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摘　　要

2013年漁業センサスによれば日本における漁家の兼業率は50.3％であり，約半数の漁家が漁業以外
にも何らかの仕事を持っている。本稿では漁家の生業組み合わせに着目し，石川県能登島における漁
家漁業の存立構造を明らかにした。事例地域を囲む七尾湾は閉鎖度の高い内湾であるため，通年で波
の低い穏やかな海域で沿岸漁業を営みやすい。そのため，漁業者は世帯の戦略に合わせて多様な漁業
種類を組み合わせていた。事例地域においては農業や賃労働，観光業などの生業も組み合わされ，世
帯ごとに多様な労働力配分の中で漁家漁業が存立していた。個人・世帯・集落スケールで生業間の関
係性を検討すると，海洋環境や地形，インフラの整備などの自然・社会的環境条件，漁業種類の専門性，
個人のライフスタイルなどが世帯における生業組み合わせや漁業形態に影響することが明らかとなっ
た。以上から，事例地域における漁家漁業は漁業単独ではなく多様な生業や世帯の戦略を軸に，各ス
ケールにおける自然・社会・文化諸因子の動態的な関係下に存立する。ただし，主たる漁業従事者の
高齢化やその子世代の就業形態の変化から，事例地域における漁家漁業が現在の構造のまま維持され
続けることは困難である。そのような状況下で，本稿の知見は複数の生業組み合わせを前提とした地
域と世帯への総合的な施策がローカルな小規模漁業の維持存立に有効であることを示した。

キーワード：漁家漁業，生業組み合わせ，環境適応，七尾湾，能登島

* 名古屋大学環境学研究科・院生，日本学術振興会特別研究員（DC1）
 E-mail: matsui.ayumu@i.mbox.nagoya-u.ac.jp



人文地理　第71巻第 2 号（2019）128

The Structure of Small-Scale Fisheries in Noto-Jima Island, Northcentral Japan:  
A Livelihood Portfolio Approach

MATSUI Ayumu
Graduate student, School of Environmental Studies, Nagoya University; JSPS Research Fellow

(Received on 18 December, 2018; Accepted on 11 May, 2019)

According to the 2013 Fisheries Census in Japan, the ratio of part-time fishery households was 50.3%. 

In other words, more than half of the fishery households in Japan have jobs other than fishing. This study 

explores the structure of local small-scale fisheries in Japan through the lens of the livelihood portfolios of 

fishery households. The study area was Noto-Jima Island, located at the Noto peninsula, northcentral Japan. 

Noto-Jima Island is surrounded by a closed inner bay. The morphology of the bay means that the fishing grounds 

are calm and many types of fisheries can be operated throughout the year. Therefore, the fishing households 

operate diverse fisheries that reflect their specific household strategies. Furthermore, multimodal economic 

activities, such as agriculture, paid work, and tourism, are combined within these households. Thus, each 

household has developed diversified labor force allocations within the household. Consequently, our findings 

revealed that social, natural, and cultural conditions, such as ocean conditions, geographical features, norms, and 

working conditions, affect the decision-making process in every household. Based on the above, we conclude that 

small-scale fisheries in the study area rely on dynamic relationships between natural, social, and cultural 

elements, in addition to the fishery conditions themselves. Furthermore, it will be difficult to sustain the current 

structure of the local small-scale fisheries because of challenges, such as aging of the fishermen and/or changes 

in the working conditions of future generations. Under these circumstances, the findings of this study suggest 

that comprehensive management based upon the premise of diverse livelihood portfolios will be effective for 

sustaining local small-scale fisheries.

Key words: small-scale (household) fisheries, livelihood portfolios, environmental adaptation, Nanao-Bay, 

Noto-Jima Island

I　はじめに

１　問題の所在と本研究の目的

日本の沿岸漁業は近世村落を基盤とした共同体

による漁業管理制度の存在，沿岸域での長期安定

的な漁業生産の２点から，生産・資源利用形態

の模範として世界的に注目を集めてきた（山内, 

2004）。前者に関しては，近世の村落共同体によっ

て慣習的に行われていた漁場の管理を継承し，現

在まで地域共同体かつ権利主体団体である漁業協

同組合（以下，漁協）を中心とする漁業管理が維

持されている（宮澤, 2005; 崎田, 2015, 2017）。後

者については，日本の沿岸漁獲量は高度経済成長

期以降に遠洋，1980年代半ば以降に沖合漁業が急

激に衰退する中で，大正初期以来近年まで第二次

世界大戦時を除いて約200万トンの水準で推移し

てきた。しかし，漁業従事者の高齢化1)，魚価の

低迷2)，原油価格の高騰，高価値資源の枯渇，後

1) 2013年実施の漁業センサスによれば，漁業従事者の約50％が60歳以上である一方で，40歳未満の占める割合は
16％に留まっている。



石川県能登島における生業組み合わせからみた漁家漁業の存立構造（松井） 129

の点では 5t 未満の漁船を用い，世帯を経営の基

礎とする小規模な漁家漁業であることは明らかで

ある。ただし，3t 以上 5t 未満階層は漁家経営の

最も大きな割合を占める階層であるものの，同様

に企業体による経営も一定のボリュームを有して

いる点に注意が必要である。以上をふまえ，本稿

は 5t 未満階層の中でもその労働力を世帯員に依

存する小規模沿岸漁家漁業をその対象とする。

世界的に，これらの漁業は小規模漁業（Small-

Scale Fisheries: SSFs）として理解される。全世

界における漁業者の約88％は発展途上国におけ

る SSFs 従事者であるとも言われ（Pomeroy and 

Andrew, 2011），先行研究も発展途上国を中心に蓄

積されてきた。SSFs 研究ではその低投資性，低

技術性などの特徴から，社会・経済的に周縁化さ

れた人々の「生計維持の最後の手段」（Panayotou, 

1982: 5）としての側面に着目した調査・研究がな

されてきた（例えば，Allison and Ellis, 2001; Martin 

et al., 2013; Knudsen, 2016など）。その主要な対象

の１つとして，変動する資源や市場の不確実性

に対するリスクを軽減する要素としての漁家の

生業6) 組み合わせが挙げられる（例えば，Allison 

and Ellis, 2001; Cinner and Bodin, 2010; Kasperski 

and Holland, 2013; Berkes, 2017など）。漁家は周

囲を取り巻く自然・社会環境へ適応し，生活を維

持していくために世帯としての生計戦略を形成す

る。先行研究では，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

とし，結果として資源の過剰利用の防止，共同管

継者の不足など多くの問題により，日本における

沿岸漁業漁獲量は1988年をピークに減少を続け，

2017年現在では100万トンを割り込むようになっ

た3)。日本における沿岸漁業は現在，その将来的

な持続的展開を見通すことが困難な状況に立たさ

れている。

政策的にも，ローカルな沿岸漁業は食糧生産の

みならず，防災，地域文化の維持，環境保全な 

どの多面的な機能を有する（山尾・島, 2009）。

ローカルな沿岸漁業の衰退はこれらの多面的機能

の喪失も誘引する。では，問題の山積するローカ

ルな漁業地域において，実際の沿岸漁業はどのよ

うな構造下で存立しているのだろうか。本稿は以

上をその背景に，ローカルな沿岸漁業の主体たる

漁家の生業組み合わせへの着目から，現代日本に

おいてローカルに展開する沿岸漁業の存立構造を

明らかにすることを目的とする。

２　研究の対象と先行研究

日本における沿岸漁業は漁業センサス上で，

「漁船非使用，無動力漁船，船外機付漁船，動力

漁船 10t 未満，定置網及び海面養殖を総称したも

の」4) と定義される。2013年漁業センサスによれば，

動力漁船 10t 未満の経営体は日本における漁業経

営体の実に96％を占め，さらに全経営体の94％

は世帯をその基礎とする漁業個人経営体（漁家）

である5)。また，動力漁船 5t 未満の階層は全経営

体の約81％を占めている。これらのことから日本

における漁業労働の中心が，少なくとも経営体数

2) 農林水産省統計部「水産物流通統計」によれば，主要32品目の 1kg あたりの卸売価格（浜値）は1991年時が782
円であるのに対し，2009年には492円まで下がっている。

3) 農林水産省統計部「海面漁業生産統計調査」によれば，国内の沿岸漁業生産量は1990年に192.4万トンで200万ト
ンを割り込むと，2005年には146.4万トンとなり，2017年には89.2万トンとなった。

4) 2013年漁業センサス利用者のために（http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Pdfdl.do?sinfid=000031341116，2018年10月
11日閲覧）による。

5) 漁業センサスにおいて漁業個人経営体は「過去１年間に利潤又は生活の資を得るために，生産物を販売すること
を目的として，海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯又は事業所」（漁業センサス用語等
解説 http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/fc/yougo/pdf/yougokaisetu2013.pdf，2017年12月11日閲覧）と定義づけら
れており，一般的な用語である漁家に相当する用語となっている。以下，本稿ではこれらを総じて漁家と表記
する。
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に対して，明確に概念規定することができず，ま

ただからといって無視することもできないがため

の窮余の策である」と批判し，農業と漁業の比率

のグラデーションへ注目する重要性を指摘して

いる。同研究で安室は「漁師百姓」，「百姓漁師」

概念を用いてこれらの単純化を乗り越えようと試

みる。しかし，労働形態の多様化が進む現代にお

いては農業－漁業という二分法自体がその有効性

を失いつつあることは否定できないだろう。ここ

からは，生業組み合わせを単なるパターンとして

捉えるのではなく，いかなる条件下で生業が複合

しているのか，という生業間の結合関係にこそ注

目する必要性が示唆される。

第二に，多くの研究対象の時期が近代から1980

年代初頭までに集中し，以降の沿岸漁業を対象

とした研究が著しく不足している点も指摘でき

る。前節で述べたように日本の沿岸漁業生産量は

1980年代終盤にピークを迎えると，現在まで減

少し続けている。このような現状を鑑みると，漁

業が構造不況化している日本では，一部の高価値

資源が豊富に存在する地域を除いて漁業のみで生

計を維持することが困難になりつつあるとも言え

るだろう。このことは，現代日本における漁家の

生業を対象とした研究の必要性を支持するものと

なる。現代的な生業組み合わせを検討する上では，

欧米圏における1980年代以降の農業経済学を出

発点とする多就業経営（pluriactivity）研究が参

考となる。多就業経営研究は欧米圏が経験した戦

後の急速な兼業農家の拡大を捉える上での研究視

角として登場した（Albrecht and Murdock, 1984; 

Fuller, 1990）。その研究蓄積においては，世帯に

おける生業組み合わせが単なる経済的合理性に加

理の安定，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（Biggs et al., 2012; Marín et al., 2012; 

Hanazaki et al., 2013）。

2013年漁業センサスによれば，日本における沿

岸漁家の兼業率は50.3％であり，現代日本におい

ても小規模かつ複合的な生業組み合わせのもとで

漁業が存立していると言えるだろう。したがって，

日本における小規模な漁家漁業を検討する上でも

漁家の兼業，つまり漁家がいかに生業を組み合わ

せているのか，という問題が重要となる。それに

も関わらず，地理学における漁業研究において漁

家の生業は十分に検討されてこなかった。地理学

分野において漁業と他生業の関係性を議論した研

究として，地域漁業の衰退と機業の進出の関係性

を議論した島田（1968）や河原（1990），高度経

済成長期における南伊豆臨海集落の変容を生業

と土地利用の点から分析した尾留川ほか（1974），

沿岸域における観光地化が進行する中で世帯ス

ケールでの労働力配分や集落スケールでの漁業規

則の変化が起こったことを指摘した淡野（1985），

漁業と農業の生活上の不可分さを指摘した柿本ほ

か（1974）などが挙げられよう。

これらの先行研究が残した課題として，以下の

２点が指摘できるだろう。第一に，漁家の生業組

み合わせについて，多くの先行研究では漁業と特

定の他生業間で二分法的に議論が展開される傾向

にあった。代表的な例として，農業経済学や民俗

学を中心に蓄積されてきた半農半漁研究とその批

判が挙げられる。安室（2011: 302）は半農半漁

を「統計上の生産高では割り切れない生活の実態

6) 「生業」概念自体については地理学以外にも，民俗学，文化生態学，開発学など幅広い分野で研究がなされてき
た。生業研究では農漁業，狩猟採集をはじめとした伝統的，しばしば自給的な活動がその主要な研究関心であっ
たが，本稿では賃金労働などの労働形態も含み，世帯の生計の維持に寄与する経済活動全般として定義している。
この定義は英語圏の生計研究における livelihood activities を念頭に置いている。livelihood activities は自給的生業
活動（subsistence activities）とは区別して用いられる。また，本稿における「生業組み合わせ」についても同様
に livelihood portfolio を念頭に置いている。
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またがる諸要素から検討し，その存立構造を明ら

かにする。

本稿の構成は以下の通りである。まず II で漁

業・農業を中心とした事例地域における生業を概

観した上で，III では実際の世帯・個人単位でど

のような生業が組み合わされるのか，また，各生

業がいかに結合しているかについて，集落の立地

条件や海洋環境などの立地・自然環境的側面とラ

イフスタイルの変化などの社会的側面に着目しな

がら明らかにする。IV では，世帯・個人の生業

選択に関わる論理・条件，それらの背景としての

諸条件について環境適応の観点から検討すること

で，事例地域における漁家漁業の存立構造を明ら

かにする。そして，結論である V で本稿の知見

を整理した上で今後の研究の展望を示す。

II　事例地域における漁業

１　事例地域の選定

本研究の事例地域は石川県七尾市，能登半島東

部に位置する能登島とする（第１図）。本稿では

能登島が兼業漁業の卓越する地域であり，かつ典

え，ライフスタイルや個人・世帯の好み，規範

などの要素を反映しながら進行してきたことが

明らかにされてきた（Eikeland, 1999; Salmi, 2005; 

Błąd, 2010など）。現代日本において漁家の生業を

検討する上でも同様に，経済的合理性のみならず

個人レベルでの生業選択とその論理に留意する必

要があるだろう。つまり，現代における世帯の生

業組み合わせは世帯スケールの戦略や個人の生業

選択のみで理解できるものではなく，それらが

オーバーラップしながら形成されるものである。

したがって，その分析においては個人と世帯のス

ケールを行き来しながら同時に検討する必要が

ある。

以上をふまえ，漁家の生業組み合わせに着目し，

現代日本におけるローカルな漁家漁業の存立構造

を明らかにすることを本研究の目的として設定し

た。その上で，本稿では世帯において漁業が生業

として操業され続けることをもって漁業が存立し

ているとみなす。このことは，生業としての漁業

が世帯・個人のスケールで選択され続けているこ

と，と換言できよう。さらに本稿では，漁業の存

立を複数の空間的スケール，意思決定のレベルに

第１図　事例地域（2017年）
Figure 1.  Study area (2017)

（石川県水産総合研究センター提供資料および国土地理院数値地図により作成）
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設定し，現地調査を実施した。

現地調査は2017年８月から９月に約１ヶ月間

実施し，その後同年11月に補足調査をおこなっ

た。以下で特段の断りなく現在と述べた場合には，

2017年８月から９月の調査時点を指示するもの

とする。現地調査では，事例地域における主要な

出荷先である七尾市公設地方卸売市場へ2016年

に漁獲物を出荷した49世帯を地域漁業の主力と

なる漁家として調査対象とし9)，うち37世帯へ半

構造化インタビューを実施した10)。調査対象世帯

の属性は専業７世帯，第一種兼業９世帯，第二種

兼業21世帯であり，その就労人口の合計は男性61

人，女性50人であった。また，個人の属性として

65歳以上階級が調査対象者全体の46.8％にのぼる

点をここで指摘しておく必要があるだろう。高齢

漁業者の収入源として年金受給が重要となること

は漁業経済研究などで指摘がなされている（例え

ば，長谷川・今川, 2015; 山下, 2018など）11)。しか

し，本稿ではあくまで分析対象を生業とするため，

この点について詳細な分析がなされないことをこ

こで断っておく。

第１表には，世帯数・人口，耕地面積，農家数，

漁協組合員数などの基礎的な情報について，集落

ごとに示した。人口・世帯数について，半浦，曲，

向田，須曽の４集落以外は人口100人未満の小規

模な集落であり，20世帯未満の集落も複数存在す

る。経営耕地面積については平地の少ない地形的

な条件から経営耕地 1,000a 未満の集落が大半で

型的な高齢漁業地域であること，また，地形的な

要素により地先漁業資源が多様であり，通年で複

数の漁業種類が並列的に操業されることの２点に

着目して事例地域を選定した。七尾湾の漁業につ

いては小山ほか（1955），藪内（1958）によって

石
いっさき

崎集落の漁場利用慣行を中心に詳細な調査がな

されている。しかし，能登島の漁業・漁村につい

ての分析はなされていない。

能登島は能登半島の中央部で富山湾に東接する

島であり，東西約 14km，南北約 7km と，東西に

細長い形状をしている。以前は能登半島から完全

に独立した離島であったが，1982年の能登島大

橋架橋により，七尾市と陸路で接続するように

なった。事例地域における漁業地域のスケールは

大きい順に，石川県漁協ななか支所管轄範囲とし

ての能登島全域，漁業地区7) 単位での西島地区・

東島地区，１集落もしくは３集落で形成される生

産者組合のスケール，現在の小字と一致する集落

スケールに整理される。本稿では最もミクロなス

ケールである集落を調査上の１単位とした。能登

島には現在19の沿海集落が存在している。島東部

の富山湾沿岸集落では小型漁船漁業ではなく，企

業経営による大型定置網漁業が卓越するため，漁

家漁業を対象とする本稿の分析対象から除外し

た8)。また，調査時点で漁業実態が確認できなかっ

た集落についても同様に除外した。そして，残る

沿海集落である半
はんのうら

浦，通
とおり

，田
たじ り

尻，久
く き

木，無
むせき

関，曲
まがり

，

日
ひ で が し ま

出ケ島，二
ふたあな

穴，佐
さなみ

波，須
す そ

曽の計11集落を対象に

7) 漁業センサスや石川県農林水産統計年報など，統計上の集計単位を指す。
8) 橋本ほか（1988）は能登島東部について，漁業構造の差異から能登島の漁村ではなく，むしろ，富山湾西部沿岸
の一連の定置網漁村の一部をなすものとして把握すべきであると指摘した。本稿もこの橋本ほかの指摘を支持する。

9) 事例地域における漁獲物の出荷先は最も主要な七尾市公設地方卸売市場の他に，石川県漁協矢田新支所，市内問
屋への直接出荷，金沢市中央卸売市場など多岐にわたる。そのため，本稿の対象がそのまま事例地域における全
漁家とはならないことに留意されたい。

10) インタビューでは就業している世帯員について，その属性やそれぞれの従事する生業種類，漁業歴/暦，漁業種
類などについての情報を収集した。話者は基本的に世帯における主たる漁業者であったが，その場に他の世帯員
が同席し，適宜補足を受ける場合もあった。調査場所は調査対象世帯の自宅，漁港，漁協であり，所要時間は１
世帯につき25分から90分であった。

11) 現地調査においても漁業を「孫に小遣いをやるため」など年金収入を補う収入源として位置づける世帯が確認さ
れた。
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２　事例地域における漁家漁業の概要

能登島の湾内漁業に関係する組織は，石川県漁

協ななか支所と同七尾支所の２つであり，ななか

支所が能登島全域および，半島部の富山湾沿岸部

を管轄する。七尾支所は島外集落である石崎を主

に管轄するが，能登島でも小型底びきを中心とす

る漁業種類について，自主規則などを主導して定

めている。1950年当時は能登島全域で10漁協が

存在していたが，1954年，1957年，1971年の合

併で島内全域がななか漁協の管轄となり，2006

年の県１漁協化に伴い石川県漁協ななか支所へと

改組された。

2013年漁業センサスによれば，本稿の分析対

象から除外した富山湾沿岸部を含まない島西部地

区の専業率は8.0％であり，全国での49.7％を大

ある一方で，向田や半浦，曲では 2,500a 以上の

広い耕地面積を有する12)。

事例地域の地先海域である七尾湾は日本海側最

大の閉鎖性内湾であり，中央部に位置する能登島

によって北湾，西湾，南湾に区分される。閉鎖度

指標13) は1.47で，閉鎖性の高い内湾である14)。こ

の高い閉鎖度により，七尾湾は外洋部と比較して

通年で穏やかな海域であり，年間を通じて複数の

漁業種類の操業が可能となっている。水深は北湾

付近で約 60m と最も深く，湾奥に向かうに連れ

て徐々に浅くなり，大部分が 20–30m となってい

る。対して西湾・南湾はそのほとんどが 10m 以

浅と浅い海域である。

第１表　各事例集落の概要
Table 1.  Characteristics of each settlement in Noto-Jima Island

集落名 人口 農業 漁業

人口 
（人）

世帯数
（世帯）

専業 
（世帯）

第一種兼業 
（世帯）

第二種兼業 
（世帯）

経営耕地面積 
（a）

正組合員 
（人）

准組合員 
（人）

半浦 163 63 2 4 24 2,819 8 2
通 45 13 0 1 9 900 11 1
田尻 75 23 1 1 5 725 8 4
久木 29 12 0 1 3 440 3 4
無関 57 20 0 0 6 485 3 10
曲 243 82 3 1 30 2,501 8 9
向田 464 169 3 2 41 4,047 9 26
日出ケ島 26 11 0 0 7 622 8 2
二穴 75 23 1 0 17 1,253 7 9
佐波 56 18 0 1 5 274 9 6
須曽 163 63 3 2 24 2,058 20 15

注　世帯・人口については2015年国勢調査，農業については2015年農業センサス集落カード，漁協組合
員数については現地調査で得た2017年現在のものであり，若干の時期的なズレが有ることに留意さ
れたい。

（2015年国勢調査，2015年農業センサス，ななか支所提供資料により作成）

12) 本稿事例内における生業活動としての農業の中心は水稲作であり，2015年農業センサスによれば水田は全経営
耕地の約90％を占める。また，これらに加えて自給的な性格の強い畑作をおこなっている世帯も確認された。

13) 閉鎖度指標は海域の湾口幅，内部の面積，湾内最大水深，湾口最大水深を用いて求められる。閉鎖度指標が高く
なるほど海水交換が悪く，富栄養化の恐れがあることが示される。閉鎖度指標が1.0以上である海域は水質汚濁
防止法による排水規制の対象となる（水質汚濁防止法施行規則第一条の三の二）。

14) 環境省閉鎖海域ネット（https://www.env.go.jp/water/heisa/heisa_net/waters/nanaowan.html，2019年１月30日閲覧）
による。
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に漁業種類を選択しながら年間の漁業暦が決定さ

れる場合が多い。このような漁業種類の多様性は，

自然・社会環境を反映しながら，集落ごとに多様

な漁獲魚種の組み合わせを形成する。第２表には

事例地域における高価格魚種と主要な漁獲方法を

示した。基本的にはこれらの高価格魚種を中心に

各漁家における漁業暦が決定されると言える。

さらに，労働の強度と時間的制約に着目する

と，これらの漁業種類をある程度類型化すること

が可能となる。採貝採藻は事例内で女性による単

身操業が唯一確認され（第２図），第一種共同漁

業であることからその操業の可否は地先資源の分

布に依存する17)。採藻の主要採集物であるモズク 

Nemacystus decipiens の分布はホンダワラ属 Genus 

きく下回っている。第一種兼業経営体は全体の

59.6％，第二種兼業経営体は32.2％であり，兼業

経営が卓越する地域である15)。同様に漁船規模に

ついて確認すると，島西部地区では全62経営体

のうち56経営体が動力漁船 5t 未満階層に集中し

ていた。本稿の事例漁家内では全漁家が動力漁船 

3.5t 未満階層であり，基本的に零細・小規模経営

がなされていた。このことは冬期の主要な漁業種

類であるナマコ桁びきの操業が県漁業調整規則に

より動力漁船 3.5t 未満までに規制されているこ

とと関係する16)。

事例地域では通年で複数の漁業種類が並列的に

操業されており（第２図），年間を通じて同一の

漁業種類のみを操業する漁家は少なく，時期ごと

15) 専業率・兼業率についてはそれぞれ小数点第二位以下を切り捨てて求めた。
16) 島外集落である石崎では，現地調査において最大漁船トン数が 4.9t であった。このことは同様に，石崎の主要
な漁業種類である小型機船底びきの規制上限が 5t 未満となっていることと関係している。

第２図　本稿事例漁家内で操業される漁業種類（2017年）
Figure 2.  Fishing types operated by informants (2017)

1） ◎：女性単身操業可能，○：男性単身操業可能，△：単身操業困難，×：単身操業不可
2） ○：時間的制約弱，△：時間的制約中，×：時間的制約強
3） １共：第一種共同漁業，知事：知事許可漁業，１区：第一種区画漁業。釣りは自由漁業
4） 黒は主要漁期を，グレーは主要漁期ではないが操業される時期を示す
（聞き取り調査，ななか支所提供資料，石川県漁業調整規則により作成）



石川県能登島における生業組み合わせからみた漁家漁業の存立構造（松井） 135

桁びきのみは単身操業が確認されたが，事例内で

はその全てがパートナーの体力的限界により単身

操業を余儀なくされているという状況であった。

時間的制約については，日中であれば基本的に

操業時間の制約をうけない漁業種類，生産者組合

単位での操業時間が定められる場合がある漁業種

類，そして，操業時間が完全に定められている漁

業種類についてそれぞれ弱・中・強として分類し

た。労働の強度が強い漁業種類である延縄，サヨ

リ船びき，小型底びきは石崎と操業規則を共有し

ており，操業は夜間のみとなる。他の漁業種類で

はナマコ桁びきのみ通・田尻・久木の生産者組合

である三ケ浦漁業生産者組合で操業時間が設定さ

れていた。

III　漁家の生業組み合わせ

１　事例地域における生業組み合わせ

現地調査では世帯単位で９パターンの生業組み

合わせが確認され，これらのパターンの労働力配

分に着目することで５つの類型が得られた（第３

図，第３表）。また，第４図には本章で依拠する

聞き取り調査を実施した世帯について，その概要

を示した。以下，第４図を適宜参照しながら，こ

れらの類型についてその概要を記述していく。な

お，以下で世帯 n と述べた場合には第４図の「ID」

を指示するものとする。

（1）漁業専業（７世帯）

漁業専業世帯は通・田尻・佐波で各２世帯，須

曽で１世帯の計７世帯が確認された。その特徴と

して，世帯３を除いた６世帯が平均年齢65歳以上

Sargassum の群集であるガラモ場の分布（第１図）

と重なる18)。ただし，採藻は水揚げ後の洗浄や仕

分けに長時間を要することから経済的な効率が低

いとみなされることもあり，地先にガラモ場があ

りながらも採藻が操業されない場合もある。刺網，

タコ壺，ナマコあさり19)，アカガイ・トリガイを

中心とする貝類養殖はそれぞれ単身での操業が確

認された。これらはいずれも労働の強度が低い漁

業種類であると言える。一方で，ナマコ桁びき，

延縄，サヨリ船びき，小型定置，小型底びきは単

身操業が困難な漁業種類となる。この中でナマコ

17) 第一種共同漁業権は定着性の水産資源を対象とした漁業を営む権利であり，その漁場は漁協への免許範囲を漁業
権行使規則により地先単位で区切って運用される場合が多い。そのため，これらの漁業種類の操業の可否は地先
資源の分布に依存する傾向にある。

18) 本稿は特定の資源をその研究対象とするものではないため，基本的に学名の記載は省略している。ただし，ガラ
モ場は生物学的に定義されるものであるため本部分に限って記載した。モズクはホンダワラ属に属するものでは
ない点に留意されたい。

19) ナマコあさりは第一種共同漁業に位置づけられるナマコの直接採捕漁業である。後述するナマコ桁びきとは異な
り，小型の船外機付き漁船から箱メガネでナマコを探し，鉤棒を用いて採捕する。

第２表　石川県能登島における高価格水産物（2016年）
Table 2.  High-value marine products in the study site (2016)

魚種名 浜値（円/kg） 漁獲量（kg） 主要な 
漁業種類

コノワタ 2,379.5 101.6 桁・ナ
トラフグ 2,263.2 225.0 延
スズキ 2,175.9 2691.6 底
アカニシガイ 1,862.5 7642.8 底・刺
エビ 1,504.1 947.4 底
ハチメ 1,376.6 470.6 刺
カキ 1,231.7 767.7 採・底・刺
モズク 1,227.7 2446.9 採
クロダイ 1,187.3 2052.6 刺・延
ヤナギハチメ 1,179.8 105.3 刺
ヒラメ 1,125.8 1243.9 底
ナマコ 1,035.5 778.5 桁・ナ
タイ 978.5 1927.7 刺・延
イイダコ 974.9 501.5 壺
イワガキ 916.7 511.3 採・底・刺

注　魚種名については市場伝票の記載に従った。浜値
は小数点第二位以下を切り捨てて求めた。各漁業
種類は桁：ナマコ桁びき，ナ：ナマコあさり，延：
延縄，底；底びき，刺：刺網，壺：タコ壺，採：
採貝採藻を示す。

（七尾市公設地方卸売市場伝票および聞き取り調査によ
り作成）
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先のみのモズク採藻への従事（世帯10）や，フル

タイムでの勤めに従事しながら集落内の両親・弟

の高齢夫婦，もしくは高齢単身世帯であることが

挙げられる。操業されている漁業種類では底びき・

延縄・ナマコ桁びきなどの労働の強度・収益性の

高いものを通年で主要な漁業種類としている世帯

（世帯１，２）と，刺網・タコ壺・採藻・ナマコあ

さりなどの労働の強度が低いものを主要な漁業種

類としている世帯（世帯３，４，７），そして，春

から秋にかけては労働の強度が低い漁業種類を操

業し，冬期のナマコ漁期のみナマコ桁びきを操業

する世帯（世帯５，６）の３パターンに区別できる。

（2）漁業・勤め兼業（５世帯）

漁業と勤め（賃金労働）20) を兼業する世帯は通，

田尻，久木，無関，日出ケ島で各１世帯の計５世

帯が確認された。専兼業別では第一種兼業が３世

帯，第二種兼業が２世帯であった。第一種兼業世

帯（世帯８，９，11）では漁業種類として，底び

きや延縄，ナマコ桁びきなど専門度の高いものが

選択されていた。一方，第二種兼業世帯では，春

第３表　事例世帯における生業組み合わせパターンと
類型（2017年）

Table 3.  Patterns and types of livelihood portfolios in the 
sample households (2017)

類型 生業種類 世帯数 
（世帯）

類型合計 
（世帯）

１ 漁業専業 漁 7 7

２ 漁業・勤め兼業 漁・勤 5 5

３ 漁業・農業兼業
漁・農 3

5
漁・農・遊（3’） 2

４ 漁業・農業・勤め
兼業

漁・農・勤 15
16

漁・農・遊・勤（4’） 1

５ 漁業・民宿・遊漁
船業兼業

漁・民・遊 2
4漁・農・民・遊（5’） 1

漁・農・民・遊・勤（5’） 1

計 37 37

注　生業種類は漁：漁業，勤：勤め，農：農業，遊：
遊漁船業，民：民宿を示す。生業種類のカッコは
当該類型の変形系であることを示す。

（現地調査により作成）

第３図　石川県能登島における類型ごとの世帯数（2017年）
Figure 3.  The number of households in each livelihood type in Noto-Jima Island (2017)

注　類型番号については第３表を参照されたい
（聞き取り調査により作成）
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第４図　調査対象世帯概要（2017年）
Figure 4.  Characteristics of informant households (2017)
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第４図　続き
Figure 4.  Continued

注　対象は世帯内の労働可能人員；1）第３表を参照；2）専：専業，一兼：第一種兼業，二兼：第二種兼業；3）定：
小型定置，釣：釣り。以外は第２表を参照；4）５歳階級ごと。「30」は30–34歳階級を示す；5）M：男性，F：
女性；6）陸：陸上作業，-：無業。以外は第３表を参照；7）n.d. は貸し出しが確認されたが面積について不
明の世帯；8）黒が自己所有耕地，グレーが借受け耕地，白は自己所有・借受け耕地の比率が不明な世帯

（聞き取り調査により作成）
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兼業世帯は漁業種類について，労働の強度が低い

漁業種類のみを操業する世帯（世帯17，20，22，

23，30）と冬期にナマコ桁びきを操業する世帯（世

帯18，19，26–29，31）とに大まかに二分できる。

第二種兼業世帯のうち，世帯23を除いたすべての

世帯が経営耕地面積 1ha 以上であり，事例地域で

は比較的大規模な農業経営が集中している。また，

農地貸借の有無でも貸しが２世帯，借りが５世帯

みられた。

また，漁業・農業・勤めに加えて遊漁船業21) を

兼業する世帯32，33はこの変形型である。両世

帯ではともに，世帯の主たる漁業者が遊漁船業に

従事している。

（5）漁業・民宿・遊漁船業兼業（４世帯）

漁業・民宿・遊漁船業は佐波に２世帯確認さ

れた。両世帯ともに第二種兼業世帯であり，漁業

種類としては世帯34が刺網・ナマコ桁びき・タコ

壺・釣の４種類，世帯35が釣のみである。この差

異は世帯における労働人員に起因する。前者では

各生業についてある程度の専門化がなされている

が，後者では世帯員全員が全生業に従事している。

漁業・農業・民宿・遊漁船業を組み合わせる世

帯36と，漁業・農業・民宿・遊漁船業・勤めを組

み合わせる世帯37はこの類型の変形型である。前

者は 3ha と事例内では最大規模の経営耕地をもつ

が，農繁期には同じ集落内に居住する息子が農作

業に従事することで労働力を賄っている。農業・

勤めが追加される後者では農業部門を世帯全員で

協力すること，勤めは30代の息子１人で，民宿・

漁業へは従事しない点が特徴となる。

この類型では，漁業と民宿を組み合わせるすべ

が主に従事する小型定置網漁業の補助（世帯12）

など，世帯における漁業の経済的重要度が低いこ

とが特徴であった。

（3）漁業・農業兼業（４世帯）

漁業と農業を兼業する世帯は日出ケ島・久木・

曲で１世帯ずつの計３世帯が確認された。世帯の

構成は高齢夫婦＋母親の３人世帯（世帯13）もし

くは高齢夫婦世帯（世帯14，15）であった。第

一種兼業世帯では定置網や底びきなどの専門性の

高い漁業種類が，第二種兼業世帯ではタコ壺・ナ

マコあさり・採貝といった労働の強度が低い漁業

種類が選択されている。第二種兼業世帯である世

帯14では水稲作の農繁期である８月から９月に

かけては漁業を中断し，刈り取りが終了する９月

中旬頃からタコ壺漁の操業を開始する。また，世

帯13では体力的な限界から経営耕地を縮小して

いる。

漁業・農業に加えて遊漁船業を兼業する世帯は

この類型の変形型であり，田尻で１世帯が確認さ

れた（世帯16）。事例内では漁業と農業を兼業す

る場合には夫婦での従事が中心であったが，世帯

16では 2ha と比較的大きな耕地を経営しながらも農

繁期も含めた農業の全作業を夫が行っている。夫

はこの要因として農業機械の導入により農作業の必

要労働力が以前よりも減少したことを挙げている。

（4）漁業・農業・勤め兼業（17世帯）

漁業・農業・勤めは半浦・二穴で各２世帯，田尻・

曲・日出ヶ島で各１世帯，須曽で８世帯の計15世

帯が確認され，対象世帯中で最も多い生業組み合

わせであった。第二種兼業世帯が12世帯を占める

ことがその第一の特徴として挙げられる。第二種

20) 2013年漁業センサス（2013年漁業センサス結果の概要，http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/fc/2013/pdf/gyocen_13_

kakutei_150930.pdf，2018年９月29日閲覧）において「勤め」は「賃金報酬を得ることを目的として，雇われて
仕事に従事した世帯員」と定義されている。また，漁業センサスでは「漁業就業者のうち，「自営漁業のみ」以
外の者」，つまりなんらかの兼業種類を持つ漁業従事者を指す「漁業雇われ」という項目が存在するが，本稿で
は生業同士の組み合わせをその主眼とするため，これらの区別をせず，「漁業就業者か否かに関わらず，賃金報
酬を得ることを目的として，雇われて仕事に従事した世帯員」として勤めを定義した。

21) 「船舶により乗客を漁場に案内し，釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採
捕させる事業」（遊漁船業の適正化に関する法律第一章第二条第一項）を指す。
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一の類型内でも世帯員の属性により個人の生業選

択は異なり，その差異こそが現代的な漁家漁業を

検討する上では重要となる。

２　生業組み合わせとその結合関係

事例地域における生業組み合わせについて，複

数のレベル・属性で生業間の結合関係に着目し，

ある種のネットワークとして検討を加えていく。

生業組み合わせに対する計量的な分析はごく少数

の先行研究によってなされてきた。今里（2004）

は税務関連の区有文書をもとに世帯ごとの収入の

内訳についてクラスター分析をおこない，昭和初

期の漁村における社会階層を計量的に導き出した。

また，Cinner and Bodin（2010）はケニアにおけ

る大規模な調査の結果をもとに生計維持における

重要度から各生業に重み付けをおこない，その構

造を計量的ネットワークとして分析・可視化し

た。同研究はこのローカルな地域において特徴的

に現れる生業ネットワークを生業景観（livelihood 

landscape）として概念化した。この生業景観概

念を導入し，東ティモールの沿岸部における生業

組み合わせを分析したMills et al.（2017）は手法

としてのネットワーク分析は用いず，クロス表分

析から類型化した各生業の生計における貢献度を

求め，沿岸コミュニティにおける生業の多様性を

実証した。

これらの先行研究では主に世帯単位での具体的

な金銭的重要度に着目して生業組み合わせについ

て議論している。一方で，現代日本を対象とする

研究において世帯単位での具体的な生計データを

収集・分析・公表することは困難を極める。また，

個人単位での生業選択に着目する重要性は上述し

てきた通りである。そこで，本稿では具体的な生

計への貢献度による各生業の重み付けはおこなわ

ず，各スケール・属性の生業組み合わせを隣接行

列の形で再集計し，クロス表分析によって準計量

的なネットワークとして検討していく。

第６図上段左は事例地域全体での世帯単位での

ての世帯が遊漁船業を営業している点もその特徴

となる。このことには，遊漁船業が漁船をもつ漁

家であれば遊漁船登録をするだけで開業が可能で

あり投資性が低い点，釣り客がそのまま宿泊する，

あるいは宿泊客が釣り客となる生業間の相乗効果

の２点が影響している。また，類型５は事例内で

佐波と田尻にのみ確認された（第３図）。佐波は

1966年の能登半島本土とのフェリーボート路線

が就航した際に発着地となった集落であり，当時

の島内観光業の中心であった（能登島町史専門委

員会, 1988）。第５図は類型ごとの漁業種類別割

合を示すものであり，類型５では唯一釣りが確認

された。釣りでは早朝に出漁し，宿泊客に提供す

る魚類を中心に漁獲する。釣りは漁網を用いる漁

業種類と比較して漁獲量は少ないが，対象魚種の

選択性が高いため民宿業との相性が良い。

ここまで，事例地域における漁家の生業組み合

わせについてその概要を示してきた。ただし，同

第５図　石川県能登島事例世帯における類型ごとの漁
業種類別割合（2017年）

Figure 5.  Ratio of fishery types among informant households 
of each type in Noto-Jima Island

注　漁業種類について，「養」は貝類養殖，「釣」は釣り，
以外は第２表を参照。類型番号については第３表
を参照

（聞き取り調査により作成）
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第６図　石川県能登島における主要漁家の生業間の結合関係（2017年）
Figure 6.  Linkages among livelihood activities within the main fishery households in Noto-Jima Island (2017)

注　「世帯」では全ての生業種類が漁業と兼業されるため，漁業へ伸びるタイを省略した。カッコ内の数字は各
生業種類に従事する世帯数・人数を示す。

（聞き取り調査により作成）



人文地理　第71巻第 2 号（2019）142

遊漁船業１人，民宿３人で大多数が勤めへ従事し

ている。また，50歳未満階級では特に勤めのみへ

の従事の傾向が強く，勤めに従事する23人中他生

業への従事がみられるのは３人のみであった。

対して50歳以上階級（第６図中段右）では84

人中漁業が60人，勤め15人，農業45人，遊漁船

業７人，民宿５人，陸上作業24) ２人となっている。

生業間の結合関係をみると農業・漁業間で農業か

ら漁業が80％，漁業から農業が60％と相互に強い。

また，50歳未満では他生業との結合関係の弱かっ

た勤めについても，全15人中７人で他生業への従

事がみられ，特に勤めから漁業が46％，勤めから

農業が40％と比較的高かった。両階級の比較から

は，現在の50歳から55歳，つまり1965年前後生

まれを境に農業と漁業との結合関係が変化したこ

とが示唆される。

（3）性別による差異

年齢階級と同様に，性別による差異を確認して

いく。まず男性について，61名の男性の中で13種

類の生業組み合わせのパターンが抽出された（第

６図下段左）。生業間の結合関係を確認していく

と，17人と最も多かったものが漁業と農業への従

事であり，次いで12名で勤めのみと漁業のみで

あった。また，漁業・農業・勤めへの従事も７人

確認された。生業間の結合関係を確認していくと，

漁業から農業が65％，農業から漁業が90％と双

方向で最も高い。漁業から遊漁船業は17％，遊漁

船業から漁業は８人全員と，遊漁船業から漁業へ

の強い結びつきも確認された。遊漁船業から他生

業への従事は全８人中漁業８人，農業５人，民宿

４人であり，自営業の生業種類への依存関係がみ

られる。

次に女性について，８パターンの生業への従事

パターンが抽出された（第６図下段右）。最も多

生業組み合わせをもとに，生業間の結合関係を示

す。線の有無は生業間の結合関係，つまり，同一

世帯において兼業関係が確認されたことを示す。

また，線の太さと矢印は，結合度の強さ・結合関

係の方向性をそれぞれ示す。例えば，遊漁船業か

ら民宿へ伸びる線より民宿から遊漁船業へ伸びる

線の方が太いことは民宿を経営する世帯において

遊漁船業が兼業される場合が多いが，遊漁船業を

おこなう世帯が必ずしも民宿を経営しているわけ

ではない，ということを示している22)。

（1）全体の概要

世帯ごと（第６図上段左，第３表）では，前節

で確認した通り農業・漁業・勤めの結合関係が強

いことが確認できる。また，遊漁船業と民宿でも

比較的強い結合関係が見て取れる。

個人の生業組み合わせ（第６図上段右）では，

世帯単位と同様に遊漁船業をおこなうもののうち

民宿を兼業するものが50％23)，民宿から遊漁船業

が50％と，民宿・遊漁船業間で比較的強い結合

関係が確認できる。一方で，世帯単位で強い結合

関係がみられた勤めと農業間は，勤めから農業が

21％，農業から勤めが16％と，個人単位では結

合関係が弱いことが分かる。また同様に，漁業と

勤めでは漁業から勤めが13％，勤めから漁業が

23％と，個人では兼業がされにくい。勤めに従事

するもののうち，他生業へも従事するものは全体

でも24％のみであり，漁業，農業，民宿，遊漁船

業といった自営業の生業種類が相互にある程度の

結びつきを持つのに対して，勤めは漁業・農業と

のみ結合関係をもつ。

（2）年齢階級による差異

個人の生業組み合わせの特徴は，年齢階級に

よって顕著に現れる。50歳未満階級（第６図中段

左）では全27人中漁業５人，勤め23人，農業３人，

22) なお，漁業・農業・勤めのように３つ以上の生業種類をもつ世帯では全ての兼業種類で別個にカウントされるた
め，その合計は実際の世帯数と必ずしも一致しない点に注意が必要である。

23) 以下では，これらの関係を「a から b が c％」という形で示す。100分率は有効桁数２桁でまるめた。
24) 漁場での作業は行わないが，帰港後の網の修繕など，陸上での漁業関係作業に従事する者を指す。
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は最大となり，制約はあるが最も経済的重要度の

大きい漁業種類である。これらの世帯では漁業を

中心に他生業への労働力配分が決定されていると

言える。

一方で，漁業の重要度が比較的低い第二種兼業

世帯では，農業や観光業など，他生業との兼ね合

いから漁業への労働力配分が決定される場合が多

い。刺網，タコ壺，ナマコあさり，採貝採藻，釣

りなどの漁業種類では第二種兼業世帯による操業

が卓越しており，比較的労働の強度や時間的制約

が低い漁業種類が選択されていることが伺える

（第７図）。第二種兼業世帯における労働力配分の

最も典型的な例は，農業と漁業の関係性にみられ

る。経営耕地面積が大きく，農業の重要度の高い

世帯では農繁期に漁業を中断するケースが多く見

られる。大規模な経営耕地をもつ世帯でも農閑期

である冬期には比較的労働の強度が高いナマコ桁

びきが選択される場合も多いが，ナマコ桁びきは

かったのは勤めのみの16人，次いで11人が漁業

のみ，８人が漁業と農業，６人が農業のみであった。

生業間の結合関係を確認すると，世帯・個人・男

性とは明確に異なる形を示すことが分かる。女性

の場合は複数の生業への従事パターンが漁業・農

業と農業・民宿の２パターンのみとなり，生業間

の結合関係は単線形となる。この２パターンに当

てはまるものは全体で10名であり，残りの40名

は１つの生業のみへの従事である。また，陸上作

業と勤めは完全に他生業から独立しており，民宿

や農業，漁業といった自営業と結合することがな

い。この要因として，事例地域において家事・育

児・介護といった再生産労働の主要な担い手が女

性であることが示唆される。

３　生業選択の条件とその論理

世帯単位での生業組み合わせを記述した前々節

では，計９パターンの生業組み合わせが確認され，

タイプとして５つの類型が得られた。ただし前節

の結果から，同類型内でも世帯内の労働力配分は

様々で，組み合わせと同様にそれらの比重に相違

があることが指摘された。本節ではこれまでに示

した生業間の結合関係から世帯における生業組み

合わせの形成条件を検討していく。

まず，世帯における漁業の経済的重要度は労働

力配分の形成条件として重要となる。傾向として，

専業世帯や漁業の重要度が比較的高い第一種兼業

世帯では，専門度や労働の強度が高い漁業種類が

選択される。事例地域では専門度の高い漁業とし

て位置づけられる底びきでは75％，延縄ではその

全ての世帯が専業・第一種兼業の漁家であった

（第７図）。これらの漁業種類では高度な技術を要

求されると同時に，時間的制約が強い点もその特

徴となる。底びきと延縄は島外集落である石崎と

操業規則を共有しており，季節によって変動があ

るが基本的に16～18時の夕方から，翌２時頃ま

での夜間操業が基本となる。これらの漁業種類は

漁獲量，漁獲金額ともに事例内の漁業種類として

第７図　石川県能登島事例世帯の漁業種類ごとの専兼
業率（2017年）

Figure 7.  Ratio of full-time/part-time households in each 
fishery type in Noto-Jima Island

注　各漁業種類名後のカッコは操業世帯数を示す。漁
業種類の略称は第２表，第５図を参照。

（聞き取り調査により作成）
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双方に従事する割合は50歳未満と50歳以上の世

代で顕著に差がみられ，若い世代ほど世帯内の他

生業と独立した労働形態をとる傾向が強い。農業

への従事も基本的には世帯内の主たる漁業者が日

常的な作業を担当し，勤めをおこなうものは田植

えや稲刈りなどの農繁期の作業の補助という形で

の従事が全てであった。

また，女性も世帯内である程度独立した労働形

態をとることが多い。女性が世帯における経済活

動へ複数従事する場合は民宿と農業，もしくは漁

業と農業への従事のみでみられ，ひとつの生業へ

の従事がその大半を占めた。特に勤めをおこなう

場合にはその傾向が顕著であり，その全員が勤め

のみであった。漁業への従事は夫，もしくは息子

の男性との２人操業がほとんどで，50歳以上の

階級でのみみられた。女性の単身操業は久木・田

尻それぞれ１世帯のみで確認され（世帯４，10），

両世帯はいずれも夫との死別後に農地・漁業規模

を縮小し，現在は春季の採藻のみを操業している。

IV　労働力配分からみた漁家漁業の存立構造

１　漁家の生業組み合わせの決定要因

前章までに示してきた事例地域における漁家の

生業組み合わせの典型的な決定条件は第８図のよ

うにまとめられる。以下のカッコ内に番号を付し

たものは第８図下部の番号と対応している。前提

として勤めは他生業との結合関係が弱いため，い

ずれのパターンにも勤めが含まれる可能性がある。

まず，漁業の優先度が高い世帯では，専門性・労

働の強度が高い漁業種類が選ばれる傾向があり，

これらの世帯では漁業専業・もしくは小規模な農

業との兼業形態が選択される（１．積極的な専

業化）。

漁船がある程度大きいものでないと操業が困難で

あり25)，体力・労働力の制約に加え，資本の制約

もある。また，農業への重要度を左右する要素と

して，農地貸借による経営耕地の拡大あるいは縮

小が挙げられる。農地を貸している，つまり経営

耕地を縮小する世帯では病気や怪我などの体力の

限界，配偶者の死去などの労働力の問題により経

営耕地の維持管理が困難になり，結果として，そ

の多くは集落内の他世帯へと耕地を貸し出してい

る。事例内では世帯間で農地の貸借料が発生する

ケースは確認されず26)，借り手が貸し手に収穫さ

れた米を供与することで貸借料の代わりとする場

合が多い27)。

観光業，特に民宿を経営する世帯では民宿を中

心とした世帯経営がなされていた。観光業の繁忙

期には，特に遊漁船業との関係で自営漁業は不規

則に中断される。自営漁業と遊漁船業の主たる従

事者は全ての世帯で一致しており，専用の遊漁船

を持たないため，これら２つを同時に操業するこ

とは不可能となる。加えて，遊漁船業と民宿を兼

業する世帯の場合では両生業の相乗効果があるた

め，遊漁船業の客のつく日には自営漁業を休漁と

する判断がなされる。

ただし，漁業に加えて勤めが兼業される世帯に

おいては上述の限りではない。世帯において，勤

めは労働力配分の観点では独立している場合も多

く確認された。この場合，漁業が世帯の兼業形態

に影響されることは少なく，世帯における漁業従

事者の体力や他生業との兼ね合いによって漁業形

態が決定される。勤めをおこなう者が漁業へ従事

する場合には（1）自分以外の主たる漁業者が世

帯内に存在すること，（2）世帯において操業され

る漁業種類の労働の強度，時間的制約が弱いこと

の２点がその条件となる。また，勤めと他生業の

25) 現地調査では，ナマコ桁びきをおこなう世帯の漁船は最低で 3t であった。
26) 世帯間でなく，県や企業へ農地を貸し出す場合ではこの限りではない。事例内では老人介護施設や県農業センター
への貸し出しが確認された。

27) 現地調査では供与される米について，借り受けた農地１アールにつき 30kg ほどが相場であった。
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の規模は小さくなる傾向がある。農業との競合が

ない冬期のナマコ漁に限っては比較的労働の強度

が高いナマコ桁びきをおこなう場合もある（４．

農業優先）が，ここには漁船の規模，つまり，資

本の面での制約が存在する。3t 未満の小規模な

漁船を所有する世帯では冬期にはナマコあさりが

操業される場合もあるが，直接採捕によるナマコ

漁は基本的に小規模・零細漁業として位置づけら

れる（５．農業集中）。

また観光業，特に民宿を経営する世帯の場合は，

労働力配分が民宿を中心に決定される場合が多い。

例えば佐波の民宿・遊漁船業・農業・勤めを兼業

する世帯の場合では遊漁船業が自営漁業より優先

されるため，自営漁業はシーズン中，不規則に中

断されることとなる。このことは遊漁船業と民宿

の客層が一致することに起因し，世帯における戦

略が最も顕著に現れる労働力配分であると言える

漁業の優先度の低い世帯の中では，体力（労働

力）的余裕，農機具の所有などに代表される資本

的な余裕のない世帯で専業，もしくは小規模な農

業との兼業が消極的に選択される（２．消極的な

専業化）が，上述した漁業の優先度の高い世帯に

おける同様の生業組み合わせとは世帯内の労働力

配分が異なる。この場合，経営耕地の縮小や漁業

規模の縮小を伴うことも多い。また，これらの世

帯でも主に子世代の勤めをおこなうものが補助的

な役割をはたす事で，農業・漁業の規模が維持さ

れる場合もある（３．中規模維持）。ただし，事

例内では勤めをおこなう者の他生業への従事は

50歳以上の階級に集中していた。

漁業の優先度が低く，体力（労働力）・資本に

余裕がある場合は経営耕地が維持・拡大される。

これらの世帯では専門度・労働の強度が高い漁業

種類を操業することは困難となり，必然的に漁業

第８図　石川県能登島主要漁家における生業組み合わせの決定要因（2017年）
Figure 8.  Determinative factors of livelihood combinations within the main fishery households in Noto-Jima Island (2017)
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家の生業組み合わせにおいて重要であった。この

ことは，漁家をとりまく環境的な制約とそれに対

する適応の結果として解釈できる。これらをふま

えると，事例地域における漁家はいかなる社会的・

自然物理的環境条件への適応を求められ，それら

の諸条件にいかに適応していったのか，という２

点についても検討する必要があるだろう。

集落以上のスケールで考えると，七尾湾の海域

環境自体が生態的な側面から漁業形態を規定して

いる。七尾湾は閉鎖性海域であるため，他の日本

海側の海域と異なり，冬期も小型漁船による出漁

機会が確保されやすい。また，本稿では対象とし

なかった富山湾沿岸部の集落では企業経営の大型

定置網漁業が卓越する。富山湾と七尾湾では海洋

環境も大きく異なることから，対象魚種も当然異

なる。本稿事例内では雇われての漁業従事者は存

在しなかったが，オプショナルな生業機会として，

企業的漁業と漁家漁業も関連していると言える28)。

集落スケールでは，地先資源の分布と農地の多

寡が漁業形態に大きな影響を与えていた。地先資

源の分布は漁家に対して，操業可能な漁業種類の

面で制約条件として働く。これが最も顕著に見ら

れたのは採貝採藻漁業であり，特に採藻の主要な

対象資源の生育する藻場は各集落地先に不均等に

分布していた。採貝採藻は労働の強度の低さ，漁

船などの低投資性から高齢者や寡婦にとって重要

な漁業種類として機能しており，これらの資源の

分布は漁業者としての現役期間の長さにも影響す

る。農地の多寡は事例地域において漁業以外の収

入源を規定する重要な要素となり，集落・世帯に

おける生計維持の観点から漁業形態を規定する。

漁業の経済的重要度の高い世帯において労働の強

度・時間的制約が強い漁業種類が選択される傾向

は前章で述べたとおりであるが，逆説的に，大規

模な耕地が確保できるかどうかという問題は世帯

だろう。ただし，事例地域における遊漁船業では

使用する漁船を維持する上で，世帯における自営

漁業が維持されている必要がある。この点で，遊

漁船業の存立は自営漁業に依存していると言える。

世帯の中で勤めをおこなう者は基本的に独立し

た労働形態をとる場合が多い。他生業，特に漁

業への補助的従事は漁業の専門性・労働の強度・

時間的制約の度合いが低い場合にのみ確認され

る。また，女性と50歳未満の若い世代では特に他

生業へ従事する割合が低い。このことからは，能

登島大橋の架橋によって能登島が地域労働市場と

接続したこと，ライフスタイルの変化などが島内

の漁家の労働形態へ影響を与えたことが示唆され

る。能登島大橋の架橋は1982年であり，現在50

歳前後の世代は高卒後，就業年齢に達する頃に島

内での労働環境が大きく変化したことが示唆され

る。この島外での就業の増加は漁業や農業といっ

た生業との空間的な近接性を弱めたと言える。さ

らに，女性労働については，三木（2008）が指摘

したように，女性の漁業労働の経済的な効率の低

さを前提に，地域労働市場の展開に伴い，労働の

客観的評価を受けることが可能である勤めへ世帯

内の労働力配分が変化したことが考えられる。以

上のように，環境的，資本的条件・制約はある程

度漁家の生業組み合わせを規定するが，現代的な

漁家では個人のライフスタイルや労働評価への嗜

好も世帯の労働力配分を決定する上で重要な要素

となる。

２　環境条件と各スケールにおける適応

以上までの分析結果からは，漁家漁業の存立構

造に対する資源の分布や農地の多寡，能登島大橋

の架橋などの社会的・自然物理的環境条件の影響

が示唆された。また同様に，それらの状況に対応

する上で個人・世帯・集落スケールでの戦略も漁

28) 実際に，過去には富山湾沿岸部での定置網漁業に従事し，退職後に自営漁業を継いだ者も聞き取り調査では確認
された。
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漁慣行を認められた事例が報告されている。また，

個人の生業選択は必ずしもこれらの構造によって

のみ決定されるものではないという点は，繰り返

し強調する必要があるだろう。

V　おわりに

本稿はここまで，現代日本においてローカルに

展開する漁家漁業の存立構造を明らかにすること

を目的に，石川県能登島における漁家の生業組み

合わせを事例として論を進めてきた。得られた知

見は以下のように整理される。

漁家の生業組み合わせは漁業の経済的重要度，

体力的余裕，資本の有無（多寡）を反映した世帯

の戦略に基づき，多様な漁業形態，労働力の配分

とともに形成される。また，世帯・個人スケール

における生業間の結合関係の検討からは，年齢階

級・性別による顕著な差異が確認された。その要

因としては，1982年の能登島大橋架橋に伴う島

外の地域労働市場との接続の強化，ライフスタイ

ルの変化等の存在を指摘した。

その背景には漁家をとりまく環境的な制約とそ

れに対する適応が存在する。まず，海洋環境やイ

ンフラの整備といった自然・社会環境は集落ス

ケールにおける生業組み合わせ，労働力配分の比

重に対する規定要因として機能する。同様に，地

先資源の分布や農地の多寡，地形や立地なども集

落・世帯に対して漁業やその他の生業をある程度

規定する。集落・世帯ではそれぞれ，主要生業の

維持や生活環境の維持，生計の維持向上が適応に

おける主要な課題となる。そして，環境条件と対

応し，漁業への特化や農地の拡大，観光業への特

化など集落・世帯ごとに多様な適応戦略を形成

する。

ただし，実際の漁家漁業はこれらの諸要素間の

ダイナミックな関係性から成り立つものであり，

単一の生業，あるいはシステムで決定されるもの

ではない。また，これらの構造は決定論的に論じ

の選択のみではなく，集落スケールでの立地等の

影響があるとも言える。

インフラの整備や地域労働市場との接続は社会

環境の変化という点で，より大きなスケールで能

登島における漁家漁業に重要な影響を与えた。50

歳未満階級・女性の就業形態は，これらの社会的

な環境条件の変化により個人の選択や労働評価の

嗜好などが漁家の生業に反映されるようになった

証左となる。

そして各レベルにおけるアクターは，これらの

外的な環境による制約へ適応するために多様な戦

略を形成する。III で示した漁家の農地貸借では

病気やけがによる体力の低下や農業従事者の死去

による労働力の減少によって農地を縮小する世帯

と，比較的体力・労働的に余裕のある世帯の間で

の農地の移動が確認された。一方で，農地の貸借

料がほとんどの場合発生しない点，現在の状況下

では農地の拡大は労働量の増加に比例するほどの

収入の増加を見込めない点から，事例地域におけ

る農地貸借は相互扶助的な側面が強い。このこと

は，獣害をはじめとする耕作放棄による弊害の防

止という集落全体の適応課題が比較的体力のある

漁家によって取り組まれていた，という事例とし

て考えられる。

これらの環境条件や集落以上のスケールにおけ

る適応の結果として現れた規制や制約に対し，漁

家は世帯の生計を維持・向上させるために適応し

ていく。前節では，世帯における漁業形態，生業

組み合わせが漁業の優先度，労働力・資本の多寡

などによってある程度決定されていることを示し

た。また，漁業の優先度は地先資源の分布や農地

の多寡などによっても規定される。ただし，漁家

は受動的に所与の環境・制約への適応を強いられ

るのみではなく，漁家の戦略がより上位のスケー

ルに対しても影響を与える場合もある。七尾湾の

事例では小山ほか（1955）や藪内（1958）によって，

近世の石崎が狭隘な農地をその理由として加賀藩

への陳情をおこない，七尾湾一円への特権的な入
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つきは，裏を返せばこれらの総合的なマネジメン

トが地域における漁業の維持存立においても有効

となることを示唆する。第 I 章第２節で指摘した

ように，一部の高価値資源が豊富に存在する地域

を除けば，日本において漁業のみで漁家が生計を

成り立たせることは困難になりつつある。そのよ

うな状況下で，近年着目されている六次産業化は，

生産物のフローと付加価値に着目して漁業を含む

多様な業種の連関に地域振興の可能性を求めるア

プローチである。加えて，漁業が営まれる地域と

漁家に着目し，多様な生業組み合わせによって多

角化した生計を基礎に漁業管理や集落管理・農地

管理・観光振興などを統合的に議論し，時間的・

空間的に生計のポートフォリオを支持する施策も

有効となるだろう。そのためには，関連組織間で

の連携を推進していく必要がある。これらの問題

について議論を深めるためには，地理学からも

様々な分野の知見を統合した広い意味での漁業地

域研究が求められるだろう。

最後に，本稿では実際の漁業者の操業活動につ

いて議論することができなかった。漁業の持続性

と資源の持続性，漁業技能の継承と地域漁業の継

続は強く結びついており，今後の研究では，本稿

で示した多様な世帯の戦略が資源へのアクセスの

形態といかに関わるのかを明らかにしていく必要

がある。また，本稿の事例は地方都市近郊におけ

る漁家漁業の１事例として位置づけられる。当然

離島や大都市近郊など，環境条件の異なる漁業地

域ではそれぞれ異なる形態が見られるであろう。

これらの点については別稿を設け，改めて検討し

たい。

［付記］本稿の公表作業の一部には平成30年度日本学術
振興会科学研究費補助金（特別研究員奨励費，18J21464）
を使用した。本稿は2018年１月に名古屋大学大学院環
境学研究科に提出した修士論文の一部を加筆修正した
ものである。本稿の骨子は2018 IGU regional conference

（2018年８月，Québec City Convention Centre）にて発表
した。その発表に際しては，一般社団法人人文地理学
会から「2017年度若手研究者国際会議派遣助成」を受

られるものではなく，諸要素およびそれらの関係

性はゆらぎを持ちながら都度組み変わっていくも

のである。本稿では先行研究で等閑視されてきた

非漁業従事世帯員を含む漁家全体の生業について

議論することでこのダイナミックな構造へとアプ

ローチすることができた。すなわち，発展途上国

を中心とした SSFs 研究の蓄積においては複合的

に生業を組み合わせることが資源の過剰利用の防

止により漁業の持続性を高めることが明らかにさ

れてきた。しかし，本稿の結果からは，日本にお

ける複合的な生業組み合わせは漁業形態を規定し

ながら，農地に代表される集落資源管理の持続性

とも強い関係を持っていることが示された。特に

壮年期の男性世帯員は農地を借り受けるもの，勤

めと兼業しながら漁業の補助的な役割を担うもの

など，漁業地域の持続性とも強く関わっているこ

とが明らかとなった。その背景には多就業経営研

究でも明らかにされてきた規範の存在がある。こ

れは日本的な文脈ではイエとして受け継いできた

土地や生業，そしてムラとしての資源管理などへ

の規範意識と対応するだろう。しかし，特に若い

世代では漁家の世帯員でも完全に独立した労働形

態を示し，技術の伝承も十分にはなされていない。

漁業を補助する勤め従事者についても，その役割

はあくまで補助的なものに留まり，現在の漁業者

の引退とともに，世帯として漁業が廃業される場

合が多くなるだろう。その意味でも，現在の漁家

漁業は現在の地域性と時代を反映している。

地域における漁業の消滅は，地域産業全体に深

刻なダメージを与えうる。近年の漁業経済研究な

どでは高齢漁業者の現役期間をいかに延長するか

（山下, 2017），また，いかにして新規漁業者を確

保するか（山尾・鳥居, 2017）といった議論も活

発になされているが，議論はあくまで産業として

の漁業単一の域を出ない。本稿の知見は，このよ

うな状況下において，漁業の振興と地域における

他産業の振興が密接不離・表裏一体の関係にある

ことを示した。つまり，漁業と他生業の強い結び
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