功した事例のひとつとして紹介されている。日本の

漁業管理はコミュニティ・ベースド・マネジメントやコ・マネジメントの先進的な事例である

が、日本の漁業管理研究はその成功をあまり世界的に発信していなかったように思わ

れる。日本の漁業管理を世界に発信したこと、また、個人的には博士論文研究の支え

となったことから、イェントフト博士に対して畏敬や恩義のようなものを感じている。そのた

め、本書籍の翻訳にごく一部でも関われたことは光栄なことであり、編者の先生方や関

係各位にはこの場を借りて感謝を申し上げたい。 

 さて、本章は小規模漁業ガイドラインの実施に際して、国際的レベルや国家レベル、

地域レベル等の各レベルにおいて、また、各レベルの間での、小規模漁業の持続性に

関係するあらゆる要素とその相互作用を考慮した活動が重要と述べていた。その中で

特に印象的だったのは、小規模漁業ガイドラインの実施において国が味方になるどころ

神山 龍太郎 Ryutaro Kamiyama 

（水産研究・開発機構水産資源研究所） 

東北大学農学部出身。東京大学大学院農学生命科学研

究科に進学し、フィリピン漁村の小規模漁業をテーマとした研究

で博士号を取得。その後、現職水産研究・教育機構水産資

源研究所水産資源研究センター社会・生態系システム部漁

業管理グループ研究員。研究分野は水産経済学、漁業経営

論。国内の水産物の消費分析、漁業の経営分析等をおこなっ

ている。 
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か、敵にもなりうることを指摘し、国の貢献を強く疑っている点である。この背景には、世

界 の 、中で も特に途上国 の 小規模漁業 が 社会や 経済、制度 か ら疎外化

（marginalize）されてきたという小規模漁業研究の認識があると思う。また、イェン

トフト博士は冒頭で紹介した論文の中で、コ・マネジメントの成功において漁業者同士、

または、漁業者と管理機関の間の信頼形成が重要であることを述べている。信頼を確

保するためには疑うプロセスが欠かせない。この点は、科学が疑って、疑って、それでもな

お残ったものを真実として受入れるプロセスである点と似通っている。本章は、疎外化さ

れてきた小規模漁業の持続可能性を「信じる」ために必要な「疑う」プロセスもまた、読

者に提供しているのだろうと私は思う。 
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24 

 

重なり合う合意 

 

松井歩（弘前大学）訳 

 
小規模漁業は調停が必要な、対立する規範的秩序に直面している。 

 

私の指導学生が博士論文の口頭試問で「小規模漁業とは何か」という質問を受け

た。試験官はおそらく 1、2 行で済む回答を想定していたのだろうが、彼女はその想定よ

り多くを語ってくれた。試験官自身も簡潔な定義を持ち合わせてはいなかったが、その問

いは興味深い意見と視点の交換を引き起こした。両者は小規模漁業が本質的に複

雑であり、単に規模が小さいというだけで特徴づけられるものではないという点で合意し

た。両者はまた、ともに小規模漁業を個別的なものとして考えていた。つまり、ある場所

での小規模な漁業が異なる場所でも小規模であるとは限らない。 

小規模漁業は最も古い職業の 1 つであり、魚は太古から食生活の一部であったが、

必ずしも常に同じものではない。時間の経過と近代化により小規模漁業は変化してき

たが、多くの場合私たちが期待するほどではない。小規模漁船は場合によっては以前と
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全く異なるように見えるかもしれないが、魚は同じであり、漁具は必ずしも大きくは異なら

ない。私たちが水産物をどのように生産し、どのように消費するのかもそれほど変わらない

だろう。ノルウェーのロフォーテン諸島におけるタラは千年以上前から変わらず干されてい

るし、市場（イタリア、スペイン、ポルトガル）も昔からほとんど変わっていない。 

 

「小ささ」を定義する 

 

小 規 模 漁 業 は 国 に よ っ て 海 岸 （ inshore ） 、 沿 岸 （ coastal ） 、 零 細

（artisanal）、地方（municipal）、小型船（small-boat）、共同体基盤

（community-based）など、その性質や適応の差異を反映したさまざまな名称で

呼ばれている。小規模漁業は大きく異なる生態的・気候的条件の下で営まれ、それら

が特定の文脈における漁業のあり方を定めている。これらの条件が異なるように、小規

模漁業もまた異なるものなのである。また、貧困と富によって小規模漁業者が購入でき

る漁業技術の種類も決定される。小規模漁業はしばしば政府の目に止まらず、大規

模漁業が受けるような支援を受けられない。しかし、制度やその他のメカニズムによって

小規模漁業の成長・近代化が可能となる場合もある。このように、小規模漁業は必ず

しも「伝統的」で過去から抜け出せないでいるわけではない。 

このような理由から、小規模漁業ガイドライン（訳注：正式名称は、「食料安全保

障と貧困撲滅の文脈において持続可能な小規模漁業を保障するための任意自発的

ガイドライン」）では小規模漁業を定義することを避けている。小規模漁業は統計上、

管理上、政治上、そしてその他の理由から定義を必要とするが、必ずしも世界的なレ

ベルで定義される必要はない。少なくとも、これまではそうすることなく定義されてきたのだ。

しかし、FAO（訳注：Food and Agriculture Organization; 国際連合食糧農

業機関）は小規模漁業の定義を定めており、その多様な側面を把握する必要から冗

長な表現となっている。 

 

「小規模漁業は、海洋および内陸水の水産資源を利用するために、労働

集約的な漁獲・加工・流通技術を使用するダイナミックかつ発展的なセクタ
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ーとして大まかに特徴づけられる。このセクターの活動は、フルタイム、パートタ

イム、あるいは季節労働としてなされ、多くの場合、地元・国内市場への魚

や水産物の供給、あるいは自家消費を目的とする。しかし、大規模な市場

統合やグローバル化の進展により、過去 10～20 年の間に多くの小規模漁

業で輸出志向の生産が増加している。典型的には男性は漁撈、女性は水

産加工および販売に従事するが、女性の沿岸での漁撈や男性の水産販売

および流通への従事も知られている。その他にも製網や造船、エンジンの修

理やメンテナンスなど漁業に付随する活動も沿岸・内陸の漁業コミュニティに

雇用や収入の機会をもたらす。小規模漁業は、自営の単身従事者からイ

ンフォーマルな零細企業、フォーマルセクターのビジネスまで組織レベルで大き

く異なる。したがって、食料安全保障や貧困の緩和にむけた戦略や政策を

策定する際には、小規模漁業が国や地域によって均質ではないという事実

に注目する必要がある。」 

 

私の指導学生は試験官への回答でこれらの特徴に多く触れていたが、数文にまとめ

ることはできなかった。明確な定義が存在しない状況で、小規模漁業はイギリスにおけ

る「10m 未満」や EU 漁業規則における「全長 12m 未満の漁船で行われる曳網を

使用しない漁業」のように、漁船の長さによってシンプルに定義される傾向がある。このア

プローチの問題点は、狭い定義に基づいた政策の策定が小規模漁業の複雑さと多様

性、そして生計や物質的・文化的基盤として地域コミュニティで果たす役割を正当に評

価できない点にある。 

FAO の豊かな定義は均質性の欠如を指摘する上で正しい。小規模漁業は営まれ

る状況に応じて、固有の形態を獲得している。しかし、その労働集約性などいくつかの

特徴は共通している。また、小規模漁業はあくまで大規模漁業との比較の中で小規

模であるため、その定義には共通する問題がある。研究者はしばしば小規模漁業を生

活様式と呼び、人びとが何をするのかだけではなく、自身やその生活をどのようにみなす

のか、また他者がどのように認識するのかによって小規模漁業を定義する。オーナー経

営者にとっての漁業は、乗組員に給料を払い、家族を養うために黒字でなければならな

い。ビジネスとしての小規模漁業と生活様式としての小規模漁業は相反するものかもし
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れない。しかし、両者は相補的な関係にある。黒字を出すためには漁業に深く入り込む

必要がある。そして、漁業に深く入り込むためには黒字を出さなければならない。一方が

なければ他方も維持できないのだ。 

 

法多元主義 

 

特にガバナンスの観点から興味深いのは、小規模漁業が非常に異なる体制のなか

で規制されており、それがまた小規模漁業の多様性の理由にもなっているという点であ

る。これは世界的にみてもそうだが、国内的にも同様だ。小規模漁業に対しては、漁獲

対象種や漁具によって異なる規則が適用される。規則は地域やロカリティのみならず、

政治的イデオロギーやグッド・ガバナンス（よき統治）に対する認識によっても異なる。

小規模漁業が異なるため規則も異なると思わなくもないが、規則が異なることはその 1

つの要因となる。漁業制度は特定の国で一般的に有効な原則に従って設計されてい

る。このことは TBTI が地域的に開始したような、制度設計それ自体に焦点を当てるの

みではなく、それらがどのように小規模漁業の条件と機会を形成しているのかに着目した

国家横断的な調査の必要性を喚起する。関心を引くのは、管理システムの差異が小

規模漁業の持続可能性に対してどのような差異をもたらすのか、という点である。 

小規模漁業の多様性を説明するもう 1 つの側面は、制定法に基づく体制と慣習的

体制の関係性である。これらはしばしば併存し、互いに重なり合っている。そのため、小

規模漁業はどちらの体制が支配的になるかという、異なる比率の法的多元性に左右さ

れることも多い。このような状況は漁業者を混乱させかねないし、政府にとっても問題と

なる。漁業者が異なる法体制において合法であると考えるところが、政府にとっては違

法となる可能性もある。このような状況は「法多元主義（Legal pluralism）」という

言葉で説明され、経験的事実であると同時に、研究上の分析的レシピでもある。ある

特定の状況においてどのような法規範が適用されるのか。特に様々な権利に関わる異

なる規範の間に矛盾がある場合、小規模漁業者はどのように法多元主義に対処して

いるのか。統治者は法多元主義をどのように考慮しているのか。慣習法を抑圧して制

定法を課すのか、あるいは両者の間を取り持とうとするのか。前者の場合、それは地元

でどのように受け止められているのか。後者の場合、既存の法多元主義を均質な法へ
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と調和させようとするプロセスが存在するのか。これらは全て実証的問題であり、ガバナビ

リティ（訳注：被統治能力）の観点からも重要である。法多元主義は制度的革新

をもたらす知見の宝庫となり得る。 

興味深いことに、小規模漁業ガイドラインはこの問題について立場を表明している。

第 5.4 条には次のように書かれている。 

 

「各国と他のすべての関係者は、国内の立法行為により、適切な場合には、

小規模漁業のコミュニティが享受する水産資源と土地と小規模漁業区域に

対する慣習的権利を考慮しながら、あらゆる形態での正当な保有権を認

識・尊重・保護しなければならない」 

 

また同条では次のようにも書かれている。 

 

「先住民や少数民族を含む小規模漁業のコミュニティの水産資源や土地へ

の慣習的な—そうでない場合は—優先的なアクセスと同様に、地元の規範

や慣習も、国際人権法と一致したあり方で認識・尊重・保護されなければ

ならない」…「憲法または法律の改正により女性の権利を強化することが慣

行と矛盾する時は、すべての関係者が協力して慣行的な保有制度がこのよ

うな変化を許容するようにしなければならない」 

 

慣習的な制度や慣行への配慮は小規模漁業ガイドラインのいくつかの項目に現れ

ている。たとえば、X ページにおける緒言では以下のように述べられている。「小規模漁

業にとって恩恵となる何世代にもわたって慣習的に行われてきた資源の分配と共有は、

非参加型でしばしば中央集権的な漁業管理システムと急激な技術開発と人口変動

の結果、変化した」。小規模漁業ガイドラインはこの点を明らかに悪化と捉えている。 

しかし、小規模漁業ガイドラインは慣習的権威者にも異議を申し立てる。「各国およ

び伝統的・慣習的権威者を含む小規模漁業の関連当事者は、小規模漁業において

移動が共通の生計戦略であることから、小規模漁業における移動漁業者や漁業従事

者の役割を理解・認識・尊重すべきである」（6.10 条）。このように、小規模漁業ガ
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イドラインは、国家や市民社会組織だけでなく慣習的な権威者にも対応している。しか

し同様に、「各国と開発パートナーは、漁業者および漁業従事者の団体の伝統的形

態を認識し、彼らの所得向上と生計活動の保障を強化するため、国内法令に従い、

バリューチェーンのすべての段階においてその組織・能力両面での適正な開発を促進す

べきである」（7.4 条）とも書かれている。「漁業従事者の団体の伝統的形態」への言

及は、他の法的形態と同様に決定・施行・裁定する組織構造と本質的に結びついて

いるという点で慣習法と関係する。したがってそのような「漁業従事者の団体の伝統的

形態」の背後には慣習法の役割を想定することができる。 

 

法的分立 

 

法多元主義、この場合制定法と慣習法の重なり合いに直面するとき、小規模漁業

ガイドラインは法的差異と矛盾を並置し調和させるための参加型プロセスの必要性を

想定する。慣習法、そしてそれを支える文化的価値、規範、原則を覆すことは人権侵

害につながる可能性がある。慣習法と法律の間、あるいはコミュニティごとに異なる慣習

法の間で対立が生じた場合、妥協と合意を見出す必要があることも私たちが認識する

ところである。後者は、漁業者が自分たちの共同体水域から他の共同体の水域に移

動する際に問題を引き起こす可能性がある。 

私たちの論文では、法的・規範的な矛盾や非互換性に対処しうる制度としてコ・マ

ネジメントの存在を指摘した（Jentoft et al.2009）。コ・マネジメントは異なるステー

クホルダーが出会う場を提供することで、対話を促進し、合意に達する可能性を持つか

らだ。しかし、コ・マネジメントはプロセスに関するものではあるが、そのプロセス自体が合

意に達することを保証しない。合意できない点に合意する妥協案のように，当事者間

の対立は内実として広がることもある。当事者は原則に同意しても、その実践に同意す

るとは限らない。 

小規模漁業ガイドラインでは、人権原則が現場の規範的現実に直面するような場

合にこの点が問題となり得る。（「小規模漁業ガイドラインは、脆弱で周縁化された集

団の人権の実現と彼らに対して関心を向けることに高い優先度を置いている」）。たと

えば慣習法は、女性や移住してきた漁業者に対して、所有権やアクセス権の面で差別
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的となることがある。学校に行かなければならないはずの子どもたちが安価な家族労働

力として働かされることもままあるように、慣習法の実施は場合によっては残酷なものと

なる。しかし、小規模漁業ガイドラインは人権問題として、慣習や先住民族の慣行、文

化・社会システムの尊重を求める。ここには、少なくとも抽象的に—そしておそらく具体

的にも—、簡単には解決できない明白なジレンマが存在する。ガバナンスのアプローチは

どうあるべきなのだろうか。 

夫の Franz とともに法多元主義の代表的な研究者である Keebet von Benda-

Beckmann は、法多元主義を真剣に受け止めることを「すべてのルールを支持するこ

と、あるいはいかなるルールも支持しないことと同じではない」（2001、p. 331）とする。

州法であれ地方法であれ、いかなる法に対しても先入観を持たずに取り組むべきだ。む

しろ、彼女の夫がそう主張するように、「いかなる単一の規範体系の排他性と自明性に

も挑戦する」（F. von Benda Beckmann 2001、p.124）べきである。非国家法、

あるいは慣習法に関して彼女は次のように主張する。 

 

「真剣に受け止めるということは、それ（＝非州法）が存在すること、それが

人々の行動に影響を与えること、そしてそれが立法の実施方法にも影響を

与えることを認めることである。そうすることで、何が起こっているのか、なぜ多く

の場合法律が期待される効果を発揮していないのかをよりよく理解すること

が可能となる」。（K. Benda-Beckmann 2001、p. 33） 

 

法多元主義は異なる伝統を持つ当事者同士が互いの道徳的世界から学ぶために、

異文化間の対話を必要とする。その結果、たとえば人権の原則に関して相違点を調整

できない場合には衝突の恐れがある。そこで、私たちは哲学者のチャールズ・テイラーに

耳を傾けるべきだろう。Taylor（1999）は、異なる伝統の代表者の間で対話によっ

て参加者が互いの価値観、規範、原則から学びを得ることができるとする。しかしそうは

言っても、違いを調整することが不可能なこともあるだろう。テイラーは、このような状況に

おいて規範や価値の究極的な正当性についての意見の相違が許容されるべきだと考

える。競合する根本的な世界観（あるいは「第一原理」と呼ばれるもの）に固執し、

意見の合わない人々を非難するのではなく、それらの信念を抽象化し、代わりに人権
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規範の包括的な合意にたどり着こうとするべきなのだ。Kooiman （2003） が説明

するインタラクティブ・ガバナンスの用語で言えば、第一、第二の統治秩序からメタ秩序

へと対話を移行させるべきである。しかし、それでは問題は解決せず、まだ意見を異にす

るかもしれない。テイラーによれば、解決策は「なぜそれが正しい規範なのかについては

意見が一致せずとも」規範について合意に達することかもしれない。理想的なのは、「根

底にある深い信念の違いに邪魔されることなく、合意の中で生きることに満足する」

（Taylor 1999、p.124）ことだ。行動規範に同意しても、その根底にある価値、つ

まりその理由については合意に達しないことがある。ここでテイラーは、ジョン・ロールズの

「 重 な り あ う 合 意」 と い う概 念 を 参 照 す る （ 同 様 の こ と は 本 書 の 別 の 章 や

Chuenpagdee and Jentoft （2018）のトピックでもある学際的なコラボレーション

にも当てはまるだろう）。異なる専門分野の人々は、たとえその専門分野の基礎的な

前提条件に同意していなくても、社会問題の解決に向けて協力できるはずだ。 

しかしテイラー自身がそう信じるとしても、彼が推奨することが実生活で機能するかに

ついては疑問の余地がある。ハーバーマスが言うところの「理想的発話状況」のようなも

のが必要なのかもしれない。 

 

「そのような状況下では、参加者は物理的・心理的な強制を含む非合理

的な「強制」の影響が全くない雰囲気の中で、理性と証拠に基づいて互いの

主張を評価することができるだろう。さらに、すべての参加者は合理的な合

意を得たいという欲求だけで動き、議論の時間制限もない」 

 

また、合意は自分とは異なる世界観を持つ人の話を聞き、学ぶ意思次第となるが、

それは常にあるわけではない。人々は往々にして自分の信念に固執し、時には自らの

利益のため、耳を傾けるよりも話したがる。小規模漁業ガイドラインに明記されている人

権原則を人々が喜んで支持したとしても（実際、2013 年から2014 年にかけてFAO

で行われた技術協議では、ガイドラインの人権原則はほとんど反対を受けなかった）、

小規模漁業の利害関係者は特定の状況においてこれらの原則が何を意味するかによ

って異なる立場をとる可能性はある。このことは、人権原則等の原則が既存の法的・慣

習的な法と秩序、そしてそれらが固める力関係と対立する場合、特に起こりやすい。 
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人権原則はその象徴的な理由から支持されることが多い。それらを支持することは、

たとえそれらが守られていなくても、特定の慣行や制度の周辺に正当性を築くのに役立

つ、メリットのある「言論行為」となる。たとえば、人権と死刑の間に矛盾がないと考える

国もあれば、同様の理由で死刑を禁止している国も存在する。多くの国が人権関連の

条約を批准しても、結局それを無視している。そのような国は SSF ガイドラインでも同じ

ことをするかもしれない。ガイドラインは任意のもので、守らない国に法的責任を問うこと

はできない。「名指しと非難」は効果的かもしれないが、それでも動じない国はあるだろう。 

 

状況が重要 

 

人権基準を完全に遵守していない慣行を正当なものとして認める状況があるかもし

れない。児童労働は子どもの労働と同義ではない。2018 年に参加した会議における

スピーチで、FAO 事務局長は学校に行く前のニワトリの餌やりは自らの責任だと述べて

いた。ノルウェーでは、タラの舌を切ることが子どもたちの放課後の小遣い稼ぎになってい

る。男女の権利と機会の平等は目標であり、小規模漁業ガイドラインでも強調されてい

ることであるが、男女間の分業が必ずしも差別や虐待につながるわけではない。 

したがって、人権の原則は他のグッド・ガバナンスの原則と同様、状況に応じて変化

する必要がある。それは、小規模漁業ガイドラインの原則が実施されるときにも起こりう

ることだろう。イギリスの政治家・哲学者であるエドマンド・バーク（1729-1797）は、

Korda（2019、p.201）で引用されているように、次のように指摘する。「状況はす

べての政治的原則に、その識別色と識別効果を与える」。そのような原則をどの程度、

どのような状況で緩和することが許されるかという必要な自由の限界は地域コミュニティ

よりも高次のスケールで決定される可能性もあるが、小規模漁業ガイドラインや法多元

主義理論の研究者による提唱に沿って、参加型民主主義に委ねられるべきである。し

かし一方で、差別、虐待、人種差別、残虐行為は、法定または慣習的な法的環境の

中で、どこで発生しても改革の機が熟している慣行であり、たとえ利害関係者が同意し

ていても、それらを許してはならない。小規模漁業ガイドラインに記載されている人権基

準は、当局が一般的に受け入れられている規範に違反し必要な保護と安全を小規模
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漁業者やコミュニティに提供することができない場合に、その責任を追求するための手段

となる。この意味で、世界的な手段である小規模漁業ガイドラインは、どこにいても小規

模漁業者をエンパワーメントする。このことは、普遍的な人権基準とローカルな慣習的

規範との間に対立がある場合に、調停が必要となる理由でもある。そのための良いプロ

セスを確立する必要があるのだ。 

小規模漁業の定義について、一般的かつ文化の違いを超えて適用できるような合

意を得ることができれば有用だろう（Smith and Basurto 2019）。万人に通用す

る定義に到達できていないことは、おそらく小規模漁業が周縁化されている原因のひと

つでもある。小規模漁業についての講義をしなくても、「小規模漁業とはこういうものだ」

と指差すことができるような、個別的なものとして考えられる必要がある。小規模漁業の

状況を記録し、貧困を推定し、数を数え、貢献を評価し、エコロジカル・フットプリント

（訳注：ecological footprint；人間の活動において、地球環境に掛けている負

荷の大きさを図る指標）を計算することはその助けとなるだろう。小規模漁業が無視で

きないほど大きな存在であることはわかっているが、その大きさを正確に知ることができれ

ばよりよい。しかし、そのためには正確な定義が必要となる。大雑把な見積もりでは、政

治的な行動を起こすには説得力に欠ける。私たちが求めているのは「重なりあう合意」と

でも呼ぶべきもの、つまりベン図（訳注：Venn diagram；複数の集合の関係や集

合の範囲を視覚的に図式化したもの）の内側の空間であり、現在でも未来でも通用

するものなのだ。これが実際に可能かどうか、また十分に包括的でありながら運用可能

な方法であるかどうかについては疑問が残る。すべての人が完全に満足できる定義には

到達できないという可能性を持っておくべきだ。しかし、受け入れ可能な定義に合意す

ることはできるだろう。 

 

  



221 

小規模漁業における生計の多様性 

 

本章で示されたように、小規模漁業を厳密に定義することは困難をともなう。一方で、

例えば沿岸でローカルな資源を対象とすること、資本の集約性に対する労働集約性の

高さなど、その多くに共通する特徴も存在する。小規模漁業者の生計の多様性は、そ

のような小規模漁業の 1 つの特徴としてこれまで多く指摘されてきた。小規模漁業者

は必ずしも漁業のみでその生計を成立させているわけではなく、農業や賃労働、そして

各種のインフォーマルセクターとの組み合わせのなかで漁業を営む場合も多い。 

このような小規模漁業者・世帯における生計の多様性は、資源や市場の不確実性

に対するリスクを軽減し、周囲を取り巻く自然・社会環境へ適応し，生活を維持してい

くための戦略として理解される。先行研究では多種多様な生計活動（生業）を複合

的に組み合わせることが環境変化に対する漁家の柔軟な対応を可能とさせ、結果とし

て資源の過剰利用の防止、コ・マネジメントの安定、食糧安全保障など、漁業の持続

的な展開、さらには漁業を包含する社会-生態システムのレジリエンスの向上に貢献す

ることが明らかにされてきた。 

以上のような知見は小規模漁業の卓越する発展途上国を中心とした調査研究に

よって蓄積されてきたものであるが、日本でも無関係なものではない。たとえば「半農半

漁」という言葉に示されるように、日本でも伝統的に漁業は他の生業活動との組み合

わせの中で営まれてきた。2018 年漁業センサスによれば、日本の個人漁業経営体の

うち約半数が世帯として漁業以外の兼業を持つ兼業経営体となっている。筆者による

石川県七尾市能登島での小規模漁家を対象とした調査では、世帯内で農業や賃労

松井 歩 Matsui Ayumu  

（弘前大学人文社会科学部・助教） 

1993 年新潟県新潟市生まれ。博士（地理学）。日本学

術振興会特別研究員を経て 2021 年 4 月から現職。専門

は人文地理学。主に日本国内を対象に、自然・文化・社会・

経済を横断する現代的変化への小規模漁業地域の適応に

着目した調査研究を実施している。これまでの主な調査地は

石川県七尾市や北海道南西部など。 
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働、観光業など、多様な生計活動の組み合わせの中で地域漁業が存立していること

が明らかになった。加えて、その組み合わせは漁業、あるいはその経済的重要性のみに

よって決定されるのではなく、農地をどの程度所有しているのか、世帯内の労働力配分

はどのようになっているのかといった物的・人的資源の問題や現代的なライフスタイルの

変化など、様々な要因の影響を受けていた。 

さらに、漁業の存立と農業や観光業などの他生業の存立が深く関わっていることも明

らかになった。このことは、漁業以外の生業によって漁業が維持されていると言い換える

こともできる。漁業管理・集落管理・農地管理・観光振興など、漁業を出発点にしな

がらも多様な生業が交差する場所・空間として「漁業地域」を統合的に検討することか

ら見えてくることも多いだろう。 
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25 

 

言葉の重要性 

 

瀬木志央（甲南女子大学） 訳

 
我々がいかに小規模漁業を語るかにより、我々の彼らに対する行動は決まる。 

 

私は我々が使用する言葉をコントロールできる者こそが、会話の行方を決めると信じ

ている。更に言うと、会話をコントロールする者は、我々の行動空間の認知、行動のあ

り方、そして我々が経験から最終的にどのように学ぶかを決める。その意味において、言

葉とは力であり、小規模漁業において物事がどのように機能するかを理解しようと試みる

のであれば、まずはこの点を踏まえておく必要がある。それはすなわち、我々は小規模漁

業をどのように語っているのかについて、綿密に吟味する必要があることを意味する。その

営みを通して、我々は語り方を変える必要性のみならず、より適切な言葉を新しく作り

出す必要性にも気がつくだろう。 

 この教えは、1973 年に出版されたノルウェー人社会学者 Rolv Mikkel Blakar によ
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る「Language is power」という本を大学生の頃に読んで以来、私の中に留まり続け

ている。彼は、少なくともノルウェー語においては、ジェンダー平等のために必要である語

彙を十分に持っていないという興味深い点を指摘した。そのため、我々は新たな語彙を

作り出す必要があるというのだ。彼は例として、司教を意味する biskop とそれに対応す

る、司教の妻を指す“bispinne”という言葉を挙げた。初めての女性司教が誕生した際

には、彼女を“bispinne”と呼ぶことはできないため、単に“biskop”と呼ぶこととなった。

呼び名の存在しない彼女の夫をどう呼ぶかについては、この司教は未婚であったため考

えずに済んだ。 

この例は、ノルウェー語で漁業者を意味する“fisker”という言葉についても考えさせる。

英語やスペイン語といった他言語では、漁業者という言葉は通常男性に関連付けられ

ているが、それとは異なり“fisker”はジェンダー・ニュートラルである（“fiskermann”とい

う言葉が使われていたのは随分前のことである）。Fisherwoman と英訳される、ノル

ウェー語の“Fishkerkvinne”という言葉は、一般的には女性漁業者のことではなく、

（男性）漁業者の妻たる主婦を指す。先の司教の例と同じく、（ノルウェーには存在

する）女性漁業者について、我々は彼女の配偶者に対する呼び名を持たないという

問題に出くわす。だが、往々にして彼女の夫は主夫でなく、自身の職業上の肩書を持

っているであろうため、彼を指す呼び名は必要なかったのかもしれない。そうして、我々は

夫の呼び名を定めることはなかったのである。英語から転用されたノルウェー語の

“ombudsmann”という単語については、ジェンダー・ニュートラルにするため man という

部分が削られた。今日、こうした職業上の肩書は男性、女性ともに対して包摂的なジ

ェンダー・ニュートラルな名称となっている。 

 

成果物としての言語 

 

 大学生であった私は、オスロ大学のノルウェー人社会学者 Dag Østerberg の文献

も読んだ。彼は社会学が果たす社会への貢献は知識だけでなく、言語、つまり「メタ言

語」（2012）も同等に重要な成果物であると論じた。この言語、そしてそれを構成す

る概念は、我々の置かれた困難な状況と直面する難題について熟考するための手助
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けとなる。我々は会話するためだけに言葉が必要な訳ではないという点において、社会

学の言葉も他の言葉も同じである。我々は思考するためにも言語を必要とする。物事

に名前があるからこそ、我々はそれらを管理できるのである。 

漁業や漁業管理における言葉についても同じことが言える。漁業者になるということ

は、魚を獲るために必要な言語スキルを学ぶことでもある。魚、漁具、漁場、船に載せ

られた様々なものや船体の部位、天候や波などに関する名前を知る必要がある。漁業

管理者も、同じく洗練された言語について知る必要があるが、漁業管理者がどのように

考え行動するかを理解するため、漁業者もまたその言語を知る必要がある。漁業管理

システムは言語的構築なのである。統治のための法律にも同じことが言える。法律家に

なるためには法律を知るだけではなく、法律や法律家の言語を知ることが求められる。

すべての学術分野はそれぞれ特有の言語を有しているのである。 

概念というものが無ければ、我々は無力な存在となろう。時には社会科学者が提供

する言語革新が、人々やコミュニティのエンパワメントを手助けすることがある。小規模漁

業者が「エンパワメント」を実感するには、この専門用語の意味を知っている必要があり、

それを知らなければ、彼らがエンパワメントを達するために取るべき必要なステップを踏み

進むことなどできない。 

ネットワークという言葉は今では科学用語、日常語の一つであり、現代の情報技術

により、この言葉は更に一般化した（“インターネット”という言葉を考えて欲しい）。

Facebook の設立について描いた映画は「ソーシャル・ネットワーク」と呼ばれたが、今日

では我々はこうしたこの言葉の使われ方に不自然さを覚えず、それが意味するところを

問う者などいないが、常にそのようであった訳ではない。「ネットワーク」は社会学的概念

となる以前から使われてきた言葉であった。しかし、どのような経緯から我々はこの概念

を社会関係を示すための手段として用いるようになったのだろうか。そしてそもそも誰がこ

の概念を社会科学分野に持ち込んだのだろうか。それはイギリス系オーストラリア人で社

会人類学者であった J. A. バーンズという人物であり、1954 年に学術誌 Human 

Relations に収録されたノルウェー西海岸における小さな漁村についての論文の中でな

されたのである。ある地域の漁業コミュニティにおける事例研究が、人類の共通語より豊

かなものにしたことも注目に値することだ。 

話の流れはこんな感じだ。バーンズはノルウェーの漁業コミュニティにやって来るまでに、
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ニューギニア等のコミュニティの研究をしてきた。どのような経緯かは知らないが、彼は、こ

のコミュニティには階層的組織がないにも関わらず、なぜ秩序がとても良く守られているか

という疑問を持ち困惑した。このコミュニティには長のような人がいなかったのである。ある

日、彼が波止場を歩いていると、地曳網が吊り干しされているのを見掛けた。彼はこの

地曳網を見て、その構造に目を奪われ、そして考えた―このようにしてコミュニティは団結

しているのだ！彼の地曳網とコミュニティの社会構造との比較は意義深い。 

 

 「人はそれぞれ、いわば、他の多くの人々と連絡をとっており、そのうちお互

いに直接連絡を取り合う者達がいれば、そうでない者達もいる。同様にそれ

ぞれの人には多くの友人がおり、その友人らにも彼ら自身の友人がいる。いく

らかの友人らはお互いを知っており、他はお互いを知らない。私は、この種の

社会領域をネットワークと呼ぶことが好適であると考える。私が抱くイメージは、

一連の点があり、そのうち幾つかは線で繋がれている、というものだ。このイメ

ージにおける点は人々、また時として集団であり、線は人々それぞれの交流

を示す。」（バーンズ 1954; p.43） 

 

ここでバーンズは、Østerberg が言うところの、社会学者的な行為をおこなっている。

Østerberg が幾つもの例を挙げているように、それは、日常的言語から言葉を取り出

し、再解釈することにより、その言葉に従来とはやや異なったり、あるいはより幅広い意

味づけをし、社会へと還元することである。 

 

認知 

 

「ネットワーク」のような概念は、我々に物事を何かとして見させるためのレンズでもある。

バーンズがどのように漁業コミュニティが機能しているかを理解できたのは、彼がその有り

様を地曳網のようなネットワークとして認識した時である。私がこのテキストの書くため使

っている道具をコンピューターだと認知できるのは、私がコンピューターという名称が既に

知っているからだ。この道具は、同じ名称で呼ばれる他の道具にとても似ているのだ。 
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しかしながら、概念というものは、我々が物事を認知できるようにするだけでなく、重要

であるかもしれない他の事柄について盲目にしてしまうという問題を孕む。我々は概念に

より認知できるようになったものを見ていると言える。そのため、名前を与えていないもの

については、我々は無視しがちなのだ。このことの説明には、私がまだ若かった遠い昔に

とても気に入っており、1946 年にノーベル文学賞を受賞した小説家ヘルマン・ヘッセから

の引用を用いることに勝るものはない。 

 

「数百の異なる木々、数千の異なる花々、数百の異なる果実やハーブがあ

る庭を想像してみてください。さて、もし庭師が知っている植物学的区分が食

べられるものと雑草のみであるとしたら、この庭師は庭の九割方の植物につい

て、どのように扱ったら良いのか理解し得ないでしょう。彼は魅了的な花々を

根こそぎにし、素晴らしい木々を切り倒すか、あるいは少なくともそれら植物を

前に眉をひそめることでしょう。」（ヘッセ 1927, p.68） 

 

この庭師がより豊かな言葉を必要としているということは、容易に結論づけられよう。

限られた語彙しか持たないがゆえ、庭師は庭に取り返しのつかない損失を与える危険を

犯すのだ。我々は、例えば小規模漁業ガイドライン（2015）の実施にあたり小規模

漁業について語る際、同じような危険を犯してはいないだろうか。我々の言葉は、例え

ば気候変化に対応しながら、小規模漁業から貧困を撲滅することに必要な事柄を理

解し、議論するために十分であろうか。我々は、このような文脈の中で使われる言葉に

ついて深く考える必要があるのだ。それは単に、言葉は物事を見るための、あるいは見な

いためのレンズを提供するというからでなく、次のような事例において、我々がどのように

行動するかを決定づけるからでもあるからだ。 

 

言語は政治的 

 

言葉は力であるならば、それは政治的論争の対象となる。自らの概念を押し付ける

ことは、自らに都合が良い状況を作り出し、他者をそれに従わせる方法となり得る。権
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力者は新しい言葉を作り出したり、古い言葉に新たな意味を加えたりするため、言葉の

本来の意味は時が経つにつれ変化するものだ。しかし、概念もまた変化する。なぜなら、

概念自体が解決を試みる問題に対して限定的過ぎることがあるからだ。例えば我々が

貧困という言葉で意味することは、所得面の貧困から、乏しい教育、健康、衛生等を

含むより包括的な定義へと変化してきた。より幅広い貧困の定義は、必然的にその撲

滅に向けたより幅広いアプローチに繋がるはずだ。ガバナンスという概念は、小規模漁業

ガイドラインにかかる技術的協議の場において、幾つかの国の代表者にとっては論争の

的となり得ることであった。そうした代表者達は、ガバナンスには正式な定義がないこと、

そして他言語に翻訳することが困難であることを指摘し、「管理（management）」

という言葉を使用し続けることを主張した。これら指摘はともに正しいのだが、代表者た

ちは同様のことが管理という用語についても言えることについては指摘しなかった。しかし、

ガバナンスという言葉は維持されるべきであると主張した者達にとり重要だったのは―そ

して結果的にはそうなった訳だが―、ガバナンスとは技術的課題ではなく、権力関係へ

の介入と幅広い課題に関する意思決定プロセスへの意識付けに関わることである点の

強調だった。こうした課題は政治性を帯びている。なぜなら、これらは、人々の間で必ず

しも共有されていない関心事や価値観に対して変化を求めたり、政府の他、幅広い参

加者を関与させたりすることになるからである。だからこそ、「ガバナンス」は管理よりもより

適切な概念だと考えられたのだ。 

 

小規模漁業の定義 

 

小規模漁業ガイドラインは小規模漁業者とは何かを定義していない。定義するとい

う提案は、もっともな理由により取り下げられたのだ。小規模漁業は、あまりに多様性に

富み、多面的であるがゆえ、数行で世界中の小規模漁業を描写することなどできない。

それでも定義は重要である。漁業政策では誰を対象にしているかを明確にしなければ

ならないからだ。小規模漁業セクターに関するより良い統計資料が必要であることはさ

ておき、FAO のデータは小規模漁業は「無視するには大きすぎる」ことを示している。し

かしながら、定義は単に正しい言葉を探すことではない。2018 年に SAMUDRA 
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Report No. 79 にて発表された Andrés Cisneros Montemayor の論文では以

下のように記されている。 

 

「更なる議論が必要であろう課題は、政策論議の中で変わりゆく漁業コミュ

ニティについての認識において、言葉が持つ力についてである。例えば、今で

は定着した『小規模漁業』という用語の使用は、政策立案者に対して小規

模漁業者の可視性を高め、関連する政策や規制における彼らの認知度を

高めるとされる。しかし、特に政策立案者が漁業に関する議論や特定の用

語に不慣れである場合、上記とは逆の作用をもたらすことがある。『小規模』

という言葉は、そのセクターはさほど重要ではなく、より少ない経済的便益を

提供し、あるいはより少ない人々を雇用するということを暗示するが、これら 3

つ全ては明らかに誤った推測である。『小規模』という用語に代えて、産業的

漁業との区別が明確で、そのため異なる管理アプローチが求められことが伝

わり、規模や重要性の比較を含意しない、『熟練（artisanal）』、『自給

自足（subsistence）』、または『先住民（indigenous）』といった用語

を使用するなど、言葉の使い方を再検討すべき時期が来たと言えよう。」 

 

小規模漁業の定義を含む、いかなる定義における問題点は、それ自体に定義を必

要とする言葉を用いて表現をする必要があることである。小さいとは何か。規模とは何か。

漁業とは何か。これらそれぞれの要素に対して他の言葉が必要となる。こうした遡及に

は終わりは無く、哲学者 Bertrand Russel が言うように完全な緻密さに到達すること

はありえない。どこでこの遡及を終えるかを決める他ないのだ。課題について話し合うため

であれば、必ずしも概念の緻密な定義が必要な訳ではない。近似値で十分であり、そ

れであっても、我々は何を話し合っているか直感的に感知することはできる。誤解が生じ

た場合は、他の言葉で明確にすれば良い。何が小規模漁業かは、彼らを目にすれば

分かるのだ。我々は見るものを認識するために言葉を必要とし、我々の言語は豊かな

記述語を持つ。我々は、ヘッセの庭師が置かれたような不幸な状況にはないのである。 

 

しかし、ある人は、ガバナンスの概念の時のように、小規模漁業に正確な定義がない
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ことを日和見的に利用し、例えば小規模漁業ガイドラインを実施しないなど、無為に過

ごそうとする人々が現れるのではないかと思うかもしれない。コミュニティによる漁業管理

への関与を支持する人は、「コミュニティとは一体何だ」といった問いかけにしばしば出くわ

す。この質問には、コミュニティにはより大きな役割を果たすことができるという考え方を否

定する意図が含まれている。しかしその一方、学術文献ではこれまでコミュニティとは何

かについて広範囲に渡り論じられ、その複雑さや多様性についても十分認識されている。

同じことはガバナンスの概念にもついても言える。小規模漁業ガイドラインの技術的協

議に参加し、「正式な定義」が無いと主張した代表者達は、例えば FAO がいかにそれ

を定義しているかを確認しておくべきであった。それはたった 1 回のクリックで済んだはずな

のだ。 

 

気候変化の言葉 

 

哲学者 J. L. オースティン（J. L. Austin）は著書「言語と行為」（原著出版年：

1962 年）により広く知られている。彼はその中で、我々が使う言葉は（議論するため

に）記述的で平叙的であるだけではなく、行為遂行的でもあると論じた。言葉は現実

を表現することのみを目的とするのではなく、現実をも作り出す。そのため、他のどの法律

や宣言でも同じように、FAO 加盟国が小規模漁業ガイドラインを承認した際、国々は

行動を起こし、そしてそれにより新たな現実を作り出したのである。小規模漁業ガイドラ

インはこうしてオースティンが呼ぶところの「行為遂行的発言」、つまり集団的な「言語行

為」となったのだ。 

我々は問題の本質を描き出すような絶妙な概念を必要としている。だが、我々はそ

の記述的特徴を超えた事柄に関心を向けるべきである。その行為遂行性、つまり概念

は一体何を成すのか、会話を構築し行動へと仕向ける上でいかに機能するかという点

についても関心を払うべきなのだ。小規模漁業における言葉は、気候変化と貧困撲滅

などに関して、我々の期待するような社会的行動やガバナンス応答を導き出してくれる

だろうか。例えば「適応」という概念は、我々がすべきこととして適切であろうか？あるい

は、ヘッセの庭師のように、よりニュアンスが伝わる語彙が必要なのだろうか？ 
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小規模漁業ガイドラインは「適応」について 12 回触れている。2018 年 10 月に公

表された気候変動政府間パネルによる政策担当者向け報告書は、「適応」について

52 回も触れている。気候変化への対応策として語られる適応という観点は、いわゆる

「レジリアンス理論」に強く影響を受けている。レジリアンス理論は 2007 年に第 2 作業

部会から公表された IPCC 第 4 次評価報告書の中でも明白に示されていた。「適応」

についても同様、レジリアンスに関する専門用語は、2018 年に公表された気候変化と

漁業に関する FAO 報告書でも盛んに用いられた。 

しかしながら、大司教でノーベル賞受賞者でもあるデズモンド・トゥトゥ（Desmond 

Tutu）はこのことについて重要な指摘をおこなっている。 

 

「おそらく出発点は言葉の不適切さについて省察することでしょう。『適応』と

いう言葉は気候変化に関する一般的な語彙の一部になりました。しかし、

適応とは果たして何を意味するのでしょうか。この問いに対する回答は、場

所ごとに異なるのです」 

 

「適応」は実際に起こっていること（あるいは、そうでないこと）を示す記述的用語で

あろう。しかし、この言葉は、我々に何をすべきかを伝える行為遂行的機能も持ち合わ

せている。そのため、我々はその言葉の意味を尋ねるだけではなく、Wittgenstein が

主張し、そして Andrés Cisneros Montemayor が上で述べたように、その用途につ

いても尋ねるべきなのである。気候変化に単に「適応」するだけで済む期間には限りがあ

る。より根本的な変化が必要とされ、我々もこの難題についての語り方を変える必要が

あるのだ。Mann と Wainwright（2018, p.72）は「我々が必要とする変容は本質

において政治的なのである。この事実は適応の言い回しにより覆い隠されているのだ」と

述べている。 

Østerberg が社会学について述べたことのように、適応に関する専門用語を生み出

したレジリアンス理論は、「概念は分析、学術領域から、政治、関与、運用領域へと染

み込んでいく」（Lund 2010, P.24）ことを示す良い事例である。もし気候変化がレ

ジリアンス理論でなく、例えばポリティカル・エコノミーやポリティカル・エコロジーといった他の

観点から語られていたならば、我々は「適応」について議論していただろうか。その代わり
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に、トゥトゥのように言葉の力や社会正義といった権力関係について議論していたかもし

れない。 

 

有言実行する 

 

ジェームス・マーチ（James March）は、組織は常に有言実行を果たす訳ではな

いと論じる。フォローアップすると約束した事柄にコミットしないのも、その一例だ。Nils 

Brunsson はこれを「組織的偽善」と呼んだ。これと同じことは、FAO 加盟国が満場一

致で承認した小規模漁業ガイドラインであっても十分起こり得る。加盟国がそれを実施

するかどうかは、今の時点では分からない。加盟国の承認は行為遂行的な行為ではあ

るが、最終的な言語行為であることを意味する訳ではない。小規模漁業ガイドラインは

また、法改正を含む制度改革の必要性も説いている。 

それでもなお、求められる変革の実現を待たずして、小規模漁業ガイドラインは既に

小規模漁業に関する我々の語り方を変えつつある。小規模漁業ガイドラインは、小規

模漁業に対してすべきこと―その内容を定義づけることなく―を語る言葉を与えるので

ある。これは言葉の持つエンパワメント効果の実例といえる。我々はこれまで人権用語

を用いて小規模漁業について語ることはなかったが、現在ではそうするようになった。これ

は重大なことなのだ。ガイドラインが小規模漁業の管理方法を根本的に変えるのかは

今後の人々の行動次第ではあるが、こうした変化は社会科学者にとって興味深いこと

である。 

いずれにせよ、ここでの私の主張は異なる。たとえ我々が言うことと、おこなうこととの間

に直接的な関連性が無かったとしても、例えばガバナンスのあり方について、我々が物

事についてどのように言い、何をおこなうかの間には確かな関連性があるのだ。我々が抱

く概念は、例えば小規模漁業ガイドラインを実施する際、どのように小規模漁業の世界

を理解し、そしてそれに基づき今後どのような行動を取るかということに大きく影響する。

我々は、その時点に抱く概念的枠組みを頼りにし、それは新たなものに取って代わられ

るまで保持される。その意味では、我々は常に「有言実行」し、言ったことをおこなうので

ある。組織的偽善であろうとなかろうと関係ないのだ。 
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我々は、科学用語を含めた、言葉の制限効果について気が付いていないかもしれな

い。理論的概念がいかにガバナンスのあり方を規定するかについて、我々は必ずしも意

識的ではない。科学におけるそれぞれの専門分野では、研究トピックのみならず世界は

どう機能しているかについての仮説が提供される。専門分野で学んできた我々は、こうし

た仮説とそこから導かれる理論を当たり前のことであるかのように思考するが、これは

我々がそうするように訓練されてきたからである。このことは、科学者と小規模漁業者を

含む非科学者の両方に関係する。 

言語はそれ自体、ルールや規則を伴う制度であり、学校のような組織がそれを支え、

その使用を支配している。他の制度のように、言語は価値観やアイデンティティで満たさ

れている。私は自分自身がノルウェー人であると感じるのはパスポートを所持しているか

らだけでなく、ノルウェー語が私の母語だからでもある。私がひとたびノルウェー人となり、そ

のように感じ、そしてこの特定の言語の規則を守るようになったら、自分だけの構文や語

彙を作り出すことはできない。文法に背く私の発言が理解し難くなるだけでなく、話し相

手が、この人は錯乱したようなのでそっとしておこうと考えない限りは、すぐに私の誤ちを

正すに違いない。 

その理由は、概念をどのように物事を呼ぶかという相互の「合意」と考える代わりに、

我々は概念と概念が名付けたものとを結びつけるためである。サラ・メルツォフ（Sara 

Meltzoff）（2013, p.238）は、南アメリカ 3 カ国の漁業コミュニティに関する著書

の中で、「概念とは、しばしば真実だと信じて疑わない無意識の理念や信念である。母

語の文法が無意識的なものであり疑問を挟む余地がないのに類する」と述べる。 

したがって、私が小規模漁業について異なる概念を用い、異なる方法で語り始めれ

ば、人々は私の言っていることは筋が通るか考えるだろう。例えば、小規模漁業ガイドラ

インを根拠とし、小規模漁業に対する行動のあり方を変えることを望むのであれば、

我々は現在支配的な漁業用語とは異なる言葉を用いて、そして異なる方法で、彼ら

について語り始める必要があるのだ。 

小規模漁業について語る際にしばしば想起させる、「伝統的」という言葉を例に取り

考えて欲しい。記述的観点から見ると、ある程度（もちろん全てではない）の文脈にお

いては問題ないであろう。小規模漁業は奥深い歴史を持ち、伝統やそれに関連する価

値観を携える。しかしながら、小規模漁業は近代的でもありえる。彼らも生き残りをかけ
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現代的課題や機会にうまく適応していく必要があるのだ。そのため、「伝統的」は行為

遂行的な概念としてはうまく機能しない。なぜなら、既に多くの事例からも示されている

小規模漁業の持つ開発潜在性や近代化能力から、我々の目を背けさせかねないから

だ。小規模漁業は文化的遺産を象徴するものであり、政策立案者はこれをそのままの

姿に留めておきたい、あるいは逆に、現代にそぐわないものだと排除したいという誘惑に

駆られることもあろう。小規模漁業は過去に閉じ込められるべきでなく、過去とは異なる

存在になり得ることを積極的に示すための言葉を必要としているのである。もし我々は

彼らに対して「伝統的」という概念しか持ち合わせていないのであれば、彼らはいつまで

もそのような状態に留め置かれ続けてしまうだろう。 

 

革新的な言葉 

 

我々は自らが思うほど、特定の概念的枠組みに縛られている訳ではない。大抵自分

では気が付かないような選択肢を持っているものだ。小規模漁業ガイドラインの実施の

行方は、小規模漁業について語る言葉の行為遂行性を我々がいかに注意深く熟考で

きるか次第である。これは、概念が我々の見るものに影響を及ぼすからだけではない。

同じく重要なのは、概念は我々に何をすべきかを示す点である。概念がこうした機能を

持つことについて理解すれば、我々は話す内容、そしてその伝え方の両方について深く

考えるようになるに違いない。非常に多様な小規模漁業の世界では、これは特に重要

な点である。デズモンド・トゥトゥが指摘した通り、ある概念はどこでも同じことを意味する

と決めてかかってはならない。また、概念は我々がどこにいようとも、同じように機能すると

考えるべきでないことも述べておきたい。それゆえ、我々は小規模漁業の複雑さ、多様

性、ダイナミックスといった特徴を捉えるニュアンスを持ち、我々が進むべき方向に導くよう

な言葉を必要としているのである。単純化された小規模漁業の定義を求めるのは、行

動を起こす意志を持たない人々であって、我々は普遍性を含意するような単純化され

た概念に依拠することはできないのだ。 

そのため、何かしらユニークな特徴を持つコミュニティといった特定の社会状況において、

概念がどのように機能するか留意しなければならない。概念は、我々のこうした文脈理
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解を深める助けとなる一方、我々が注意を払うべきことから目を逸らさせるという不都合

を生じさせることもある。後者は TBTI が回避することを望む、「ブルージャスティス

（Blue Justice）」という用語にかかるリスクのことである。現在、ブルー・グロース

（Blue Growth）やブルーエコノミー（Blue Economy）といった言語的革新でも

ある用語が普及しているが、そこには勝者のみならず敗者が存在することを見落としがち

である。最も周縁化されたステークホルダー集団たる小規模漁業者は、おそらく後者の

カテゴリーに陥ることになるだろう。ヘッセの庭師のように、政策立案者は十分な言葉を

持たないがゆえ、彼らは小規模漁業の開発可能性を見出すことはできないかもしれな

い。もし我々がブルー・グロースによる小規模漁業者への現実的、潜在的な負の影響

を見逃してしまうのであれば、彼らを支援しているつもりであっても、逆に危害を加えるこ

とになりかねない。ブルー・グロースによる政策を受ける側には、小規模漁業ガイドライン

が想定している予てより脆弱であった人々がいるのである。 

 

道徳観 

 

漁業政策は「言語非依存」である（Austin の学生であった哲学者 John Searle

（1998）はそう表現するだろう）。気候変化は我々がそれについて何を語ろうとも起

こるし、我々がどう言い繕おうと小規模漁業者は大抵貧しいものだ。しかしながら、課題

をどのように定義し、それについて何をおこなうかを決めることは言語非依存ではない。

小規模漁業ガイドラインの実施といった変革のための政策はまさに「言語依存」である。

適応の観点から気候変化への行動について語ることは、その事実をよく表す。デズモン

ド・トゥトゥは更なる格言を提供する。 

 

「基本的人権に対して正義感、共感、敬意の感覚を持つコミュニティは、現

在の適応の様式を受け入れるべきではない。気候変化によりもたらされた危

機を前に、世界の貧しい人々が更なる苦境に立たされ、自らの僅かな財産

でなんとか生きていくに任せることは倫理的に誤っている。」 

 



236 

ここでは、トゥトゥは道徳的観点から気候変化について語ることを提案している。これと

同様の論点から、ギャレット・ハーディン（Garrett Hardin）は 1968 年の Science

誌に掲載され、その後大きな影響を与えたの「共有地の悲劇」の論文において、貧困に

ついて論じた。彼のこの論文はこれまで最も引用された学術論文の一つであり、気候変

化をめぐる言説の中でもしばしば援用される。これは、大気や我々が呼吸する空気は

共有資源であるがゆえ、地球温暖化は個人による汚染する自由の帰結と見なすことが

できるためである。気候変化の課題に対するこうした表現法自体も行為遂行性を持つ。

しかしながら、ハーディンの最も引用され記憶される引用は次の一文ではない。 

 

「専門的そして半ば一般大衆向けの科学雑誌にて出版される、暗示され、

ほぼ普遍的な議論の前提は、議論される問題には技術的解決策があると

いうことだ。技術的解決とは人々の価値観や倫理観への変化を一切、ある

いは殆ど求めず、自然科学分野の技術のみを変えることを要するものと定義

できよう。」（p.1243） 

 

ハーディンが、共有地の悲劇を避けるために必要だと信じた変化には、道徳的含意

がある。彼にとっての問題は、我々の生殖の自由であり、それゆえ起こる共有資源の枯

渇であり、それ続く困窮である。我々の生殖の自由ほど、道徳的規範を多く含む課題

はないだろう。行動の変化が求められるが、どんな変化であっても良い訳ではない。変化

は、我々が自らに課す道徳的問題という科学的課題とは別の範疇の中で起こらなくて

はならない。  

哲学者バートランド・ラッセル（Bertrand Russell）は著書 Unpopular Essays 

（1996 [1901]）にて「『変化』は科学的で、『進歩』は倫理的だ。変化には疑う余

地が無いが、何が進歩であるかは議論次第である」と述べる。変化は学んだり、記述し

たり、測量したり、異なる確度で予測したりすることができる。もしこれまで学んだことが不

十分であるのならば、その対処法は一層綿密な検査、より多くの調査、より良い質のデ

ータ、そしてより良いモデルを求めることであろう。その一方、進歩はそれとは異なるとりと

めもない領域に属す。全ての進歩は変化だが、全ての変化は進歩ではない。進歩は

我々の社会的価値観や志に関わることから規範的なのだ。変化に関する経験的言明
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は正誤の判断がつくが（事実変化は誰にとっても真実だ）、進歩は誰かにとって良いこ

と、または悪いことであり、それは他の人にとっても同じとは限らない。何をもって進歩とす

るかは判断次第である。例えば、小規模漁業においては、観察された変化がポジティブ

であるかネガティブであるかは、それを見る人に依る。FAO 加盟国が小規模漁業ガイド

ラインを承認したのは、このセクターにおいて「進歩」とは何を意味するかについて、加盟

する国々が合意に達していたからこそである。これこそ、小規模漁業ガイドラインが「任

意」であるにも関わらず強力なものとなった所以である。 

小規模漁業ガイドラインが提唱する人権からのアプローチにより、我々は道徳的観

点からも小規模漁業について議論する必要がある。彼らの将来に関する対話は、何を

もって進歩とするのかという我々の認識に基づいてなされなくてはならない。しかし、科学

者は道徳的課題に関していかなる特権も持たないのだから、こうした対話は小規模漁

業者の声が届くような包摂的なものでなくてはならない。それゆえ、我々は管理だけでな

く、小規模漁業ガイドラインと同じようにガバナンスについて話し合う必要があるのだ。ま

た、それゆえに、我々はブルーグロースという文脈において、ブルージャスティスのような概

念を必要とするのだ。ブルーエコノミーによる富の創造のために、我々の道徳原則を解

体してはならないのである。 
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小規模漁業者とは誰かーあるフィリピン漁村の事例から 

 

小規模漁業者とは誰なのかという問いは小規模漁業ガイドラインを実質化していく

上で重要な課題である。本書でも指摘されている通り、すべての文脈に当てはまる小

規模漁業を定義することは不可能であり、現実には我々がおおよそ心に描く小規模漁

業のイメージに基づく近似値的な定義に頼らざるを得ない。しかし、小規模漁業という

言葉がこうした曖昧さを包含せざるを得ないがゆえ、時に言葉は政治性を帯び漁業者

間の紛争原因や連帯への阻害要因となり得ることを、我々は知っておくべきであろう。 

筆者が長らく調査をおこなっているフィリピン共和国では、小規模漁業を意味する行

政用語は municipal fisheries という言葉で、あえて訳すのであれば「市町村漁業」

となろう。市町村という言葉が付くのは、同国の漁業管理制度において、海岸から沖合

に 15 キロが総トン数 3 トン以下の小規模漁業者に割り当てられた「市町村海域」で

あることに由来する。行政用語における小規模漁業者に該当する言葉は fisherfolk

（漁民）である。一方、日常会話では小規模漁業者を指す言葉として fisherfolk

の他、gagmay mananagat（ビサヤ語）、maliit na mangingisda（タガログ語）

等が用いられ、両者とも小さな（小規模な）漁業者という意味である。こうした用語が

用いられる時に一般的に想像される漁業の姿は、全長数メートルの小型のボート、簡

素な漁具を用い、漁獲も家族を養うにようやく十分な程度の零細な漁業であり、行政

上の小規模漁業の姿とは必ずしも一致しない。 

何が小規模漁業かという認識のズレは漁業カテゴリーの境界に位置するような漁業

を巡り、時として紛争を生じさせる。例えば、ビサヤ海に面するある漁村では、漁獲効率
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239 

の良い棒受網漁業が近年盛んにおこなわれるようになったが、市町村海域へのアクセス

を確保するため、総トン数を 3 トン以下に抑え小規模漁業として操業をおこなっている。

一方、零細な小規模漁業者は、圧倒的な漁獲差のある棒受網漁業者を同じ小規

模漁業者ではなく、自らの漁場を荒らす侵入者として捉えている。こうした状況は、漁

場や資源をめぐる紛争や過剰漁獲による資源減少を引き起こすだけでなく、地域の漁

業者間に不協和を生み出し、違法漁業の取り締まりといった海洋資源管理への取り

組みの弱体化に繋がるのである。 

効果的な海洋資源管理を実施するためには、それぞれの用語が持つ異なるニュアン

スの差に注意を払い、それらが政策目的の達成に与える影響を慎重に検討する必要

がある。 
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26 

 

今でしょう ブルージャスティス！ 

 

李銀姫（東海大学）・浪川珠乃（漁村総研）訳 

 
ブルーエコノミーでは、小規模漁業者の人権が尊重されなければならない！ 

 

「上げ潮はすべての船を持ち上げる」 と、ジョン・F・ケネディ大統領は語った。 彼が伝

えたかったのは、経済成長はすべての人に利益をもたらすということであり、それゆえ経済

政策が目指すのもそれである。文字通りの意味で、この格言は真実であり、潮は確かに

すべてのボートを持ち上げるが、それは比喩的にも真実だろうか? 経済成長は、勝者を

生み出すだけだろうか? ケネディの批評家は、上げ潮が一部のボートースーパーヨットー

を持ち上げるが、他のボートは座礁するだろうと主張し、政策立案者は経済成長の分

配効果についても懸念すべきであると指摘した。誰もが恩恵を受ける可能性は、それほ

ど高くない。トマ・ピケティ（Thomas Piketty 2014）は、十分な証拠を提供してい

る。 
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海を新しいフロンティアとして「ブルーエコノミー（訳注：Blue Economy; 海に関わ

るあらゆる経済活動を指す広い概念）」と「ブルーグロース（訳注：Blue Growth; 

ブルーエコノミーと近い概念。よく一緒に用いられる）」として大げさに宣伝されている今、

思い起こされなければならない。海洋経済が過去にどのように行われてきたかから判断

すると、大きいものと小さいものが平等に利益を上げることや、ブルーエコノミーがプラスサ

ム・ゲーム（ゲームプレーヤーの利得の合計が、プラスになる場合を言う）になることは、

ほとんど現実的ではない。例えば、小規模漁業は常に守備側である。彼らは守るべき

浜を持っており、「海洋グラビング（訳注：Ocean Grabbing; 小規模漁業者の資

源や沿岸地域を奪い、海の伝統的・歴史的利用を妨害する行為・政策等を記述す

る際に用いられている）」は、海洋資源の搾取に関する政治的言説で顕著になりつつ

ある概念である。 水産養殖、生物資源探査、海上輸送、石油・鉱物採掘、風車公

園のようなグリーンエネルギー、成長する観光産業など、新しい海洋産業により、小規

模漁業は伝統的権利が無視され、環境が悪化し、そして彼らのコミュニティは苦しんで

いる。 多くの場合、彼らは伝統的な作業スペース、浜、漁場へのアクセスを失い、居住

地を離れることを余儀なくされている。ブルーエコノミーは、ブルージャスティスに目を向け

なければ、この傾向に加わるかもしれない。 

 

無視される小規模漁業 

 

Boucquey et al. （2019）が指摘しているように、私たちは現在、ITQ（訳

注：Individual Transferrable Quota；譲渡可能個別割当制）のような権利に

基づく漁業から始まり、MPA （訳注：Marine Protected Area；海洋保護区）

を世界的に設立するための野心的な計画が続き、現在は MSP（訳注：Marine 

Spatial Planning；海洋空間計画）を含む海洋囲いの「第 3 段階」にある。これま

でのところ見てきたことから判断すると、これらのメカニズムはすべてブルーエコノミーのアジ

ェンダの一部である。 小規模漁業の場合、最初の 2 つの段階は生存可能性に有害で

あることが証明されており、第 3 段階が異なるとは思わないかもしれない。 必ずしもそう

である必要はないが、ブルーエコノミーがすべての船を持ち上げる潮であると主張する
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人々は、彼らの側に立証責任がある。 

小規模漁業者が EU のブルーエコノミーのウェブサイトをチェックすれば、心配する理由

がある。成長産業のリストには、漁業は存在しない。 あなたは、それらを見つけるために

背景レポートに目を向ける必要がある。「漁業では、将来の雇用は、産業が依存する

資源の効果的な保全と、大規模漁業と小規模漁業を分けることに依存する（EC 

2017）」。 

 

 「EU の全漁業者の約半数が小規模漁業に雇用されているが、生産額で

は大規模船団の約５分の１である。他のすべての要因が等しく、大規模漁

業を犠牲にして、小規模漁業に有利な漁獲割当などの措置は、雇用を増

加させるだろう。」 

 

 これをどう捉えればいいのかは分からないが、ブルーエコノミー戦略において小規模漁

業がもっと目立つようになっていたら、もっと安心できただろう。 

2018 年 11 月のブルーエコノミーに関するナイロビ会議の報告書は、もう少し肯定

的である（SBEC 2018）。 

 

「一般労働者、小規模食料生産者、脆弱なコミュニティの利益促進を優先

する人間中心の経済を整備することで、私たちは不平等の格差を埋めるた

めに、ブルーエコノミーを採用する機会を得ている。」 

 

しかし、ここでも漁業、特に小規模漁業が果たす役割は、ごくわずかである。問題は、

ブルーエコノミーとそれが関与する MSP のような管理メカニズムが、上記の機会を利用し

て、小規模漁業に利益をもたらす施策を実行するかどうかである。 これは、小規模漁

業ガイドラインが第 10.2 条で述べていることである。 

 

「各国は、統合的な沿岸域管理における小規模漁業の関心事項および役

割を十分考慮し、適宜、内水面および海面の空間計画を含む空間計画の

アプローチを開発し活用するべきである。市民協議と参加と公表を通じて、
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規制される空間計画に対して、ジェンダーに敏感な政策を策定し法律を制

定すべきである。必要に応じ、公的な計画立案システムにおいて、小規模

漁業と慣習的な保有権のシステムを持つその他のコミュニティにおいて活用さ

れている計画立案・領域開発の手法およびこれらのコミュニティ内の意思決

定プロセスを考慮しなければならない。」 

 

小規模漁業に向けてブルーエコノミーが実際に何を包含するかを評価するために、小

規模漁業ガイドラインは、チェックリスト機能を提供している。 しかし、これまでのところ、

それほど良くはない。地理学者の Brice Trouilett（2019）は、世界中のさまざまな

国で現在行われている 43 件の MSP の内容を調べ、漁業がまったく表現されていない

ことを発見した。それらの空間的使用法はマップに表示されず、その結果、プラン自体に

表示されていない。彼は、特に小規模漁業が認識されていないように見えるのは、パラ

ドックス（逆理、逆説）だと感じている。 小規模漁業は「空間的に適応する能力がよ

り限られているか、時には存在しないという点でより脆弱であり、沿岸海域のスペースの

競争は激化している」。Troulett の発見は、他の人が文書化し、主張したものと一致

している （例えば、Flannery and Ellis 2016; Janssen et al. 2018）。 ブルー

エコノミーにおける小規模漁業にとって、これは良い前兆ではない。 

マップは、中立的で技術的な手段のように思えるかもしれない。しかし、マッピングされ

ているのはそうではない。マッピングは社会的、政治的な結果をもたらす。MSP が、海の

マッピングを開始し、異なる利害関係者グループに異なるスペースを割り当てると、特に

移動可能な漁業者にとって、流通上の影響をもたらすことになる。彼らは魚が見つかる

場所に応じて季節から季節へ、そして漁場から漁場へと移動する。対照的に、水産養

殖、洋上風力、石油掘削装置など、一部の利用主体は静止している。マッピングと空

間的境界の割り当てにより、漁業者はフェンスにより囲まれるまたは排除されるリスクを

被っている。したがって、干渉から解放されず、自由に移動することもできないのであれば、

MSP は必ずしも彼らの利益になるとは限らない。 

 

ニュースピーク 
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ブルーエコノミーの「ニュースピーク（訳注：一見客観的だが, 実は世論操作のため

に用いる言語表現）」、そしてより一般的には海洋管理では、小規模漁業者や沿岸

コミュニティが多くの人の「利害関係者」である。小規模漁業ガイドラインでさえ、小規模

漁業者についてある程度そのように語っている。 中立的な解釈では、利害関係者は、

MSP に関して、この場合は、利益または失うものを持っている個人、グループ、または組

織を指す。明らかに、小規模漁業者は資格がある。彼らのバランスシートに、収入、生

計手段、食料安全保障、コミュニティ、文化遺産等がある。かつては、沿岸域では小

規模漁業が唯一の利害関係者であったり、主要な漁業であったりしたかもしれないが、

これはもはやそうではない。沿岸地帯は現在、さまざまな利害関係者の混雑した場所と

なっている。新規参入者が入居するにつれて、彼らの利害関係が続くため、彼らはスペ

ースの公平な分け前と機会均等を求めている。従って、沿岸地帯は、決定が下される

ときに、代表を持つことが重要である戦闘地域になっている。「あなたはテーブルにいなけ

れば、メニューにいる!」これは、ある漁業者の代表が、EU の DG MARE（欧州連合の

海事・漁業総局）が主催した、2013 年にビリニュスで開催された MSP のワークショッ

プで述べたものである。ワークショップでは、「漁業者の権利を認めるツールとして、MSP

に強い支持が表明された」。 

利害関係者は、多くの場合、水産養殖、エネルギー、観光など、さまざまな分野を代

表し、法律や行政が特定の利益とニーズをサポートしている。ノルウェーの場合、いわゆ

るレックス・スペシャリス（lex specialis）原則が適用され、これはセクター法が地方自

治体の法律よりも優先されることを意味する。したがって、両者の間に矛盾がある場合、

セクター法は、地方自治体レベルで発生する空間計画を支配する。地域社会や自治

体は確かにその領土内の重要な利害関係者かもしれないが、誰がそれにアクセスできる

かを制御することは限られている。これは、漁業にも当てはまる。地域社会の利害関係

が、移動式で大規模な艦隊のような漁業の利害関係と対立する場合、地域社会の

法的優位性は低くなる。小規模の地元の漁師は、コミュニティと自治体の支持を得てい

るかもしれないが、法律の支持はない。しかし、時には、伝統的な漁場で水産養殖が

導入されるときのように、小規模漁業の問題に関してコミュニティと自治体が異なる意見

を持つことがある。 
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利害関係者は、特定のケースで、多かれ少なかれ危険にさらされていることは明らか

である。正義の観点からは、これは MSP が説明すべき何かであると考えるだろう。より多

くの危機に瀕している人は、失うものや得るものが多いため、優先権や独占的な権利な

どの特権を持つべきである。 これには、小規模漁業ガイドラインが、提唱しているように、

法的保護と保有権を確保することが必要である。 

すべての利害関係は、世間の目から見て等しく正当なものではない。ノルウェーのフィ

ヨルドに固形廃棄物を投棄したい鉱業会社は、大きな経済的利害関係を持っている

かもしれないが、公衆の視点から見ると、彼らの利害関係は、フィヨルドがパントリー

（訳注：配膳室、食料品室など）のような存在である小規模漁業のものよりも、正

当的ではない。地元の漁師の視点から見ると、問題は明らかであり、彼らには優先権

がある。 これは、実際に、ノルウェー北部のフィヨルドで進行中の紛争である。したがって、

再び正義の観点から、小規模漁業の利害関係が中心的な役割を果たすべきであると

合法的に主張することができるが、あなたの見解はあなたが誰の側にいるかによって異な

る。正義の観点からは、弱い政党に味方することは、特に弱い政党が失うものが最も多

いときには、理にかなっている。 

 

正義の原則 

 

多くの場合、誰の利害関係がより正当で緊急であるか、したがってより重視されるべ

きかについての一般的な合意はない。小規模漁業者は、レクリエーション漁業者や養

殖業者、あるいは前述のノルウェーのケースでは鉱業会社と比較して、どのくらいの重み

を持つべきなのか？これは数学ではなく、倫理的、政治的な問題であり、紛争を解決

する方法についての議論は、必ずしも特定の利益からではなく、異なる正義の原則から

始まる。そのような状況では、ジョン・ロールズ（John Rawls、1971）は、「無知のベ

ール（訳注：自身の位置や立場について全く知らずにいる状態を意味する）」という

彼の考えで、ガイダンスを提供しているかもしれない。ここでは、人々は個人的に何が危

機に瀕しているかを知らずに、配分上の問題を審議し、決定することになっている。 

人々はその後、個人的で日和見主義的な好みを表現するのではなく、一般原則につ
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いて議論する。しかし、これは通常、世の中の仕組みではない。MSP の利害関係者は、

多くの場合、特定の状況で何を得るか失うかを明確に把握している。彼らは、個人の

利益を脇に置くのが難しいので、誰の利害関係をもっと数えるべきかという問題は、議

論の余地がある。利害関係者は、プロセスに参加する他の利害関係者の権利を認識

しないことさえできる。その過程で、誰が彼らの権利を確認するかは、言説力を含む彼ら

の相対的な力に依存する。 

したがって、現実には、どちらが優先されるかは、多くの場合、グッド・ガバナンス（訳

注：good governance；良き統治）の原則がもたらす権力の問題である。より多く

の危機に瀕している人々は必ずしも権力者ではなく、小規模漁業の人々が置かれてい

る状況である。したがって、彼らは、しばしば脇に追いやられる。前述のノルウェーのケー

スでは、小規模のフィヨルド漁師は明らかに管理されていない。鉱業会社は、経済的に

も政治的にも強力である。自らが利害関係者である市政府は、税収の少ない小規模

漁業ではなく、会社に味方している。したがって、このような状況で、MSP がどのように機

能するか、そして、それはどっちサイドに立っているのか等を、注意すべきである。 

 

平等 Vs. 公平性 

 

小規模漁業にとって、「利害関係者」という概念は厄介である。これは、世界銀行と

アジア開発銀行が後援するいわゆる沿岸漁業イニシアチブに反対して、世界漁民フォ

ーラム（WFFP; World Forum of Fisher Peoples’）と漁業者と漁業関係労働

者の世界フォーラム（World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers）

による共同プレス声明で表明されている。彼らは、小規模漁業者が「民間部門の代表

者、学者などと同等の”利害関係者”のレベルにまで低下している」という考えに、異議

を唱えている（TNI 2015）。 

利害関係者のカテゴリーは、関係するさまざまなステークを区別しない。よって、誰が

合法的に権利を確保し、MSP でより多くの権限を持つべきかについても、区別しない。

それは、一方で、ある地域での長年の存在と自然資源の継続的な使用によって保有

権を獲得した人々と、他方で平等な権利を持つ真正な利害関係者であると主張する、
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到着したばかりの人々とを区別しない。平等（Equality）と公平（equity）はどちら

も正義の原則であるが、同じではない。地位的ハンディキャップを是正するため、大学の

女性と同様に、差別是正措置計画・差別撤廃プログラムがある。累進課税率は、所

得に対する負担を均等化する。観光客は、住民と同じ権利を持っていない。 

MSP が小規模漁業ガイドラインに従うのであれば、小規模漁業は、その脆弱性のた

めだけでなく、持続可能であるためにも、彼らの占有権（territorial rights）を回復

させる必要がある。これは、例えば、先住民族の権利の主張である。平等な扱いでは

十分ではないだろう。 前述のフィヨルド漁業が、鉱業会社と競合する場合、漁師は先

住民族のサーミ人（Sami）である。 

正義を行うためには、MSP は、関係する異なる利害関係の重みと、フィヨルドのよう

な特定の状況に適用される権利を考慮し、そこから誰が優先すべきかを決定する必要

がある。これは、技術的な計画上の問題ではないが、MSP が無視できない問題である。

もしそうなら、それは法的意味を持つかもしれない。利害関係者は、自分の権利が尊

重されていないことを経験して、受動的であり続ける可能性は低い。フィヨルド漁業/鉱

業紛争では、これは確かに当てはまらない。MSP では、これは必ずしも起こる必要はな

い。しかし、Flannery ら（2019）によると、それはますます一般となっている。 

 

「MSP は、海洋管理を民主化する可能性を提供する。しかし、この概念は、

新自由主義の論理に支配された、ポスト政治的計画の一形態として、そし

て権力と不平等の問題にほとんど注意を払わずに、複雑な社会政治的問

題に取り組む管理技術装置の能力に対する信念として、ますます実施され

ている。MSP が公的に関与する海洋管理へのパラダイムシフト（訳注：あ

る時代・集団を支配する考え方が、非連続的・劇的に変化すること）を促

進していないこと、そして支配的なアクターのアジェンダを正当化するために、

参加型というレトリック（訳注：修辞学）で、力関係を再パッケージ化する

だけかもしれないという懸念が高まっている。これは、参加型 MSP の正当性

と包括性について疑問を投げかけている」。 

 

MSP が秩序をもたらし、紛争を減らし、合法的で正当な利害関係を確保するなら
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ば、それは歓迎されるべきである。 海洋グラビング（Barbesgaard 2018）が起こら

ないようにするためには、MSP は小規模漁業に有利な力関係を確立しなければならな

い。彼らは、小規模漁業ガイドラインが保持しているように、保有権の確保と計画と意

思決定における強力な代表者を必要としている。彼らはまた、より良い組織と法律のサ

ポートを必要としている。それが、MSP が実際に提供しているものかどうかは、経験的な

問題である。 したがって、小規模漁業がブルーエコノミーでどのように推移しているか、そ

して MSP がどのような違いを生むかを調べる Brice Trouilett のような研究がもっと必

要である。 

 

再配分 

 

ブルーグロースが勝者を生み出すだけだという考えは素朴である。ブルーグロースが

「大規模で資本集約的な使用が続く一方で、小規模ユーザーに大きな影響を与えな

がら、海洋関連資源の制御とアクセスをリキャスト」という別のシナリオは、それを避けるた

めの措置がとられない限り、より可能性が高い（Barbesgaard 2018、p. 145）。

そのためには、早い段階から分配金の公平性に目を光らせる必要がある。価値を分配

する前に、まずブルーグロースを作成しなければならないという考えは機能しない。その間、

小規模漁業は一掃されるかもしれない。とにかく、私たちはどのような価値について話し

ているのか、そして誰の価値が重要か？転換点やゼロサム（訳注：全体としてはプラス

マイナスゼロ）経済も関係している。小規模漁業者にとって、他の人が、彼らが失う以

上のものを得るならば、ほとんど慰めはない。彼らは、生計手段への脅威に抵抗する可

能性が高い。彼らの利害の正当性と緊急性により、彼らは公衆の支持を得る可能性

が高い。 

不平等は、沿岸地帯でますますそうであるように、特に人々が反乱を起こすとき、そ

れ自体が成長の障害である。人々が受け入れる不平等には限界があり、特に正義の

基本的な考え方が挑戦された場合に限界がある。潮汐はすべての船を上昇させるが、

落とすこともある。ブルーグロースは、すべての利害関係者に平等な機会を提供し、

MSP は、競争の場を平準化する手段であるという考えは、明らかにセールスポイントで
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ある。一部の利害関係者グループにとっては魅力的かもしれないが、他の利害関係者

グループにとっては魅力的ではない。それはすべて、彼らがどの立場から始めるか、つまり

彼らが勝者か敗者になるかによって異なる。後者のグループにとって、見通しはそれほど

魅力的ではない。再分配は力問題でもあり、小規模漁業ガイドラインに関する FAO の

技術協議でそうであったように、悪名高いほど難しい概念である。大規模漁業から小規

模漁業への漁業資源とアクセス機会を再分配するという考えは、多くの代表団にとって

魅力的ではなかった。 

したがって、新規参入者が、他の人が伝統的に持っていたスペースへのアクセスを主

張するとき、ノルウェーのフィヨルドで、サーモン養殖が入ってくる時と同じように、状況は

破裂するに違いない。 2019 年 3 月に、チリを訪問した際、国王と女王は、ノルウェー

の養殖事業に反対する地元の人々からの激しい抗議に遭った。北米における水産養

殖の歴史もまた、反対と対立の 1 つである（Bailey et al. 1996）。 最近、ワシント

ン州は、大西洋サーモン養殖を禁止した。エビ養殖は、特に豊かな生態系を構成し、

津波や気候関連の自然災害時にも防災機能があり、地元の生活にとって重要なマン

グローブを破壊するということで、南の発展途上国の多くの国で同様の反対に遭ってい

る。 

ブルーエコノミーの中では、小規模漁業は正当で緊急かつ正当な利害関係を持って

おり、無視してはならない。小規模漁業は、小規模漁業ガイドラインが提唱するように、

補助金を含む大規模漁業を優先してきた漁業開発プロセスにおいてますます疎外され

ているため、特別な扱いを受けるに値するかもしれない（Shuhbauer et al. 2017）。

ブルージャスティスには「修復的正義」が含まれており、政府は過去の失敗を補わなけれ

ばならない。 

小規模漁業は、コミュニティ、食料安全保障、先住民族の文化が危機に瀕している

ため、人権を味方につけている。私たちが以前にそう思わなかったならば、小規模漁業

ガイドラインはそれらを私たちに思い出させるためにここにある。しかし、新自由主義の時

代には、私有化やその他の形態の囲い込みが、ブルーエコノミーを達成するために必要

な手段であると考えられている。MSP がブルージャスティスのための闘いにおいて敵にな

るのか、それとも友人になるのかは、それを信じる人々にとって大きな懸念事項である。

正義は常にそれ自体が権利である。ブルーエコノミーでは、それは手段でもある。小規
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模漁業の懸念と利害関係を認めないことの結果は、Flannery and Ellis（2016、

p124）が指摘するように、「分配に関する正義が MSP で無視され、MSP で権力が

（その異なる装いで）認められていない場合、このプロセスは単に既存の権力構造を

反映していると仮定できる」。 FAO 加盟国が小規模漁業ガイドラインを承認したとき、

彼らは他のコミットメントを表明した。 
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もっと日本にブルージャスティスの視点を！ 

 

この度、2022 年 3 月に、TBTI 新書『ブルージャスティス－持続可能な海洋経済

における小規模漁業（Blue Justice: Small-Scale Fisheries in a Sustainable 

Ocean Economy, Edited by Svein Jentoft, Ratana Chuenpagdee, Alicia 

Bugeja Said and Moenieba Isaacs）』が出版された。著者も一つのチャプター

「日本の小規模漁業にブルージャスティス視点の導入：稲取キンメ漁の事例から得た

重要な洞察（Adopting a Blue Justice Lens for Japanese Small-Scale 

Fisheries: Important Insights from the Case of the Inatori Kinme 

Fishery）」を執筆しており、このような世界的に著名な編者陣による大作に参加でき

たことを、大変光栄に思っている。 

 

「世界中の小規模漁業にとって、ブルーエコノミーとブルーグロースのイニシア

チブは持続可能な発展を提供するかもしれないが、それは、小規模漁業ガ

イドラインに謳われている世界的なコンセンサスと一致する限りにおいてのみ

である。各国が、2014 年に小規模ガイドラインを承認したときの約束を果た

すために何もしなければ、ブルーエコノミーは小規模漁業にとって損失そのも

のであり、海洋経済においてますます疎外されることになる。ブルージャスティ

スの傘下のもと、この本は、これらのリスクが現実のものであり、国家が持続

可能な海洋開発計画を実施する際に考慮されなければならないことを示し

ている。これらは人権問題であり、ガバナンスの原則と制度に組み込まれてお

李 銀姫 Yinji Li（東海大学海洋学部・准教授） 

1977年中国生まれ、博士（海洋科学）。海洋政策研究財

団・研究員、カナダニューファンドランドメモリアル大学・客員教授

（2019）を経て現在に至る。専門は、小規模漁業・沿岸漁

業。 TBTI ジャパンコーディネーター、V2V グローバルパートナー

シップ・日本カントリーコーディネーター、IMBeR・社会科学 WG

メンバー、IPNLF（国際一本釣り財団）・理事等を務めてい

る。「In the Era of Big Change（2020）」を共編著。 
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り、小規模漁業者の日常生活に変化をもたらすものである。70 人ものの著

者陣による本書は、小規模漁業者の経験に基づく政策と制度の重要性を

強調するにあたり、すべての大陸の国々における小規模漁業の事例研究を

基に、ブルージャスティスが小規模漁業に何をもたらすかを明確にし、真の変

化のための提案を行っている（TBTI）」。 

 

このように、ブルージャスティスは、「ブルーエコノミーの政治経済的・生態学的プロセス

の批判的検討」を行うことを通じて、適切な漁業・海洋ガバナンスの構築を訴える概念

である。2018 年の「第 3 回世界小規模漁業会議」で提起されて以来、世界的に急

速な広がりを見せている。日本においても、幸い、その認知度が徐々に高まっている。今

の日本における成長産業化関連政策と小規模漁業の関係は、国際社会におけるブ

ルーエコノミー関連政策と小規模漁業の関係の縮図のように思える。政策の大変化の

時代であるいま、日本は「家族経営」と「小規模」の重要性を再認識し、もっとブルージ

ャスティスの視点を導入しなければならない。 
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27 

 

コメント：漁業者から 
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小規模漁業とは前浜を持つ漁業のこと 

 

代々受け継がれ、この地で海と向き合い生活をしてきた私達は、これから先も繋げな

ければならない。 だからこそ、前浜の資源管理は必然で無意識にしてきた。目的の魚

が小さければ、大きくなるまで捕らず、他の魚を狙う。何故ならば、この先もずっと前浜で

生きていくためだからである。 海を枯らすことはしない。これは、当たり前の考えでいる。だ

からこそ、目の前の海にとどまらず、周りの環境を見なければいけない。山や川、大地が

海を豊かにするからである。 大量生産、大量消費、余った物を当たり前のように捨てる

ことも、事業の一つになっている今の市場は、人間の愚行である。 世の中の人は、安心

安全を求めて行動しているはずなのに、将来食べ物に困るという目の前の問題に気付

かないでいる。市場がそうさせているのかどうかはわからないが、知らなければいけない事

実である。誰かに任せるのではなく、自ら知ることが自分の子や孫を守ることになり、皆で

未来を守らなければ、自分の子や孫を守れないという事実に、気付くことがとても大切

である。全ての事柄は共通し、前浜を守るという考えは、国そして世界を守ることと同じ

だと私は思っている。 

 

  

相澤 太 Futoshi Aizawa  

（アイザワ水産 代表） 

1998 年 海苔養殖業 スタート 

2012 年 矢本浅海漁業研究会 会長 

2004 年 「皇室御献上の浜 海苔」 準優賞 

2009 年 「皇室御献上の浜 海苔」 優賞 

2016 年―2021 年 

 「皇室御献上の浜 海苔」 一等賞 
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改正漁業法と県水産行政について思うこと 

 

静岡県が水産県というならば、もう少し漁業のことを知る人を養ってもらいたい。国は

国、県は県である。県が行動して国へ言うことも必要である。国がこう言ったからこうであ

るというようなことを言っていると、いつまで経っても沿岸漁業自体がバカにされる。沿岸

漁業者は、一生懸命生きている。日々、暑い中、寒い中、時化の中、海へ出て行って

頑張っている。こうような現状も知らず、ただ改正法の数字だけで見て鵜呑みにするの

はナンセンス。行政だけでなく、国会議員、県会議員も含めて、県の漁業や農業等に

ついてもっと知るべきである。現場のことを知らず、上っ面なことだけ言ってもダメ。職員を

採用したら、各現場を 1 年間かけて渡り歩き、あるゆる漁業を勉強してほしい。昔はそ

うしていただいた。現場を知らないから国のよく分からないことを、素直に受け取ってしまう

ことが発生する。こうようなことが続くのなら、水産県静岡県という看板を外してもらいた

い。これは、改正法とは関係ないかも知れないが、はっきりいうと今の静岡県があるのは

漁業者がいるからである。それを分からずに、形だけの文章を読んで 「はいそうですか」

と鵜呑みにされてしまっては困る。今後は、行政と意見を言い合って喧嘩をするような漁

師さんが出てほしい。なあなあではなく、はっきり目を見て知事だろうと誰だろうとものを言

う。私は言い過ぎて今までやってきているが、言わない限りは、物事はいい方向に進まな

い。（TBTI Japan セッション @ 『現場の声－漁業者座談会 （2021 年 6 月）』

の一部抜粋） 

  

齋藤 政和 Masakazu Saito 

（静岡県漁業無線組合 理事） 

1974 年 静岡県立焼津水産高等学校 卒業 

1974 年 しらす船曳漁業（斉政丸）に乗船 

1989 年 斉政丸 船主に就任 

2002 年 静岡県しらす船曳網漁業組合 組合長 就任 

2007 年 静岡漁業協同組合 代表理事組合長 就任 

2009 年 清水漁業協同組合・用宗支所 運営委員長 就

任 
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改正漁業法と沿岸漁業について思うこと 

 

改正漁業法について、私は深く知っているわけではない。国の意向は生産性の向上

や漁業収入の安定にあるだろうが、果たして沿岸漁業にとってはプラスなのか？私は全

てマイナスだと思う。沿岸漁業や小規模漁業は、お互いに部落が隣同士であり、時に

はライバルであり、 お互いが協力者である。お互いにライバル同士で資源を守り、海を

守るという活動を続けてきたので、今の漁業があると思う。それをただ「数字的に少ない

から、これは量が減っている。では、資源を増やすにはどうしたらよいのか？それはTACだ

ね」といったような、数字だけの考えで物事を進められたときに、果たして日本の漁業はど

うなるのだろうか？田舎の漁師が偉そうなことを言うわけではないが、もっと漁業者の話

を聞いてもらわないと国が決めた漁業法であっても、「うん」と受け入れるわけにはいけな

い部分が多い。うちの田舎に挟み石という石がある。高さが 11m、周りが 20m くらいの

2 つ石が立っていて、真ん中に 70cm くらいの石が挟まっている。昔から稲取部落と隣

の白田部落による漁場の争いが絶えなかった中で、天城山の天狗が降りてきて、真ん

中に石を挟んでそれを境に稲取と白田を分けたという言い伝えがある。それが今でもそ

の通り部落の境になっているが、これは漁業権の象徴かなと思う。お互いに良い魚種を

取り合うということは、自分たちの漁場を守るため、海を守るために協力して頑張ってい

ることでもある。このようにやっていかないと、沿岸漁業も小規模漁業も育っていかないと

思う。私は、漁業者が漁業で飯を食っていく世界を守っていきたい。今後も、現役の漁

業者という立場から声を上げていきたい。（TBTI Japan セッション @ 『現場の声－

漁業者座談会 （2021 年 6 月）』の一部抜粋） 

鈴木 精 Kuwashi Suzuki 

（伊豆漁業協同組合・稲取支所 運営委員長） 

1969 年 静岡県立焼津水産高等学校 卒業 

1973 年 キンメ漁（新七丸） スタート 

2021 年 静岡海区漁業調整委員会 会長就任 

2021 年 全国海区漁業調整委員会連合会 会長就任 

2020 年 漁業関係功労者表彰 受賞 
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改正漁業法について思うこと 

 

改正漁業法では、新たな資源管理と水産業の成長産業化というのが主な方針となっ

ている。新たな資源管理として TAC 魚種の追加ということであるが、国内と外国の大型

船がサバなどを取り合っている EEZ の海域のような、大きな漁業で大量に水揚げを行う

場合は、TAC などの手法でしっかりした資源管理をし、漁を行ってもらいたいと思ってい

る。しかし、沿岸漁業に TAC が合うかと言われると、果たしてどうなのかと疑問である。

少しすれば、キンメダイとブリにおいても TAC がやってくるということであるが、うちの漁業

者の役員には「TAC ありきではないぞ」とずっと伝えている。マグロなどの沿岸漁業では、

苦労しているのが現実である。大臣許可漁業から沿岸漁業まで TAC の中で締め付け

ると、現実問題、沿岸漁業者は非常に厳しい状況となる。マグロを見ていると、伊豆の

漁業者は３隻で割り当ててうまくやっていて、何本、何百キロのを売りました等と聞くが、

一方まき網漁業では、何トンも何トンも船にあげているのが現状である。そのような大量

に獲る漁業と、一匹一匹釣る漁業を同じ裁量の中で扱うのは、沿岸漁業者の中にい

ると疑問が残る。同じ魚を獲っていてもサイズによって違うとかを考えながら、物事を進め

る必要がある。同じブリだからとして、北の方から南の方まで同じ TAC で割り当てるなど

すると、地域地域における不公平感が出てくるだろう。このような不公平感が生じないよ

うにすることが大切である。沿岸漁業がこれから先も生き残り、沿岸漁業者が沿岸漁

業を続けていけるようにするための資源管理の仕組みが必要である。（TBTI Japan 

セッション @ 『現場の声－漁業者座談会 （2021 年 6 月）』の一部抜粋） 

 

高田 充朗 Mitsuro Takada 

（いとう漁業協同組合 代表理事組合長） 

1978 年 武丸 一本釣漁業 

2010 年 伊東市漁業協同組合 代表理事組合長 

現在   いとう漁業協同組合 代表理事組合長 

静岡県漁連理事 及び 代表理事副会長 

静岡県漁業士会 会長 
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日本小規模漁業・沿岸漁業の変わるべきところ・変わらぬべきところ 

 

 

 

 

 

 

 

 

変わるべきところは、「漁師の意識」であると思う。小さい魚を獲らず、後の漁獲量を

上げるために調整することが必要である。救命胴衣着用の厳守による命の保持も大切。

漁師が新しいことに挑戦すると、「前例がない」「目立つことをするな」と否定的な場合が

多いが、このような考え方も変えていく必要がある。また、自分自身が獲った魚に誇りを

持ち、消費者に感謝することで魚の安売りをせず、きちんとビジョンを持って、行動するこ

とも必要。これには漁師だけでは限度があり、組合や行政・企業・水産関係者を巻き

込まねば成立しない。だからこそ、漁師の意識を変えて活動的にならなくてはならない。

変わらぬべきところは「共和」である。漁師の世界は、様々な関係性で成り立っている。

漁業協同組合をなくしても良いという考えもあるが、組合があるからこそ成り立つのもま

た事実であり、特に高齢化が進む漁業では ICT 化が困難であるからこそ、組合に出荷

し、販売する既存の仕組みはなかなか変えられない。それはそれで良い。また、航海の

安全も組合という組織があるからこそ成り立つと思う。漁師と漁師、漁師と組合、互い

に共和できるところは、変わらずにいたいものだと思う。しかし、そこに甘えがでては規律も

共和も乱れ、進歩どころか衰退をたどるだけなので、互いに責任を持ち、情報共有を行

い、良い方向に進んでいかねばならない。 

  

舘岡 勇樹 Yuuki Tateoka  

（噴火湾鮮魚卸龍神丸 代表） 

1982 年北海道根室市生まれ。漁師。8 年前に 6 次産業

化事業として「噴火湾鮮魚卸龍神丸」を起業し、魚介類の直

販や漁師イベントを行い、消費者と繋がる活動を行っている。

専門は、小規模漁業・沿岸漁業。鰈・スケトウダラなどの刺し網

やエビ籠漁、ミズダコ漁など。 
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定置網漁業と改正漁業法について思うこと 

 

 

 

  

 

 

 

 

私は、子供の頃から海が大好きで、遊び場は常に海であった。漁師になるのが夢で、

18 歳から今に至るまで 30 年間、この道一筋で定置網漁業に携わっている。この期間、

水産資源の減少には身を持って痛感している。定置網漁業は、一つの魚種に特化せ

ず、１年を通してさまざまな魚を水揚している。その多様性から、飲食店をはじめ、各

所さまざまなバイヤーが買い付けに来る。また、定置網では、そのようなバイヤーが必要

としない規格外の魚も獲れるが、これらは肥料、飼料となり、食のサイクルに貢献してい

る。今般、太平洋クロマグロの漁獲制限から始まり、改正漁業法の実施に伴いこれから

魚種追加される TAC については、収入の減少はもちろん、客離れにつながるのではな

いかと不安に思う。一次産業の衰退が、負の連鎖を引き起こすのではないか？これは、

後継にも影響があると思う。最近は便利な世の中で、パソコン、スマホがあれば稼げるよ

うな世の中になった。わざわざ朝早起きして、暑い中、寒い中、天気予報と睨めっこして、

台風の度に眠れない夜を送り、家族には十中八苦心配を掛け、稼ぎが減っていく。この

ような仕事を魅力に思う若者がいるのだろうか？現状を実感して、壁や天井を作る必

要性にも共感はあるが、我々一次生産者がプライドを持って仕事ができる環境の構築

を保障してくれるような点も、議論していただきたい。 

 

  

望月 保志 Yasushi Mochizuki  

（株式会社倉沢漁業 副漁労長） 

1993 年 西倉沢漁業生産組合 入社 

1995 年 県立静岡工業高校定時制課程 修了 

2006 年 第 11 光洋丸船長 就任 

2008 年 副漁労長 就任 

2005 年 由比港漁業協同組合総代 就任 

2019 年 （一社）静岡県定置漁業協会監事 就任 
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28 

 

コメント：研究者、コンサルタント、行政等から 
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おさかな供養と地域の心 

 

日本人は、生物も無生物も含めたあらゆるものに魂が宿ると考え、それらを手厚く供

養してきた。水域の生物についても例外ではなく、魚や貝、海獣、その他多様な生物が

供養の対象となっている。供養の形の一つとして、供養碑があるが、全国には、1,000

基を優に超える「おさかな供養碑」（水域の生物に関する供養碑）が存在している。

「おさかな供養碑」は、生き物の命をいただくことで、自分が生かされることへの感謝の気

持ちであり、様々な理由で亡くなっていく命への哀悼であり、これらの恵みを与えてくれる

自然への畏怖である。 

「おさかな供養碑」は決して歴史的遺物ばかりではない。2011 年に行った調査では

供養碑 1,140 基のうち、建立年代がはっきりしているものは 688 基あり、そのうち

47.5％が戦後から平成（調査時まで）に建てられている。古い供養碑は、碑文の風

化が進んだり、災害に遭うなどして消滅していったものもあるだろうから、元々の数はわか

らないが、注目すべき点は、現在もなお私たちは「供養碑」を建て続けている、ということ

だ。 

戦後の高度経済成長期には、沿岸域の大規模な埋め立てによって多くの漁場が消

滅していった。神奈川県の川崎大師にある『海苔供養祭文碑』（昭和 61 年建立）

によると、明治 4 年にたった 4 人の村人によって始められた川崎の海苔養殖が、後に

500 人もの従事者を擁する一大産業に成長し、やがて高度経済成長期に東京湾の

大規模埋め立て事業が優先されたことで、昭和 46 年に養殖業者が漁業権を放棄し

幕を閉じるという、海苔養殖業の盛衰の歴史が記されている。碑文には、経済成長と

関 いずみ Izumi Seki（東海大学人文学部・教授） 

1963 年東京生まれ、博士（工学）。財団法人漁港漁場漁

村技術研究所主席研究員などを経て現在に至る。専門は、漁

村のまちづくり、漁業・水産業におけるジェンダー問題など。仲間

と共に一般社団法人うみ・ひと・くらしネットワークを立ち上げ、持

続する農山漁村の為の実践活動にも取り組んでいる。 
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いう華々しい時代の裏側で、これも時代の趨勢と諦めつつも、廃業を余儀なくされる養

殖業者の無念がにじみ出ている。と同時に、これまで自分たちを生かしてくれた海苔へ

の感謝と鎮魂の気持ちが綴られている。 

多くの沿岸地域は、百年以上もの間漁業を維持してきた。その背景にあるのは、地

域の人々によって共有されてきた、自然の恩恵への感謝と畏怖の気持ち、そして生業

に対する誇りであろう。もちろん、気持ちだけで環境や資源を維持できるわけではない。

それぞれの地域で、禁漁期間や区域の設定、漁具の調整などの努力が行われてきた。

一方で近年は、漁業法の改正もあり、より科学的な資源管理の手法の実践が求めら

れている。しかし、地域の心をないがしろにしたのでは、有効な技術も活かせない。地域

に寄り添い当事者が主役となって取り組める道筋が重要なのではないだろうか。 

 

 

［参考文献］ 

・田口理恵・関いずみ・加藤登（2011）「魚類への供養に関する研究」、東海大学

海洋研究所研究報告 32、pp53-97 
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漁業法大改正と小規模漁業 

 

令和２年 12 月、大改正された漁業法が施行された。その内容は「漁業の成長産

業化」と「数量管理を基本とする公的管理の充実」を錦の御旗として、「大規模漁業」

を優遇し、「小規模漁業」を見捨てた改正であった。 

我が国における「小規模漁業」は、沿岸域において「漁村共同体」の漁業者が営ん

でいることがほとんどである。そして、この「漁村共同体」こそが、「漁業権」による漁場の

「自主的管理システム」の運営主体であり、ノーベル賞学者のオストロム教授が推奨す

る「自主的管理」を縄文時代から続けてきている（SDGs）。 

その「小規模漁業」を非効率的と決めつけ、これまで、遠洋・沖合において、乱獲等

により漁獲量を激減させてきた「大規模漁業」を優遇し、小規模漁業の牙城である沿

岸域への参入を促進する今回の漁業法改正は、世界の趨勢に逆行する大改悪であ

る。 

筆者が予想するに、その影響は、明治初期の海面官有制の失敗と同じ結果を招く

と考えられ、法律改正後、数年間は漁獲量の増大が見られるが、その後激減すること

が予想される。 

これを防ぐためには「水面上の生命」の根幹をなす「小規模漁業」の重要性が広く日

本の一般市民に認識されることが必須であり、それをリードする研究者が今回のような

出版物を世に問うことはとても大切であると考えている。 

 

  

田中 克哲 Katsunori Tanaka 

（漁村振興コンサルタント） 

1955 年 静岡県生まれ、水産庁職員、中央水産研究所漁業

経営経済研究室長を経て現在に至る。専門は漁業法。全国

漁業協同組合学校理事、船橋漁協代表監事等を務めてい

る。主な著書に「最新漁業権読本」、「漁師になるには」がある。 
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なぜ「水面上の生命」を守る必要があるのか？ 

 

 

 

  

 

 

 

 

水面下の生命を守るためには、水面上の生命を守る必要があるという考えに、私は

賛成する。人間は、社会生態系の一部であり、真の持続可能性とは、環境・経済・社

会の 3 つの側面を融合させることだと思う。しかし、持続可能性は、「持続可能な」収

穫量の最大化（高い数字！）、利益の最大化（これも数字）、といった、質より量

に重きを置いた数字ゲームであることがあまりに多い。水上と水中の生命を守るためには、

量より質を重視する必要がある。しかし、社会経済的な影響も含めて、特定の地域を

指定する理由に焦点を当てなければならない。同様に、漁業活動によって得られる利

益の増加を望むのであれば、その数字の背後にある詳細を検討する必要がある。それ

は、地元の家族経営の漁船 100 隻から得られるのか、それとも本社が遠く離れた企業

の漁船 10 隻から得られるのか？この差は、社会の持続可能性にとって大きなものであ

る。 

特定の漁業管理システムの開発と実施は、漁業者と漁業コミュニティにとって重要な

影響を及ぼすが、共同管理と ITQ システムは異なる。現在、日本の沿岸漁業は、持

続可能な開発という言葉を使えば、"機能性 "を有している。これは、持続可能な資源

管理、そして自分たちのコミュニティを維持するための鍵である。私にとっては、ここが議

論の核心である。漁業は、地域の経済・社会環境を維持し、個人と地域社会をたくま

しくする質の高い生活を提供する。このクオリティ・オブ・ライフこそが重要なことである。地

元に根ざした漁師とその家族は、沿岸地域の生活者である。彼らは祭りを催し、儀式

を行い、ボランティアの消防士として働き、海岸清掃を行い、学校でボランティア活動等

デレーニ  アーリン  Alyne  Delaney  

（東北大学北東アジア研究センター・准教授） 

デレーニ氏は、10 代の頃、宮城県沿岸部で暮らし、日本の沿

岸地域に魅了されるようになった。これらの経験から、人類学者

となり、沿岸地域の研究を続けている。ヨーロッパで社会的影響

評価や社会の持続可能性と回復力に関する研究等を経って、

3.11 震災以降、宮城県の漁村研究に尽力している。 
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を行う。彼らが共有する文化、遺産、人脈、社会資本が生活の質を高めているのであ

る。私は、世界中でこのような光景を目の当たりにしてきた。これは、単に「伝統的な」

漁業にロマンを感じるということではない。2011 年の東日本大震災では、強力なソー

シャル・キャピタルが人命を救った。震災後、「つながり」によって精神的な健全性が強化

された。しかし、コミュニティやコミュニティメンバーの崩壊や離散により、多くの場合、こうし

た「つながり」や健全性が弱体化した。経済的に最も収益性の高い漁業など、数を重

視することは、小規模漁業や沿岸地域がもたらす無形の利益を見落とすことになる。時

間と支援があれば、これらの恩恵は目に見えるものになる。 

  



266 

漁村の活性化について思うこと 

 

 

漁村には「新鮮な魚介類」や「豊かな自然景観」といったイメージがあるものの、近年

は漁獲量や魚価の低迷、生産コストの増加など漁業を取り巻く状況は厳しく、集落規

模の小さい漁村ほど漁業への依存度が高く、状況はより深刻である。このような中、多

くの漁村地域では「浜の活力再生プラン」を策定し、地域が一体となって実態に合った

コスト削減や高付加価値化等により所得向上を目指している。さらに漁村地域が広

域に連携した「浜の活力再生広域プラン」を策定し、生産の効率化や販売力強化に

取り組んでいる。最近では、食の簡便化志向の高まり等、消費者ニーズが多様化して

おり、水産物の価値向上や販路拡大の実現にはマーケットインの発想が求められてい

る。そこで、これまでの漁業者や漁協職員のみならず、消費者感覚に優れている女性

の視点が大きな力になると考えられる。全国各地には、漁協による直販施設や直営食

堂が運営されており、女性が中心的な役割を担っている施設も多い。漁村地域の活

性化には、地域が自ら地場の資源を十分に把握し、最大限に活用することが重要で

あり、それを実践することで将来の明るさがみえてくる。そこに女性の活躍が大いに期待

される。 

 

  

萩原  快次  Yoshitsugu Hagiwara 

（静岡県水産・海洋技術研究所 所長） 

1963 年静岡生まれ。1988 年静岡県に入庁。これまで静岡

県水産試験場（現：静岡県水産・海洋技術研究所）にお

いて調査船による海洋観測など、主に漁海況予測に関する調

査・研究に従事。千葉県～和歌山県の地方公設試が毎日共

同で作成・発行している「関東・東海海況速報」の開発に中核

機関として取り組んだ。静岡県庁では水産物の流通加工、漁

業調整などの業務に従事した。2022 年４月より現職。 
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女性が活躍できる漁業現場へ 

 

 

 

 

  

 

 

 

静岡県は、国内屈指の水揚げ量を誇る水産県で、豊富な水揚げ量を背景として、

水産加工業も発展してきた。特に、水産加工業の現場においては、多数の女性が就

労しており、業界を支えている。一方、漁業生産の現場、特に船上において漁ろう作

業に従事している女性の姿は、ほとんど見ることができない。これは、漁船が女性の乗

船を想定しておらず、沿岸漁船ではトイレがない、遠洋漁船であっても専用居住区が

確保されていないなど、環境が整備されていないことも大きな要因である。したがって、

漁船はもっぱら男性職場とされている。 

確かに魚市場周辺では、漁船の水揚げを手伝う女性の姿は見られるが、こうした労

働は、地域の慣習とされている側面もみられ、嫁不足の要因の一つとも言われている。 

我が国の沿岸漁業では、水産資源の減少に加え、若年層の新規就業者が少なく

高齢化が進み、漁業生産に関わる人口は減少し続けている。このままの状態が続けば、

さらに漁業生産力が低下し、沿岸漁業はさらに衰退していく。 

これまで、肉体労働が中心とされた様々な職業の現場においては、職場環境の改

善、ソフト開発や機械化の導入などにより、多くの女性が進出し、成功してきている。漁

業現場においても、早期に女性就業者の受け入れ体制を業界挙げて考え、新規就

業者の確保に注力していかなくてはならない時期にきている。 

 

  

羽田  好孝 Yoshitaka Haneda 

（静岡県立漁業高等学園・園長） 

1961 年静岡県生まれ、1989 年水産技師として静岡県入庁、

県水産課、県水産試験場、県環境部、県水産技術研究所、

県水産資源課等を経て 2020 年から漁業後継者育成機関であ

る現職。（2022 年４月より、静岡県環境衛生科学研究所） 
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小規模漁業の可能性を発掘していくことの重要性について 

 

日本でも重要な地位を占めている小規模漁業（日本では、沿岸漁業という表現と

ほぼ同義と思われる）について、いかにしてこれを持続可能なものにしていくか、というこ

とを考える際に重要なことは、単にそれらの漁業が、漁業の成長産業化の中で取り残さ

れやすいので制度的な保護の対象に加えて存続を図るというのではなく、それらの漁業

についても成長の可能性を見出して、自律的に存続が可能なものにしていくよう適切に

支援していくことであると考えている。すなわち、小規模漁業の存在する地域（漁村）

は多くが遠隔地にあるが、そこから水揚げされる水産物や加工品、またそれを起源とす

ることも多い地域の祭り（例えば、静岡県由比のサクラエビ祭りなど）や伝統文化は

特色あるものであることが多い。それらは、都市住民にとっても遠隔地であればあるほど

普段経験することのない非常に魅力的なものに映るので、例えば、それらを「その地域

でしか味わえないもの」として、観光業等とも連携しつつ効果的に売り出していく、また

ICT ツールを活用して、大都市等の飲食店の個別にニーズに答えていくなどの方策によ

り、まだまだ成長の余地があるのではないだろうか。これらの方策が成功するよう現場も

行政も一緒になって考えていくことが重要と考えている。 

（本コメントは、個人の意見であり、組織を代表した意見ではないことを申し添えます。） 

  

中平 英典 Hidenori Nakahira 

（農林水産省大臣官房政策課・上席企画官） 

1975 年日本（東京）生まれ。1999 年法政大学経済学部卒

業。2003 年農林水産省入省。その後、国土交通省への出向も含

め農林水産省内の畜産、食品安全、農業土木、林野など各分野

の政策立案部門を経験後、2016 年から静岡県に出向。4 年強に

渡り経済産業部水産業局長を務めた後、現在に至る。 
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小規模漁業と津々浦々の漁村景観・風景・風土形成について 

 

なぜ、小規模漁村の風景は魅力的なのか。漁村の風景に魅せられたことが、漁村

計画という道に進むきっかけとなった筆者の卒論以来のテーマである。景観 10 年、風

景 100 年、風土 1000 年と言う。天然の入り江に自然発生的に立地した多くの漁村

で、漁港法制定（1951 年）以後、戦後食料増産という国策に基づく漁港整備がめ

ざましい進捗を見たことで、漁港と漁村が一体となった、漁港村※1 とも称される空間に

変容する。つまり、漁港整備が本格化して 69 年を経た漁村の今は、計画的意味合

いを持つ景観から風景への過渡期にあるのかもしれない。 

都市計画用語に、「生活景」※2 という言葉がある。身近な生活環境景観であり、身

近すぎるため、漸進的な変化に人々は鈍感であり、その重要性は認識されにくく、好ま

しくない急激な景観の変容により、はじめて価値が認識されると言われる。都市計画の

現場では、景観を重視したまちづくりが総合的な生活環境の質の向上につながることが

指摘されている※3。地域の暮らしの染み出しともいえる生活景は、蓄積された歴史や

文化を内包し、まちづくりの基本として景観、まちづくり協定等のシステムによる計画的

景観誘導につながっている場合も多い。一方、小規模漁村に目を転じれば、「産業景」

と「生活景」が融合した漁村の風景は、資源依存的立地特性に基づく山がちで狭隘

な地形に辺地的、飛び地的に高密度集住形態の形成といった、結果としての空間形

成条件を基本に、プリミティブな小規模漁業とそれを支える漁業や生活の運営システム

である伝統的共同体コミュニティが、無意識の景観維持のローカルルールとして機能し

ている面も大きい。 

しかし、現在、小規模漁村の多くが、漁業の低迷と地域活力低下に悩んでいる。ま

富田 宏 Hiroshi Tomita 

（株式会社漁村計画 代表取締役） 

1955 年熊本市生まれ、早稲田大学建築学科卒業後、㈱漁

村計画研究所を経て、2009 年㈱漁村計画を設立・主宰。

一貫して全国の漁村を歩き、住民参加の漁村活性化に向けた

調査・計画に関わる。専門は漁村における地域計画、建築計

画。1 級建築士、技術士（水産部門）。早稲田大学招聘

研究員、総務省地域人材ネット外部専門家。  
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た、東日本大震災被災漁村復興の結果、居住地が高台移転したことで、海と生業と

暮らしの一体性が喪失する例も多く見られ、将来的な大規模地震・津波予測に応じ

た全国の小規模漁村の空間構造の激的変化も予想される。このような状況変化の中、

今、私たちは公的財産としての漁村風景の維持と、時代の変化に応じた新たな海辺

の景観・風景・風土の再構築の選択局面に立っているのかもしれない。願わくば、津々

浦々という素敵な言葉を支える海辺の多様で美しい集落が連担する列島の未来を想

像したい。そのためには、小規模漁業を核として多様な就業所得機会を合わせ持つ小

規模集落の定住条件と時代の変化に応じた柔軟な共同体の創出が期待される。 

 

 

［注］ 

※1.島戸浦にみる漁村・漁港の形成史（地井昭夫 新建築学体系18 集落計画） 

※2.生活景～身近な景観価値の発見とまちづくり～（社団法人日本建築学会 編） 

※3.東京大学大学院 都市工学専攻藤本ふみ（2004 年度 修士論文梗概集） 
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新漁業法下で高まる漁協の役割と期待 

 

日本の沿岸漁業は、漁業法の下で共同漁業権・区画漁業権・定置漁業権の免

許・管理がなされ、その持続可能性が担保されてきた。その根幹は、漁業者の人的結

合体である漁業協同組合が担ってきたものであり、前浜資源の持続的な利用を前提

とした漁場利用調整と組合員間の所得機会の均衡を柱とするものであったと理解され

る。他方、新漁業法下では、資源管理体制の強化や区画漁業権の仕組みの変更等

があり、漁協に求められる役割も変化することが予想される。例えば、資源管理の基礎

となる生産データの収集・管理、「適正かつ有効な漁場利用」の実現にむけた従来以

上に複雑化する漁場利用調整への対応、持続可能な資源利用で漁業収益を最大

化するための販売力の強化等が必要となるだろう。漁協に求められる役割・機能への

期待は大きく、その責任は一層重くなることが予想される。現状は漁協間の格差が

（規模だけでなく、質・機能の面でも）拡大しており、その期待や責任に十分応えうる

漁協は、そう多くはない。合併による規模拡大だけでは果しえない役割や責任もあるだ

ろう。将来にわたる日本の沿岸漁業の持続可能性を担保しうる漁協の在り方を広く議

論すべき時期が来ていると考える。 

 

 

麓 貴光 Takamitsu Fumoto 

（株式会社水土舎 代表取締役） 

1973 年北海道乙部町生まれ。北海道大学大学院水産

学研究科修了。㈱水土舎入社後は、一貫して水産業の

振興、漁村の活性化を主題とした業務に携わり、全国の

漁村を歩いてきた。水産関係の調査研究を行うコンサルタ

ントとして水産に関わる諸問題を幅広くカバー。最近の関

心事は、新漁業法下での漁協の役割・あり方について。 
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あとがき 

 

スヴェイン先生と初めてゆっくり会話を交わすことができたのは、2019 年にアムステル

ダム大学で開催された MARE 学会の時であった。立食スタイルの昼食の際、勇気を出

して「私のような“小規模”な研究者でも、先生にご挨拶させていただいてもよろしいでし

ょうか」と、声をかけたところのタイミングが、スヴェイン先生が片手にはサンドイッチを、もう

片手には飲み物を持ってらっしゃった時であった。握手の手を伸ばしたいが、周りにはサン

ドイッチと飲み物を置くところがなく、どうすれば良いか分からず少し慌てる御様子だった。

あれほど世界的に著名な大先生でも私のような小物研究者の前で慌てる時もあるもの

だと、何だか私の緊張を一瞬でほぐしてくれたひと時でもあった。そして嬉しいことに、その

前の年 2018 年に、タイのチェンマイで開かれた第 3 回世界小規模漁業会議（The 

3rd World Small-Scale Fisheries）に、私が参加していたことを覚えてくださってい

た。 

この会議は、初めて参加する世界小規模漁業会議であったが、研究者のみではなく、

漁業者や漁業者団体、NGO や行政なども参加し、ラウンドテーブルや対話型セッショ

ン等、様々な形のインタラクティブな場がたくさん設けられている超学際的なフォーラムで

あることに驚いた。そして何よりも、漁業者も含めて、世界各国からのスヴェイン先生のフ

ァンが多いことであった。印象深く残っているのは、スヴェイン先生が参加するセッションの

終わりには、必ずパネリスト等のセッション関係者からスヴェイン先生への感謝の言葉が

絶えなかったことだった。そして、その度必ず照れてしまい、ただただ微笑むスヴェイン先生

がいらっしゃった。ある午前中のセッションの終わりでは、スヴェイン先生が同様の状況で

照れるあまり、ひとこと「lunch!」とまとめあげ、会場が笑いで盛り上がったこともあった。 

この度の翻訳書の出版についても、ただただ素直に喜んでくださった。ご相談したのは

企画段階ではなく、ある程度出版まで持っていける目途が立った 3 月頃であった。事後

報告のようなもので怒られるのではないかと恐れながらのメールを差し上げたら、「これは

とても嬉しいことです。誇りに思います。本当にありがとうございます！自分のFacebook

ですでに自慢しています（I am so happy to see this. Makes me really proud 

to know that my book is translated and being published in Japan. 
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Thank you so much! I am already boasting about it on my facebook 

page）」と喜びのお返事をいただいた。そして、この度日本の静岡で開催される第４

回世界小規模漁業会議・アジアパシフィックの期間中に企画されている、本翻訳書の

出版記念イベントにおける基調講演へのご依頼についても、快く引き受けてくださった。

講演テーマについては、自分へのチャレンジとして、これまでの講演内容と被りがないよう

に準備したいので、何か話してほしい内容を決めてほしいと言われた。これを聞いた時は、

それこそ英語の表現で言う「millions of（何百万）」に及ぶほどの数多い講演をして

こられた先生に、過去と被らないテーマを設定することは、こちらこそ一大チャレンジです

よと、少しジョークも交えて返したメールであったが、その謙虚さと挑みの精神には圧倒さ

れるばかりの自分がいた。 

数々の論文と著書を世に出し、今でも常に出し続けていらっしゃる大研究者でありな

がら、このような気取らなさ、謙虚さ、そして何よりも親しさ、温かさを持ってらっしゃる先

生である。そして、このようなまなざしは、小規模漁業者と漁業コミュニティの研究に向け

られており、本書の「出版に寄せて」において婁小波教授がおっしゃるように、「著者の彼

らに向けるまなざしはきわめて暖かく、かつ真摯」である。 

過去に好きで見ていたドラマ「グッド・ドクター（굿닥터; Good Doctor）」を思い浮

かべる。韓国のドラマで、アメリカ版にもリメイクされているものであるが、そこでは、良い医

者とは何かを問いかけるシーンが多い。そして、最終話でその問いへの答えが印象深い。

「良い医者とは何か？…”良い医者とは何か”を悩み続けるすべての医者が良い医者だ。

そして、その人たちは、良い人たちでもある。…良い人が良い医者になる…」。ドラマと知

りながら、深く感銘を受けたものであった。これは、研究分野にも当てはまる気がする。

良い研究者とは何か？良い教育者とは何か？ 

そのような思いを、スヴェイン先生とお付き合いさせていただきながら抱いているこの頃

である。「良い先生」のファンの一人として、良い刺激を受け続け、学び続けられている

自分は、アジア太平洋地域一の幸せな研究者なのかも知れない。 

李銀姫 

2022 年 4 月 30 日 
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 同じ研究室で学んだ李先生に誘われ、2018 年にタイのチェンマイで開かれた第 3 回

世界小規模漁業会議に参加したことが、小規模漁業に関わるきっかけであった。 

当時から、輸出の促進や企業の参入、養殖の推進といった、いわゆる水産業の成

長産業化につながる施策が進められていたと記憶している。意欲のある漁協、水産関

連企業を擁する地域では、施策の方向性に沿って漁港や市場等の基盤整備を積極

的に進めており、私も、所属している研究所の業務の中で、それらの調査やコンサルっテ

ィングを行っていた。しかし、人口減少や地域の活力低下が進む過疎地域では、漁業

者の高齢化、漁獲量の減少、漁家経営の悪化、漁業後継者不足等の「水面上の生

命」にかかる深刻な問題が、その地域の漁業に影をなげかけていた。規模の大小ではな

く、過疎地域で営まれる基幹産業であるからこそ、漁業が重要であるという意識は、漁

業・漁村の調査や研究に携わる者に広く共有されているだろうという感触はあるものの、

施策につなげられるような適切な言葉が不足していると感じていた。 

このようなタイミングで、第 3 回世界小規模会議に参加し、世界各地の問題に触れ、

日本の状況とも比較する中で、「小規模漁業」は「無視するには大きすぎる」問題であ

る、と、日本で掲げること、その意義を考えることができた。2020 年、TBTI-Japan ネッ

トワークを結成、「In the Era of Big Change」を TBTI-ebook として出版、活動を

開始することができた。道はまだまだ続くものの、とりあえずスタートできたことを喜んでいる。 

スヴェイン・イェントフト先生の論文は、社会人大学院生として東京海洋大学に通っ

ていた頃に読んでいたため、第 3 回世界小規模会議でご講演される姿をリアルに拝見

でき、感激したことを覚えている。今回、「Life above the Water」の翻訳本に携われ

たことも、望外の喜びでありつつ、COVID の影響で現地調査から遠ざかっていることも

あり、本書随所で述べられているスヴェイン先生の現地での経験をうらやましく思いなが

らの作業であった。再び、様々な漁業地域に赴き、調査・研究を楽しめる日々を取り

戻せることを願っている。 

浪川珠乃 

2022 年 4 月 30 日  
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On the Occasion of this Publication 
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On the Occasion of this Publication 

 

Svein Jentoft 

 

To have my book translated to be read and used in Japan is beyond 

every dream I may have had when I put it together. It is indeed a 

great honor and I thank all those who made it possible. 

Finding good book titles is often difficult. But you do not always 

need to search for them; they come to you. The Life Above Water title 

was easy because of UN Sustainable Development Goals 14; Life 

Below Water. If you are a biologist, it is the life below that is your 

concern. If you are fisheries social scientist, like myself, it is the things 

that occur above, at and by the water that is your theme. Yes, there 

is a link between the two; life in fisheries communities depends on a 

healthy marine ecosystem. But in order to sustain ecosystem and be 

the resource for food and livelihoods that we need fish to be, 

something must happen above the water. That is what I talk about in 

the book.  

As social scientist we are interested in the institutions, the 

management systems, the rules we need to realize our goals. But at 

the end of the day, it is about the people who inhabit the fisheries 

communities, the life they lead and whose livelihoods must be 

sustained. We talk about their justice, their social relations, their well-

being, and happiness. A management system that does not deliver 

on the things that matter to people is bound for failure. 

The overwhelming majority of people in fisheries, onshore and 

offshore, are in the small-scale sector. If you want to talk to them, 

you must seek them out in their communities. If you want to secure 
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their livelihoods, you need to sustain their communities. We now have 

the “Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale 

Fisheries”, which FAO member states adopted in 2014. For TBTI 

（“Too Big To Ignore”） as a global research network focusing on 

small-scale fisheries, and for me as a founding and active member, I 

feel obliged to contribute to the implementation of these guidelines.  

My book is meant as a contribution to this endeavor. 

April 19, 2022 

 

★Svein Jentoft is Professor Emeritus at the Norwegian College of 

Fishery Science, UiT - The Arctic University of Norway. His long 

career as a social scientist specializing on fisheries management and 

fisheries communities has yielded numerous articles and books. He 

has been involved in and led many international projects in both the 

Global South and North. Jentoft is a founding member of TBTI, and 

has been leading a working group on ‘Governing the Governance’ 

and a research cluster related to the ‘SSF Guidelines’. He has edited 

and authored several TBTI books including ‘Life Above Water’ 

（published 2019）. 
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On the Occasion of this Publication 

 

Ratana Chuenpagdee 

 

Since the publication of the book ‘Life Above Water’ by Professor Svein 

Jentoft in the TBTI Global E-book Series in 2019, we have been able 

to use it to call attention to the “upside” of small-scale fisheries. The 

book serves as an important reminder, to policy makers and 

governments, as well as investors, that small-scale fisheries are not 

to be dismissed in the discussion about Blue Growth and Blue 

Economy. In fact, we have been arguing that there cannot be 

sustainable ocean economy without small-scale fisheries, given the 

prominent role they play in supporting livelihood, employment, and 

food and nutrition security to millions of people around the world, and 

considering their contribution to conservation and stewardship. This 

message is stated loud and clear in the follow-up publications: “Blue 

Justice: Small-Scale Fisheries in a Sustainable Ocean Economy” 

（2022 TBTI book in the Springer MARE Publication Series, edited by 

Jentoft, Chuenpagdee, Bugeja Said and Isaacs）; “Interactive 

learning and governance transformation for securing Blue Justice for 

small-scale fisheries,” a paper by Jentoft and Chuenpagdee （2022） 

in Administration and Society, and “Blue Justice and the co-production 

of hermeneutical resources for small- scale fisheries”, by Arias 

Schreiber, Chuenpagdee, and Jentoft （2022） in Marine Policy. The 

latter, in particular, offers a glossary of terms to talk about Blue Justice 

in a language that is easy to comprehend. The glossary is now being 

translated into many languages, including Japanese, which was done 

by TBTI Japan.  



280 

The reason for the translation of the glossary is the same as with 

this book: we need to do more to make our work accessible to people 

who may not be familiar with the original language of the publication. 

This effort helps increase the impact of our work, on the ground in 

the small-scale fisheries communities that the book talks about, and 

at the policy level where change can be initiated, along with all the 

necessary support to make small-scale fisheries viable and 

sustainable.  

We are truly grateful to Yinji Li and Tamano Namikawa of TBTI 

Japan, and all the contributors, for the Japanese version of the Life 

Above Water book. We are encouraged by the enthusiasm and the 

commitment by our colleagues in Japan who are, above all, spreading 

the words about small-scale fisheries, making them visible and their 

presence matter. With the translated book, we can imagine that the 

life of small-scale fisheries in Japan, above the water and on the land, 

will no longer be ignored. 

April 28, 2022 

 

★Ratana Chuenpagdee is a university research professor at Memorial 

University of Newfoundland in St. John's, Canada. Her research 

emphasizes transdisciplinary approaches to coastal fisheries and 

ocean governance, focusing particularly on small-scale fisheries, 

marine protected areas, community-based management, and food 

security. Dr. Chuenpagdee leads Too Big To Ignore （TBTI）, a global 

partnership for small-scale fisheries, and a research module on 

informing governance responses in a changing ocean for the 

Canadian-based Ocean Frontier Institute. Her most recent book 

'Transdisciplinarity for Small-Scale Fisheries Governance: Analysis and 

Practice', co-edited with Svein Jentoft, was published by Springer in 

2019. 
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On the Occasion of this Publication 

 

Xiaobo Lou  

 

I would like to express my heartfelt congratulations on the publication 

of this Japanese translation of Professor Svein Jentoft’s internationally 

acclaimed book, Life Above Water （2019）.  

Given the current trend of academics focusing on their own 

research and thesis writing rather than the translation of foreign 

books--for which, despite the effort it takes, little reward is given-- 

this translation is a distinctive work that we rarely see anymore. I 

would like to express my deep respect to the translation authors 

Dr.Yinji Li and Dr. Tamano Namikawa, as well as those who 

contributed to the short communication essays. 

Professor Jentoft is a social scientist specializing in fisheries 

management and fishing communities. The book is comprised of 

extracts and self-reflections of the professor's long career, which have 

been conducted from a particularly sociological point of view.  

As can be described from the title, "Life Above Water", this book 

focuses on the very human-social issues of fishers and fishers’ 

communities. In the past, a renowned marine forensic scientist 

pointed out that "most of the problems of the oceans are caused by 

problems on the human society side." I have always believed that this 

is the “word of truth" that pierces the essence of the fisheries and 

marine issues. Overfishing, deterioration of the commons, pollution of 

the marine environment and coastal areas, the increase of ocean 

warming, the collapse of fisheries and local communities, and 

international conflicts over the oceans are all caused by "business" on 
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the human side. In that sense, in order to solve the "problem of the 

sea", it is necessary to solve the "problem on the human society side" 

first. This book focuses precisely on that and develops a unique 

analysis of systems, management systems, rules, and similar topics. 

Another feature of this book is that among the problems in the human 

society side, it focuses on "small-scale fishing" and discusses the lives, 

livelihoods, and happiness of these fishers and their families. Moreover, 

it should be noted that the author's gaze toward them is extremely 

warm and sincere. Beyond simply praising "Small is beautiful", it pays 

attention to the socio-economic role of small-scale fisheries, their 

survival conditions, the quality of life of the people who bear them, 

and the significance of their existence is explained as if it were a 

metaphor of "small in scale, big in value".  

Under the （2018） Japanese Fisheries Act, which has 

undergone a transformation from the former "Adjusted Legal" 

Fisheries Act to the "Resource Management Legal" Fisheries Act after 

the "first major revision in 70 years," discussions such as "voluntary 

management/ community-based management" or "TAC 

management", "small-scale family-run fisheries" or "industrial, 

corporate fisheries", and even "fairness/ equitability" or "productivity", 

"principle of cooperation" or "principle of competition" are being 

fought along diverging paths. This book provides highly intellectual 

and suggestive hints for such complex discussions that are never black 

and white. 

If you are interested in Japanese fisheries, especially "small-scale 

fisheries," this is a must-read. 

April 28, 2022 

 

★Xiaobo Lou is a professor and vice president at the Tokyo University 



283 

of Marine Science and Technology, Japan. His research focuses on 

marine and fisheries socio-economics and regional development. 

Throughout his long career, he has specialized topics such as 

community revitalization policies through the promotion of Umigyo, 

governance of fishery and coastal resources, and the branding of 

marine products and food systems. Dr. Lou has also been leading the 

Japan International Fisheries Research Society （JIFRS）. His recent 

article “Umigyo as a Blue Economy: Japanese Experience” was 

published in 2020.  

 

（Translated by Yinji Li） 
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*Chapter numbers here are according to the original version.  

*ここの章番号は、原著の章番号に基づいています。 

 

*The references to the original book are not included in this book.  

*本書では、原著の参考文献を含めていません。 
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