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買柄営理の国家判晴と国隠撤力■ナマ」の事例から
名古屋市立大学人文社会学部 赤 嶺 淳

2008年 11月 下旬、わたし

は本格的な冬のせまる中国は大

連をおとずれた。

目的はナマコである。ナマコ

は世界に1200種 ほどが生息し

ており、そのうち温帯にすむ5、

6種 と熱帯産の40種 ほどが食

用として利用されている。その

ほとんどすべてが、中国市場を

目的とした乾燥ナマコに加工さ

れている。

そんなナマコも、CoP12(2002

年)以 来、CITESの 俎上にある。

わたしは、10数 年にわたって東南

アジアの離島社会を中心に 「人類が

どのように自然を利用してきたか」

について文化人類学的な視点から研

究をおこなってきた。サンゴ礁にく

らす人びとにとって、ナマコは 「伝

統」的に利用してきた重要な資源の

ひとつである。米国が問題視するナ

マコ産業とは、一体どのような構造

になっているのか ? そ れらは、ど

のような歴史的背景をもって誕生し

たものなのか? 以 来、わたしは、

問題の全体像をあきらかにすべく、

東南アジアのみならず可能なかぎり

ナマコの生産地と消費地を歩いてき

た。

2010年 に開催される次回CoP15

を念頭に、現在、その中間報告を執

筆中であるが、 こ れまでの研究の集

大成として大連はぜひとも再訪せね

ばならない土地であった。それは、

同地域では、「冬至からの81日 間、

朝の空腹時にナマコをひとつ食べる

と風邪をひかない」と信じられ、実

際に人びとはそれを実践していると

耳にしたからである。本稿では、冬

至直前の大連での見聞報告を柱にナ

マコ食文化とCITESの 背景 ・問題

点を解説したい。

中国におけるナマコ食

中国料理の高級食材を意味する成

句に 惨 飽翅杜」力ゞある。参はナマ

コ、絶はアワビ、翅はフカのひれ、

壮はうきぶくろを指す。いずれも乾

燥させた海産物で、アワビ以外はゼ

ラテン質のかたまりである。シイタ

ケと干シイタケが風味も食感もこと

なるように、これらの海産物は一度

乾燥させてもどすとプリプリあるい

はモテモチした食感を提供して

くれる。もどした食材自体に味

はないため、そこに染みこませ

たスープの味と食感こそが料理

の生命線となる。

では、中国において乾燥ナマ

コの消費は、いつ、はじまった

のであろうか ? 悠 久の歴史に

想いをはせ、「中国4000年 の

食文化」などと称されることか

ら、ナマコ食文化も数千年の蓄積を

もつと考えてもおかしくはない。実

際に、不注意な文献には、そのよう

に書かれてもいる。

しかし、文献考証によると、ナマ

コの効用についての言及は、百科事

典的な随筆である 『五雑組』カミはじ

めてのことであるらしい。同書が上

梓されたのは、1602年 のことであ

り、漢人の王朝だった明朝から満人

の清朝に中国社会が移行しつつあっ

た頃のことである。日本では徳川幕

府が開府した直後のことだ。

滋養効果の高い 「海の人参」とい
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う意味をこめ、中国ではナマコを
ハイシェン

「海参」とよぶが、『五雑組』も、そ

のように説き、その産地を 「遼東」

としている。これは遼寧省遼河以東

の総称であり、その沿岸都市の代表

が大連なのである。

このように文献史学的には乾燥ナ

マコを食用とした事実は、『五雑組』

をもって実証されることになり、 し

たがってその歴史は、ここ400年

のことにすぎないことになる。しか

し、だからといっヽてそれ以前に乾燥

ナマコがなかったという証拠とはな

らない。理由はともあれ、編集者の

都合で、たまたま収録されえなかっ

た、という理解もなりたつ。このこ

とから、中国人の研究者のなかには、

「中国における乾燥ナマコの利用は

1000年 をこえるJと 主張する人も

いるくらいである。実際、 日本の奈

良時代の税金を記した木簡には、伊

勢国と能登国から乾燥ナマコを意味
イ リ  コ

する 「煎海鼠」力ゞ散見される。当時

の大陸 ・半島との活発な往来を考慮

すると、日本列島に存在したものが、

中国大陸や朝鮮半島に存在しなかっ

たとは考えにくい。

それでも興味深いことは、中国に

おける本草学の集大成と評価される

李時珍による 『本草綱目』 (1578)

にも、ナマコが収録されていないこ

とである。そして、『本草綱目』か

らこばれた薬用生物をあつめて解説

した 『本草綱目拾遺』 (1765)に お

いて、初めてナマコの本格的な記載

がみられるし、食通として有名だっ

た文人の衰枚が、1792年 に著書

『随園食革』において、「ぃにしえの

『八珍』(八つの珍重される美味なも

の)に は、海産物はふくまれていな

いが、昨今は世俗がこれを珍重して

いるので、海産珍味の話」をすると

前置きしたうえで、燕衛 (ツバメの

巣)や フカのひれ、干アワビ、ナマ

コなどを紹介してもいる。このよう

なことから、ナマコのみならず以前

は普及していなかった乾燥海産物が

中国で珍重されるようになった

のは、18世 紀のことであった

と推定できよう。

大連のナマコ事情

大連は、スーパーの食品売り

場にしろ、市場にしろ、レス ト

ランにしろ、とにかく、現地の

人がナマコ ・ブーム (海参熱)と 表

現するほどに熱気につつまれてい

た。このことは、香港やシンガポー

ルなどでは、宴会ともなれば、まさ

に 「参飽翅姓」のみならず、活魚を
一尾まま蒸した清蒸といった料理な

ど、多種多彩な食材が珍重されるの

に対し、もともと水産物にめぐまれ

た大連ではひとリナマコのみが珍重

されていることにあきらかである。
一般に中国では刺のあるナマコを

「刺参」、刺のないものを 「光参」と

総称する。わたしの調査によれば、

刺参を好むのは上海以北で、他方、

光参を好むのは上海以南である。刺

参も光参もいずれも需要がたかまる

ばかりであるが、大連を中心とした

中国北部では、まさに 「刺参であら

ざれば、海参にあらず」といった状

況にある。

事実、冒頭に紹介したように大連

の人びとは、寒さの厳しくなる 「冬

至からの81日 間、朝の空腹時に刺

参をひとつ食べると風邪をひかな

い」と考えており、とにかくナマコ

の摂取が好きなのである。といって

も、レス トランで食す洗練された料

理ではなさそうだ。調理らしい調理

もせずに味つけもせず、もどしたナ

マコをそのまま食べるのだという。

たまに砂糖や醤、味噌をつけ、変化

をもたせることもある。ナマコが朝

食というわけではなく、ナマコの摂

取後に、餞頭やお粥など通常の朝食

となる。事前に聞いていたように

「1個 をまるごと食べる」 ことにこ

だわりはなく、大きければ当然、分

けて食べる。

このように大連をはじめとした中

国東北部では、ナマコ、なかでも刺

参を摂取することが、健康維持の秘

訣だと考えられており、「ナマコ食

文化圏」における同地域の位置づけ

を特異なものとしている。たとえば、

もどすのに手間隙かかる乾燥ナマコ

のみならず、簡便にもどすことので

きる半乾燥品の半干海参や塩漬海

参、フリーズ ドライの凍干海参にく

わえ、すぐに食べることのできるレ

トル ト食品としての即食海参など各

種の食材が開発され、市場拡大に一

役買っている。さらには、「食文化J

の域を越え、健康食品の栄養 ドリン

ク剤やサプリメント、ナマコ成分を

蒸留酒とブレンドさせたナマコ酒と

いつた諸製品の開発にまで発展して

いることが特徴的である。香港や上

海といった大都市では、ナマコはあ

くまでも食材のひとつであり、健康

によいからという理由でサプリメン

ト的に摂取することはみられない。

大連人がこのむ刺参は、遺東海域

から朝鮮半島や日本列島にも生息す

る、マナマコである。しかし、刺は

鋭く、たくさんある方がよいとされ、

6711の刺をもつ北海道産のものがも

っとも珍重されている。昨年あたり

からナマコの価格も頭打ちのようで

あるが、北海道産の乾燥ナマコは日

本の出荷時でキログラムあたり10

万円、中国の小売店では20万 円も

するほどであった。このような事情

から、 日 本でもナマコの価格が過去

4、5年で3、4倍 以上にふくれあが

り、 「黒いダイヤ」などとよばれ、

密漁が急増していることも報道され
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ているとおりである。そして、この

「刺参熱Jこ そが、次節で紹介する

CITES問 題を浮上させる契機とな

ったとわたしは考えている。

CiTESと ナマコ

2002年 にチリのサンチャゴで開

催されたCoP12で ナマコについて

の議論を喚起したのは米国であっ

た。しかし、提案文書を読んでみて

も、ピントが絞り切れていない印象

をうける。第一、米国の科学者が得

意とする関連文献を渉猟し、それら

を網羅した質の高いレビューがなさ

れているわけではない。興味深いの

は、 ナマ コの提案 のみな らず、

CoP12で 米国がナポレオンフィッ

シュと呼ばれるベラ科の魚を、その

前のCoPll(2000年 )で はタツノ

オ トシゴとサメについて、それぞれ

附属書IIへの記載を提案している点

である。
一連の海産種を米国が提案する背

景になにがあるのか、その真意はあ

きらかではない。しかし、確実なの

は、クリントン政権下の1998年 に

関係省庁を横断して発足した 「サン

ゴ礁対策委員会」 (US Coral Reef

Task Force)と 無関係ではない点

である。同委員会は、自国のマイア

ミ周辺に形成されたサンゴ礁のみな

らず、世界のサンゴ礁の保全につく

すことを標榜している。安全保障よ

ろしく世界の海の守護者を自任する

あたりは米国的だと言ってしまえば

それまでである。

CITESに おいてサンゴ礁関係の
一連の提案をおこなっているのは、

この対策委員会に名をつらねる国立

海洋大気庁 (NOAA)で ある。同

委員会は、『サンゴ礁保全に関する

国家計画』 (The National Action

Plan to Consette Coral Rce亀 )を

2000年 3月 に刊行しており、その

なかでサンゴ礁資源の保護をうたっ

ている。具体的には、この国家計画

に依拠するかたちでNOAAの 生態

系 評 価 部 ( E c o s y s t e m

Assessment D市ision)力ゞ、サンゴ

礁資源の国際貿易問題を担当すると

と も に 、 サ ン ゴ 礁 保 全 計 画

(NOAA Coral Rcef ConseI・,アをどti()n

Program)を 立案している。その

なかに (1)イ シサンゴ、(2)タ ッ

ノオ トシゴ、 (3)ナ マコの国際貿

易を問題視するとともに、 (4)観

賞魚を目的とする漁業と (5)(ナ

ポレオンフィッシュのような)食 用

となる活魚資源の持続的利用につい

ての対策の必要性が明記されてい

る。

同国家計画において、これらの5

点に問題が収敏されるようになった

背景については、今後も精査してい

かねばならないが、わたしは、ナマ

コの提案文書作成に関与したと思わ

れるNOAAの 研究者にインタビュ

ーしたことがある。かれは、サンゴ

の病気の専門家だといい、 「毎年の

ように調査におとずれるインドネシ

アで、訪問するたびに専門外ながら

もナマコの姿がみえなくなっている

ことに危機感をいだいた」と説明し

てくれた。

この科学者による個人的な経験と

直線的に関係づけることは不可能で

あろうが、もうひとつ興味ある傍証

も存在する。それは、「ナマコ戦争」

という衝撃的なネーミングで環境保

護論者の耳目をあつめたガラパゴス

諸島におけるナマコ保全に関する間

題である。このキャッチ ・コピーは、

1995年 に米国のオーデュボン協会

が、同協会の機関紙に掲載した記事

に出来している。ナマコ漁禁止を決

めた政府当局とナマコ漁の継続をも

とめる人びととの対立の深刻さを形

容したものである。

メキシコからエクアドルの沿岸域

にはおθsrたん切″sルざ働sというナマコ
ー しかも刺参 ! 1-一 が生息して

いる (写真参照)。 この採取がエク

アドルではじまったのは 1988年 の

ことである。それが、またたく間に

獲りつくされてしまい、1991年 か

ら漁民たちは大陸から1000キ ロメ

ー トルも離れたガラパゴス諮島でこ

のナマコを採取するようになった。

ナマコ漁が導入された当時、ガラ

パゴスヘの年間の来島者数は4万 人

にも達し、活況を呈する観光業に牽

引され、職をもとめてガラパゴスに

流入するエクアドル人も急増し、島

の人口は 1万人に達しようとしてい

た。観光が未発達だった 1960年 の

人口が2000人 強だったことを考慮

すると、わずか30年 間における環

境の激変が実感できるだろう。当然

の帰結として外来種の移入が顕在化

しつつあったところへ、一躍千金を

めざした漁民たちが大量に到来した

のである。

しかも、ナマコ漁師たちは漁獲後

に上陸し、伐採したマングローブで

ナマコを煮炊きし、乾燥させる。こ

のことでアリなどの外来種も上陸し

たし、マングローブ ・フィンテの住

処もあらされた。また、乾燥させる

には数週間は必要である。操業期間

中の食糧は、大陸からも持参してい

たであろうが、蛋白質などはガラパ

ゴスで自活する方が手取 りばやい。

なんと、かれらはゾウガメまでも食

用した。

わたしの理解では、戦争をしかけ

たのは環境保護論者側である。かれ

らの論理はこうだ。ナマコ資源が枯

渇すれば、当然、生物多様性もそこ

なわれる。第一、島の生態系を無秩

′sos施んop,s ttsc,s。2007年11月、ガラ

パゴス諸島にてS.Purceli氏撮影。
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序に撹乱する漁民など上陸させるベ

きではない。しかも、ガラパゴスの

シンボルでもあり、環境保護運動の

カリスマ的存在でもあるゾウガメま

で捕獲するなど、もってのほかだ。

環境保護論者の意向をくみ、1992

年 8月 には、大統領令によってガラ

パゴスにおけるナマコ漁は禁止され

たのであった。

次に視点を漁民側にずらしてみよ

う。ツーリズムが未発達であった

1980年 代前半まではツーリズムヘ

の大資本の参入もなく、研究者やマ

エアックな旅行者を相手に渡船やガ

イ ドなどで漁民もそれなりの収入を

えることができた。ところが、エ

コ ・ツーリズムが注目されるように

なると、組末な漁船ではなく、豪華

な船が必須とされた。結果として漁

業者たちはツーリズムから排除され

てしまった。しかも、観光旅行者が

大枚を厭わないロブスターも、だん

だん獲れなくなってきた。そんなと

きにナマコ需要がふって湧いたので

ある。しかもナマコは浅瀬に生息し

ている。岩場を歩くか、ちょっと潜

るだけで 「濡れ手で栗Jだ 。漁師た

ちが飛びつかないわけがない。

突然の操業禁止に腹をたてた漁民

たちは、生態学研究のメッカである

ダーウィン研究所を封鎖し、環境保

護のシンボルであるゾウガメを亀質

(!)と し、その殺象をほのめかす

ことにより、政府をはじめ世界の環

境主義者たちに抗議したのである。

これが、「ナマコ戦争」の端緒であ

る。

CoP12で の米国の提案とガラパ

ゴスの生態系保護キャンペーンとを

関係づける文書は、ほとんどない。

わたしが確認できたなかでは、唯一、

米国のNGO・ 種生存のためのネッ

トワーク (SSN i執 埠cies Suhア貯al

Network)が 米国の提案とガラパ

ゴスの 「ナマコ戦争」を関係づけて

いるだ けで ある。 同 NGOは 、

Coo12の ために作成 した資料で、

「非持続的な漁業と貿易によってナ

マコはCITESの 監督下におかれる

べき種となっており、ガラパゴスの

ように無秩序な操業によってもたら

される乱獲はもとより、違法貿易と

生″魯環境の劣化を問題視すべき」で

あることを主張し、同会議の参加国

に米国提案に賛成することをもとめ

ている。

さいわいにもCoP12に おいて米

国の提案が採択されることはなかっ

た。これをうけてエクアドル政府は

翌年の2003年 8月 にエルsc″Sを附

属書IIIに記載しているが、この間

わずか9ヶ 月であることを考慮する

と米国とエクアドルとの連携がうか

びあがってくるのである。

以来、CoPは すでに2回 を重ねて

いるが、容易に決着はつきそうもな

い。わたしが初めて参加した2007

年 6月 のCoP14に おいて、関係者

からなる作業部会が組織され、あら

かじめ事務局が提案していた決議案

への修正がおこなわれた。この決議

では、関係各国に資源管理策の策定

をもとめる一方、同条約による規制

が漁業者の生活へおよばすであろう

インパクトを考慮することが義務づ

けられたことは評価できよう。

わたしが調査してきた東南アジア

の離島社会では、ナマコにかざらず、

フカひれ用のサメなどの乾燥食材や

ハタ科の魚を中心とする活魚など中

国料理用の食材を漁獲することで生

活 をたてて きた。 したが って、

NOAAの 「サンゴ礁保全計画」に

したがって 2000年 以降に米国が

続々と提案してきたサンゴ礁資源の

国際貿易規制によって、これらの資

源に依存してきた人びとの生活様式

は、まさに転覆されかねない事態に

ある。

ことの賛否は別として、ひるがえ

って考えてみれヤ景 日本には、米国

のような世界戦略が存在するだろう

か ? 2007年 度より3年 間、農林

水産技術会議の事業として、「乾燥

ナマコ輸出のための計画的生産技術

の開発」プロジェクト (代表 :町口

裕二 ・水産総合研究センター)力 展ゞ

開されてはいる。着々と成果をあげ

てはいるものの、本研究は、その

重々しいタイ トルが示すように日本

国内の漁業者や加工業者を利するた

めのものである。

とはいえ、研究成果は、 日 本のみ

ならず関係各国に意識的に活用され

るべきである。なぜなら、世界最大

の乾燥ナマコ市場である香港が

2006年 に輸入した乾燥ナマコのう

ち、 日 本からの320ト ンが、パプ

ア ・ニューギエア (601ト ン)、イ

ンドネシア (596ト ン)、フィリピ

ン (485ト ン)に 次く
｀
4位 に位置す

るという量的シェアのみならず、金

額ベースでは香港の輸入したナマコ

の6割 近 くを占めているか らであ

る。上位 3ヶ 国は、いつ 「ナマコ戦

争」力ゞおこってもおかしくない状況

にあるし、人びとは米国が規制を提

案しているサンゴ礁資源に依存して

もいる。国内の漁業者はもちろんの

こと、世界の国ぐにの漁業者たちが

持続的な生活を保障されるように、

日本は、世界のナマコ研究を先導す

るとともに、資源管理を率先してお

こない、その経験を普及していく責

務をはたしていくべきだと考える。
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