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生業活動の組み合わせとコモンズの役割
⎜ 徳之島におけるソテツ利用を焦点に ⎜

金 城

要

達

也

旨

本稿は，地域社会における生業の組み合わせを明らかにしながら，地域社
会の生活戦略とコモンズの関係性を検討することを目的とする。まず，主要
な生業からマイナーサブシステンスまで，資源へのかかわりの濃淡に焦点を
あてる。つぎに，それらが冗長性の確保やレジリエンスの向上にどう寄与し
ているかを明らかにし，
在地リスク管理におけるコモンズの役割を指摘した。
奄美群島に属する徳之島における人々は，多様な生業を組み合わせること
で生活を営んできた。それぞれの生業は，資源の性質や所有形態，金銭的価
値などによって，生活戦略に対する重要度や貢献度が異なっている。特に徳
之島におけるソテツ（Cycas revoluta）資源は私的に利用されるのみならず，
コモンズとしても利用されることで地域社会における生活戦略に厚みを持た
せる役割を果たしてきた。
徳之島における生業複合を検討した結果，ソテツ資源の利用と所有のしく
みが多様であることも，資源利用の冗長性を高め，生活戦略上の選択肢を増
やすことに寄与しているといえる。

１．はじめに
本稿は，地域社会における生業活動の組み合わせを明らかにしながら，地域社会の生活戦略
とコモンズ（commons）の関係性を検討することを目的とする。そのためにまず，地域社会に
おける主要な生業活動や副次的な生業活動，さらには マイナーサブシステンス（minor subsistence）（松井，1998) として捉えられるような，経済的にはほとんど意味をもたない営みなど，
資源へのかかわりの濃淡に焦点をあてて論述を展開していく。次に，それらが 冗長性（redundancy） の確保や地域の 復元力（resilience） の向上にどのように寄与しているかを明らかに
し，在地リスク管理におけるコモンズの役割を指摘する。
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本稿でもとりあげるコモンズ概念は，すでに広く知られているように，ギャレット・ハーディ
ン（Garret Hardin）の 共有地の悲劇 （1968＝1993）を端緒としている。ハーディンは，共同
利用を前提とする空間では，利用主体となる人々がそれぞれの最大の利益を目指すため，その
ことが必然的に過剰消費を呼び起こすことにつながり，それを防ぐためには公有や私有など，
所有権を持ち得る主体を明確にすることの必要性を主張した。しかしながら，ハーディンの議
論では無秩序なオープン・アクセスが想定されており，共有地における他者排除性や規制，利
用主体の規範意識など，ローカル・ルールの存在が取り入れられておらず，現在ではこうした
文化的諸要因が資源の枯渇ではなく，持続的な利用に寄与していることが指摘されている（た
とえば，Ostrom, 1990）
。
コモンズ論はその後，環境問題を扱う研究分野との関係性のなかで，独自の理論発展を遂げ
てきた。すなわち，コモンズにおける社会的な諸制度には，自然資源を持続的に利用するため
の機能が備わっているのではないかという問題関心に焦点があてられてきた。こうした実証的
（たとえば，井上，
な研究では，コモンズにおける社会的な諸制度が地域社会における資源管理
1997；笹岡，2001など）
や弱者生活権あるいは弱者生存権
（たとえば，鳥越，1997；川田，2006
など）
，重層的な所有観の生成（嘉田，1997）などの機能を備えていることが指摘されている。
また，井上（2001）はコモンズ概念の多義性を整理するなかで， 自然資源の共同管理制度，
および共同管理の対象である資源そのもの （井上，2001：11）とコモンズを定義し，利用に関
する規制の有無を基準としてローカル・コモンズの類型化を試みながら，資源利用におけるコ
モンズの意義や有効性について議論している。
こうしたなか，菅（2005）は，日本の入会にみられるような社会制度にもとづく資源管理の
あり方をみるなかで，コモンズを

在地リスク回避（indigenous risk avoidance） として論じ

ており，人間と資源の関係にあらわれるリスクに対して 危険そのものを回避するのではなく，
被害を受けたときの代償，埋め合わせを確保する戦略 （菅，2005：80）を確保することでリス
クを回避し，生活の安定をはかることができると指摘している。
菅豊の

在地リスク回避

冗長性とは

論は，レジリエンス論にみられる冗長性の議論と親和的である。

なんらかの原因でシステムのある機能が失われたとしてもすぐに代替するものに

置き換えられるもの （Levin,1999 ＝2003：316‑317）であり，同等の機能あるいは代替する機
能を持つものが多く用意されていることで，システム内の安定性が保たれるということが指摘
されている。
これらの議論に共通していることとして，主要な生業活動とはべつに，副次的な生業活動や
それにも含まれないような営みが多様に存在することの重要性が挙げられる。実際，菅の
地リスク回避

在

論においては，自然災害など，種々のリスクに対抗する手段のひとつとして，

複合的生業や多種・多品種栽培などの資源の多様性に依拠した方法が挙げられている（菅，
2005：79）
。地域社会においては，こうした戦略をとることによって，安定した生活をある程度
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は実現することが可能になっていたと考えられるわけである。
在地リスク回避

論や冗長性の議論にひきつけてみるならば，宮内（2010・2011）による，

地域社会で生活を組み立てるうえでの

二重戦略

も示唆に富む議論となるだろう。宮内泰介

は，ソロモン諸島のマライタ島アノケロ村を調査するなかで，住民が貨幣経済と自給経済の両
方を組み合わせて生活を成り立たせていることを明らかにし，生活を営むうえでの 二重戦略
の重要性を指摘している（宮内，2010
・2011）。また，笹岡（2012）は，宮内の

二重戦略

を

参照しながら，インドネシアのセラム島山地民の暮らしをアマニオホ村の事例から検討し，必
要に応じて現金を獲得しようとする
生活を営む

倹約主義

必要充足志向

という特徴を備えた

と少ない現金収入をうまくやりくりして

二重戦略

によって生活を成り立たせている側

面があることを指摘している
（笹岡，2012）。これらの議論からは，地域社会の生活戦略におけ
る資源利用の多様性や重層性の重要性を窺うことができ，こうした視点から地域社会の生活戦
略におけるコモンズの役割を分析することで，地域社会で生活を営むことの持続性を検討する
ことも必要だと考えられるわけである。
本稿の事例地となる徳之島における人々は，多様な生業活動を組み合わせることで生活を営
。そうした状況のなか，それぞれの生業活動は，資源の性質や所
んできた（金城・寺林，2012）
有形態，金銭的価値などによって，生活戦略に対する重要度や貢献度が異なっている場合が多
い。特に，徳之島におけるソテツ（Cycas revoluta）資源は，個人的に利用されるのみならず，
コモンズとしても利用されることで地域社会における生活戦略に厚みを持たせる役割を果たし
てきた。徳之島における人々のこうした生活戦略は，先述した
略

在地リスク回避

や

二重戦

として位置づけられるだろう。

しかしながら，本稿で扱う徳之島のソテツ利用に見られるように，同一種の資源に対する個
人的な利用と共有資源としての利用という所有形態や利用のバリエーションを分析の対象に含
めることで，単にある世帯の生活戦略をみるということだけでなく，地域社会に属する世帯と
集落自治の関係性を見ることができると考えられる。
そのため，本稿ではまず，地域社会における人々の生業活動の組み合わせを見ていく。つぎ
に，ある世帯の生活戦略の一部としてソテツがどのように利用されてきたのかを明らかにし，
さらにはコモンズとしてソテツが利用されることで地域社会の持続性にとってどのような役割
を果たしてきたのかを検討していきたい。
なお，本稿で使用するデータは 2011年６月〜2013年３月までの期間に断続的に行われた調
査に基づくものである。調査期間中は地域住民や行政機関，各種関連団体などに聞き取りを行
うとともに参与観察を行い，あわせて文献資料調査を行った。
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２．事例地概要
本稿の事例地は鹿児島県の奄美群島に属する徳之島である。徳之島は徳之島町，伊仙町，天
城町の３つの自治体から構成される。徳之島町は人口 11,658人，世帯数 5,265
（2013年８月１
日現在) ，伊仙町は人口 7,114人，世帯数 3,583（2013年２月現在) ，天城町は人口 6,532人，
世帯数 3,197（2013年６月１日現在) となっている。本稿では，徳之島における明治期〜昭和
後半期までの一般的な生業複合のモデル的なかたちを示しながら，コモンズとしてのソテツ利
用に関しては，その様態が顕著にみられる徳之島町の轟木集落の事例を中心的に取り上げて論
述を進めていく。なお，現在の轟木集落の人口は 222人，世帯数は 107
（2013年８月１日現在)
となっている。
明治期以降の徳之島では稲作やサトウキビ生産などが複合的に行われていた。
しかしながら，
1960（昭和 35）年には 2,000ha を超えていた水稲作付面積は現在ではほぼゼロになった（鹿児
。現在では自家用の米を作る水田が残されているだけであり，主要な生業
島県大島支庁，2012）
としての稲作はすでに行われていない。稲作が衰退した要因については諸説あるが，1961（昭
和 36）年の農業基本法制定や 1970
（昭和 45）年以降の減反政策は稲作の衰退に拍車をかける形
となった
（小野寺，2011）
。その後，ほとんどの農家は政府買い上げによって価格がある程度保
証されているサトウキビ栽培へと転作していった。また，平成期に入ると畜産用の飼料作物や
馬鈴薯を栽培する農家も増え，2008年にはどちらの作付面積も 1,000ha にまで生産を伸ばし
ている（鹿児島県大島支庁，2012）
。
徳之島の面積は約 25,000ha である。農地面積は 6,900ha であり，その６割をサトウキビ畑
が占める。島の中央部を南北に走る森林帯の面積は 11,000ha となっている（鹿児島県大島支
。
庁，2012）
徳之島を含む奄美群島は歴史的に見た場合，
時代ごとにさまざまな行政区に編入されてきた。
1266年以降琉球の統治下にあった奄美群島は 1609年の島津侵攻によって薩摩藩へ服属するこ
とになった。薩摩藩は

砂糖キビを藩直轄の特産品として生産にあたらせ，稲作などを禁止す

る措置を （西村，1999：3）とり，奄美群島は

自給的食糧生産を禁止され，換金作物として

生産された砂糖キビと本土のコメ（蔵米）と不等価交換的物々交換を強制されていた （西村，
1999：３）
。
その後の廃藩置県にいたるまでは 爾來社會制度の上に一大變革を來すことゝなり，
琉球時代の按司地頭の行政組織を改めて代官制を實施し，貨幣の流通を禁止して物の交換に特
殊の賣買を行はしめ，甘 栽培を強制して耕作の自由を奪ひたる等，産業經濟上に及ぼした影
響は甚大 （昇，1949：245）であったとされる。
1871（明治４）年の廃藩置県により薩摩藩の支配権が衰退することになり，1875（明治８）
（明治 41）年の島嶼町村制施行により亀津村，天城村，
年には藩政が廃止された。その後，1908
伊仙村の３村に区画されるが，東天城村の発足により大正５年には４村になった。
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終戦後は米軍政下に置かれ，日本本土の行政とは切り離された。そのような状況がしばらく
続き，1953（昭和 28）年に日本本土の行政下に復帰することになった。1958（昭和 33）年に亀
津町と東天城村が合併して徳之島町になるなどして島内の行政区の編成が行われ，現在に至っ
ている。

図１

徳之島の位置

３．徳之島における生業活動の組み合わせ
徳之島における主要な生業活動として位置づけられる稲作やサトウキビ生産などに関する記
述は，これまでに出された文献や郷土研究誌，町史などの史（誌）資料にもいくらか見ること
ができるし，民族文化（民俗儀礼）などとの関連性を指摘した文献なども散見される（たとえ
ば，松山，2004a・2004b；福山，1983，天城町役場，1978など）。特に，名越左源太によって著
された 南島雑話 （永井編，1933）は奄美地域の民衆生活を記録したものとしては嚆矢として
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徳之島事情 （徳之島の先人を偲ぶ会，1997）

や坂井友直による 徳之島小史 （坂井，1917）などでは徳之島の民衆生活が詳細に記述されて
おり，現在でも頻繁に参照される奄美研究や徳之島研究のバイブルとして位置づけられている。
また，徳之島天城町のほとんどの集落では，昔の生活などを記述した集落誌が公民館講座郷土
誌教室の成果として 1980年代前半に出されている。こうした文献の中でも生業活動に関する記
述が見られ，集落ごとの生業活動が詳細に描かれている。さらに，恵原義盛による

奄美生活

誌 （1973＝2009）
は，奄美地域における主要な生業活動として位置づけられる稲作やサトウキ
ビ生産のみならず，生業活動のひとつとして，あるいは楽しみや娯楽として山野川海を利用す
る様相が描かれるなど，副次的な生業活動や経済的にはほとんど意味を持たないような営みな
どが記述されている。
これらの文献や史（誌）資料からは，主要な生業活動とはべつに，住民がさまざまな生業活
動を組み合わせることで生活を営んできたことを窺い知ることができる。しかしながら，これ
らの文献では，それぞれの資源利用が個別に描かれており，各生業間の関係性を扱ったものは
ほとんどない。そのため，ここでは主要な生業活動と副次的な生業活動，さらにはマイナー・
サブシステンスとして位置づけられるような営みまでを含めて，それぞれの生業活動の関連性
に注目して記述を展開していく。
明治期以降の徳之島の人々は，主要な生業活動として位置づけられる水田稲作とサトウキビ
生産を営んできた。また，山菜やサンゴ礁での採貝採草（藻）など，多様な生業活動を主要な
生業活動の合間に行うことで生活に厚みを持たせてきた。第二次世界大戦後には食糧難の時代
もあったが，1953（昭和 28）年に本土復帰を果たすと，再び稲作とサトウキビ生産による複合
的な生業活動が展開されることになる。ここでは特に，明治期以降から昭和後半期にかけての
モデル的な生業複合のかたちを中心に記述を進めていく。
徳之島では昭和 40年代半ば頃まではほとんどの家庭が水田稲作を営んでいた。また，畑には
サトウキビやサツマイモ，野菜類などの農作物も植えられていた。こうした農作物のほとんど
は家庭で消費されるものであった。沿岸集落では漁業も営まれ，季節ごとにさまざまな漁獲対
象種があった。
稲作は旧暦の１〜２月初旬には種漬けや苗代準備が行われ，３月下旬までには田んぼに稲が
植えつけられた。４〜５月には水田内の除草作業をし，７〜９月には一期作目の稲を収穫した。
二期作を営んでいる家庭では一期作目を早めに収穫し，
８月にはふたたび稲を植えつけていた。
その後は除草などの作業をはさみ，11〜12月には二期作目の稲の収穫が行われた。
サトウキビは春植えと夏植え，さらには株出しでの栽培が行われていた。とはいえ，すべて
基本的には一期作での栽培が行われていた。
の家庭でどちらも必ず植えるというわけではなく，
畑ではサツマイモや野菜類なども栽培されていたため，畑の使い方によってサトウキビの作付
け形態が決まっていたのである。畑地の半分ほどはサツマイモが栽培されており，食糧用と家
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畜の飼料用に使われていた。そのほかにも麦や野菜類が作られていた。サトウキビの春植えの
収穫時期は田植えの時期と重なるため，田植えと製糖作業を同時に行うという日々が続いた。
稲作やサトウキビ生産による黒糖製造は，基本的には現金を獲得するための営みとして行われ
ており，あわせて栽培されているサツマイモや野菜類が主食として利用されていた。
これらの主要な生業活動の生産サイクルは，実際の生活サイクルとは必ずしも合致しない。
そのため，徳之島の人々は集落特有の生活戦略をもって柔軟に対応してきた。それらの営みは
個人的なものである場合もあれば，集団的なものである場合もあるが，結果として主要な生業
活動の合間に行う営みとして生活を支える役割を担ってきた。水田で採補されるドジョウやフ
ナ，タニシやヌマエビ，テナガエビなどをはじめ，山菜採りや狩猟，川漁，サンゴ礁での採貝
採草（藻）などはその代表的なものである。これらの営みは，基本的には住民相互の〝楽しみ"
などとして行われる場合も多い。しかし，必ずしも〝楽しみ" として行われたものではなく，
なかには主要な生業活動の生産サイクルに実際の生活が間に合わないときの〝つなぎ" として
利用される場合もあった。そのことは，農業を主体に営む人々が，農閑期などには沿岸集落で
営まれている漁業に参加することにも見られる。
田植えや製糖作業が終わると，稲の収穫時期までは農作業に余裕が出る。このことは，裏を
返せば日常の仕事量が減ることを意味しており，この時期にあたる旧暦４〜６月の２〜３ヵ月
間は生活をしていく手段を主要な生業活動とはべつに編み出さなければならない時期でもあ
る。
そのため，いくつかの家庭では，農閑期に近隣沿岸集落の漁業者の漁に参加させてもらうこ
とで生計を立てていた。この時期はちょうどトビウオ漁の時期にあたるため，追い込み漁のメ
ンバーとして参加することがあったわけである。

うまくいったもんでね。陸に食糧がないときに魚が捕れた。それで食いつないだ状況が
あった

以上の語りからもわかるように，農家の人々は農閑期に漁業に参加することで生計を立てて
いたわけである。こうして主要な生業活動とはべつに生計活動を生み出し，生活を成り立たせ
ている側面があった。すなわち，稲作や畑作を主要な生業に位置づけながらも，農閑期にはさ
まざまな生業活動を組み合わせながら利用し，生活を営んできたといえる。

４．ソテツの個人的な利用
以上見たように，轟木集落を含む徳之島における人々は，主要な生業活動のみならず，副次
的な生業活動や経済的にはほとんど意味を持たないような自然資源利用など，さまざまな生業
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活動を組み合わせることで生活を営んできた。ここで取り上げるソテツも，歴史的には生業複
合のひとつとして利用されてきた。
現在の徳之島を見渡してみると，多くの畑地の畦にはソテツが植えられており，隣接する畑
との境界線として機能している。ソテツに囲まれた農地では主要な作物の米やサトウキビ生産
をはじめ，主食のサツマイモや副食の野菜類など，多様な作物が栽培されていた。また，稲作
が衰退したあとには，ほとんどの畑地ではサトウキビが生産され，ほかにも馬鈴薯やカボチャ，
飼料作物，さまざまな野菜類が栽培されている。歴史的に見た場合，徳之島のほとんどの家庭
では，農地の周りに植えられたソテツが利用されてきた。
基本的には，こうした個人で利用されるソテツにはそれぞれ所有権があり，一本一本のソテ
ツは明確に誰かが所有しているものである。個人所有のソテツは昔から水田や畑の畦に植えら
れて利用されてきた。これらのソテツは家庭ごとに受粉作業や除草作業などを行い，種子を収
穫してさまざまな用途で利用されてきた（金城・寺林，2013）。たとえば，商品経済が普及する
までは副食としての味噌づくりに利用されたり，食糧不足のときには救荒作物として利用され
たりした。
また，
近年ではソテツの種子をめぐって海外との交易関係が築かれている
（金城・寺林，2012）。
すなわち，現在のソテツの種子出荷は副業として現金収入源になっている。各世帯が採集した
ソテツの種子に対して支払われる金額は年によって異なるが，高いときには 60kg で１万円ほ
どの値がついた年もある。最近では 30kg で 2,500〜3,000円のところで推移している。しかし
ながら，世帯によっては年に数百袋の種子を出荷するため，かなりの現金収入になる。また，
種子の採集時期は正月などの入用の時期と重なるため場合が多いので，経済的にも家計を助け
る手段として位置づけられてきた。こうした個人で利用されるソテツは所有権が明確なので，
管理もそれぞれの所有者が行う。
ソテツにかかわる年間を通しての作業工程は，カフンヅケやマラシリと呼ばれる受粉作業か
らはじまる。５〜６月になると雄花が咲きはじめる。それを採取し，粉末状に砕いて雌花にふ
りかけていく。すべての畑に植えられているソテツを受粉させるには１ヵ月ほどの期間を要す
るため，農作業の合間を縫って行われる。なお，雌花を受粉させるためには雄花が不可欠であ
るが，自分の所有しているソテツの雄花で賄うことができない場合には，ほかの所有者の畑に
植えられている雄花を採取して自分の雌花に受粉作業を行うことができる。すなわち，それぞ
れのソテツには所有者が厳格に決められているが，雄花に関しては自分が所有しているソテツ
以外のものも自由に利用することができるわけである。これは事前の話し合いなどによって決
められているものではなく，暗黙裡に共有されているルールとなっている。
受粉作業が終わると，あとは種子を収穫することができるようになるまでの間にソテツ周辺
の除草作業などが行われる。その後，11月頃になると種子を採取することができるようになる
ため，収穫作業が行われる。種子の収穫は年内に終えることが多いが，場合によっては翌年の
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１月までかかることもある。雄花の利用とは対照的に，雌花からの種子の採取には厳格な規制
が伴っており，自分が所有しているソテツ以外からは採ることができない。また，隣接する畑
のソテツが傾いて自分の畑を跨いでいる場合にも，そのソテツの種子を採ることはもちろん，
勝手に伐採することもできない。農作業の妨げになるなど，どうしても邪魔になる場合にはソ
テツの所有者に断ってから処分することになっている。種子の収穫に関するこれらのルールも
雄花の採取に関するルールと同様に不文律であるが，ソテツ利用者の間で代々受け継がれて現
在でも共有されている。こうした地域社会独自のルールの存在が，資源化可能な植物としての
ソテツそのものを残していけるようなしくみとなっているわけである。

図２

農地の周囲に植えられたソテツ

５．コモンズとしてのソテツ
徳之島におけるソテツ資源は個人的に利用されるのみならず，コモンズとしても利用される
ことで地域社会における生活戦略に厚みを持たせる役割を果たしてきた。
徳之島町の轟木集落では，昭和の中頃まで，およそ 160ha の共有林の一部にソテツを植えて
集落で利用していた。轟木集落の人々は共有林に植えられた共有資源としてのソテツを売るこ
とで集落の運営費や活動費を獲得してきたわけである。
共有林に植えられたこれらのソテツは，
集落の成員によって管理されていた。とはいえ，実質的に共有林に植えられたソテツを管理し
ていたのは青年会のメンバーであった。つまり，世帯ごとに割り当てられた本数のソテツを共
有林に植樹し，その後の除草作業などの管理は青年会のメンバーが担っていたわけである。な
お，轟木集落では 16歳になると青年団に入団し，おおよそ 25歳ぐらいまでは活動に参加する
ことになっており，共有林のソテツが盛んに利用されていた昭和 30年頃には 60名程度のメン
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バーで構成されていた。
こうして栽培されたソテツは，10月末頃〜11月頃にかけて種子が採集される。種子の採集は
集落総出で行われる。青年団が採集した種子の売り上げは青年団の活動費として収益になり，
集落全体で採集した種子の売り上げは集落の運営費として利用されていた。いずれにせよ，採
集されたソテツの種子は，いったん集落の集会場に持ち込まれ，それを量りにかけて取引され
ていた。このソテツの種子は集落の人たちが買うこともあり，個人所有のソテツの種子の量が
不足しているときには，ソテツヤマから採集したソテツの種子を購入して使うことで日常生活
に足りない分を賄っていた。購入した種子は，個人所有のソテツから採集した種子とあわせて，
副食用の味噌の原料などとして使われていた。
個人所有のソテツと同様に，共有林に植えられたソテツの利用や管理に関してもいくつかの
ルールがある。まず，コモンズとしてのソテツは集落の成員によって共有林に植えられるとい
うことである。各世帯に数本ずつ割り当てられ，ソテツは毎年植樹されるのである。また，ソ
テツヤマのソテツは１年に一度，除草作業などをしなければならなかった。こうしてできたソ
テツ林はソテツヤマと呼ばれていた。なお，集落の人々によって共有林に植えられていたのは
ソテツだけではなく，アイやバショウも植樹して利用されていた。アイの栽培地はアイダタキ
やアイダク（藍溜まり）と呼ばれ，バショウの栽培地はバシャダクと呼ばれて利用されていた。
轟木集落には明治期〜昭和期までの集落の記録が残されており，郷土研究家の徳富（1980）
によって資料化されている。その集落記録にはソテツを売買した記録も掲載されており，共有
林から採れたソテツの種子を販売して収入を得ていたことがわかる。
その資料を見てみると， 大正８年度蘇鉄実代，７円 50銭
大正 12年度蘇鉄実代，３円 28銭
４円 25銭

大正 11年度蘇鉄代，４円 20銭

大正 13年度蘇鉄代，９円 60銭

同 15年度蘇鉄実一石四斗七升代，２円 97銭

大正 14年度蘇鉄代，

昭和２年度蘇鉄代，21円 47銭

などとあり，集落が主体となってソテツの種子を売買していたことがわかる。
また，昭和 27年の記録には

小作料としてソテツ 20本代単価１本 300円として……

うのがあり，昭和 30年 12月の臨時総会会議録には

とい

村共有のソテツの除草，旧正月４日に実

施する とある。さらには，昭和 31年１月には有志会によって 蘇鉄の実採集，造林等の期日
は後日に決定する という記述があり，昭和 32年２月の有志組長合同会議録に 蘇鉄の実採集
について，300円にて売却 とあり，共有資源としてのソテツの利用や管理をめぐっては集落が
決定権を持っていたことがわかる。
以上のように，コモンズとしてのソテツはある程度のローカル・ルールにもとづいて集落に
よって管理され，その収益は集落自治のために利用されていたわけである。同時に，コモンズ
としてのソテツは，個人所有のソテツが不足していた場合に，それを補うための役割を担って
おり，住民の生活の〝助け" を創出することにもつながっていたと考えられる。すなわち，轟
木集落では共有林にソテツヤマをつくることで，集落の持続性と個人の生活を保障する資源を
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図３

轟木集落の共有林と植物栽培の位置関係
（聞き取り調査により筆者作成）

作り出していたわけである。
これまで見てきたように，轟木集落を含む徳之島の人々は，稲作やサトウキビ生産をはじめ
とする主要な生業活動に加えて，山菜などの森林資源，川漁，サンゴ礁での採貝採草（藻）な
どの副次的な生業活動，あるいはマイナー・サブシステンスなど，さまざまな生業活動を組み
合わせることで生活を営んできた。また，農閑期には，農民が漁業に参加することで生計を立
てている側面もあった。こうした生業複合にみられるような資源の多様性は，住民の生活をあ
る程度保障することにつながり， 在地リスク回避

として機能していたと考えられる。また，

主要な生業活動は現金獲得の手段として利用され，
自給的な生業活動をべつに営む生活戦略は，
生活を組み立てるうえでの

二重戦略

として重要な役割を持っていただろう。

しかしながら，資源の多様性とはべつに，本稿でみてきたソテツのような，同一種の資源に
対する利用と所有のしくみが多様であることも，資源利用の冗長性を高め，住民の生活戦略上
の選択肢を増やすことに寄与しているといえるだろう。これらのことは結果として地域社会の
持続性や個人の生活に厚みを持たせることにつながっており，地域社会のレジリエンスの向上
に寄与している可能性があると考えられる。すなわち，各世帯でさまざまな生業活動を組み合
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わせながら生活を営んでいくことに加えて，轟木集落におけるコモンズとしてのソテツの利用
は，各世帯の生活の保障を作り出すだけでなく，同時に，集落の自治，ひいては地域社会を持
続的に運営していくための役割をも担っていたわけである。生業活動の多様性と同時に，生業
複合に内在する所有や利用の多様性，さらには所有や利用に重層性が存在することで，個人の
生活戦略だけでなく，地域社会の運営における戦略にも厚みをもたらしていると考えられるわ
けである。

６．おわりに
本稿は，地域社会における生業活動の組み合わせを明らかにしながら，地域社会の生活戦略
とコモンズの関係性を徳之島の事例から検討するものであった。そのためにまず，地域社会に
おける主要な生業活動や副次的な生業活動，マイナー・サブシステンスなど，資源へのかかわ
りの濃淡に焦点をあてて論述を展開した。また，それらが 冗長性（redundancy） の確保や地
域の 復元力（resilience） の向上にどのように寄与しているのかを検討し，在地リスク回避に
おけるコモンズの役割を指摘した。
その結果，生業複合に内在する資源の多様性と，資源の性質にあわせた生活の

二重戦略

は，地域社会の生活を組み立てるうえで重要な役割を持っていた。また，本稿でみてきたよう
に，資源の多様性や戦略の重層性とはべつに，同一種の資源に対する利用と所有のしくみが多
様であることも地域社会の生活戦略に厚みを持たせ，住民の生活戦略上の選択肢を増やすこと
に寄与していることが明らかになった。しかしながら，本稿で論じてきた生業複合におけるコ
モンズの役割は，所有や利用の多様性，あるいはその重層性に注目したものであるため，地域
社会の生活全体におけるコモンズの役割を論じるまでにはいたらなかった。これらの課題に関
しては今後の調査研究の進展をみながら，別稿で論じたい。
（きんじょう たつや・人間システム科学専攻)

注
松井（1998）は 集団にとって最重要とされている生業活動の陰にありながら，それでもなお脈々と
受け継がれてきている副次的ですらないような経済的意味しか与えられていない生業活動 （松井，
1998：248）をマイナー・サブシステンス（minor subsistence）という概念で説明している。
http://www.tokunoshima-town.org/（閲覧日：2013年８月７日）を参照。
http://www.town.isen.kagoshima.jp/（閲覧日：2013年８月７日）を参照。
http://www.yui-amagi.com/modules/pico/（閲覧日：2013年８月７日）を参照。
http://www.tokunoshima-town.org/（閲覧日：2013年８月７日）を参照。
この時期はナチゲーワクやナチギャイと呼ばれ， 夏枯れ
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集落では旧暦５月頃からの時期をウーナチギャイやミィシキャイグガチと呼び，
この時期には山野を
駆け巡って食糧を集めたといわれるほど仕事のない日々が続く。
（公民館講座，1983：66）
。すなわち，
ナチゲーワクとは稲作や畑作が一段落つき，１年のうちで最も食べ物が不足する時期のことを指して
使われる言葉である。およそ旧暦５〜７月の２〜３ヵ月間がその時期にあたる。
2012年１月 16日 N. N.氏への聞き取りによる。
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