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「農漁民」
は
「半農半漁」を超えられるか

研究エッセイ
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る基本的な生計維持方法として「農漁民」という概念が
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普遍化の可能なものであることを示唆している。
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経済性にのみ注目して研究者が創り出した「半農半漁」

合生業にあることを明らかにしたことは重要であろう。
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その後も、少数ながら何人かの研究者により、海付きの

farming and fishing village である（農林統計協会編、

する。つまり、「農漁民」は経済性だけでなく、生活全

村の複合生業について事例研究が積み重ねられてきてい

2005）。しかし、これでは定義としてもまた実態概念と

体をトータルに捉えようとするものであり、かつフィー

る。こうした「農漁民」が作る村は当然「漁村」や「半
農半漁村」であるわけがない。
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る人びとの生活から「農漁民」を発想している。体系化

段階を迎えるようになるかもしれない。その可能性を私

されずに終わったが、河岡の低湿地文化論の根幹をなす
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の実態に対して、明確に概念規定することができず、ま

1977）という論文にそれは象徴される。当時の民俗学

想は、たんに立地として海に面していることだけを意味

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

における技術中心の生業論においては、漁民は魚を捕る

しない。また、発展段階的に漁村（漁業）に特化する前

の策であるように感じられる。むしろ生業の実態として

ものであり、水鳥を捕るのは猟師であるというのが常識
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最近、私は「海付きの村」という概念を用いることに

段階としての村を指すものでもない。

磯根や潟といった水界に隣接して暮らす人びとの生業

研究概念としては、一見すると稚拙にさえ思われる用
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そうしたなか、アチック・ミュージアム（日本常民文
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は、農と漁の比率は半々という状況にはなくグラデー

とされる中にあって、ほとんど無視されてきた生業複合

ションをなして広い幅を示している。また、農と漁の複
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のレパートリーを挙げただけのものであった。

長崎県対馬市豊玉町廻地区の航空写真
港、集落、その背景に伸びる畑、西側の２本の谷筋に広がる田、周囲の
山林、これらが１つのセットとなって廻地区は成り立っている。
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キャプション：橘川）
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