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水環境の再生・保全における地域住民主体型の推進体制の構築に関する日中比較研究 

                               D16-R-0806  陳 愛国 

 

 

 

一、はじめに 

（1）研究目的 

水環境の再生・保全は、持続可能な社会の実現において非常に重要である。本プロジェク

トは、日本と中国の湖沼・河川（主に日本滋賀県の琵琶湖流域と中国雲南省の洱海流域）の

水環境の保全を比較研究の対象にし、弱体化されがちな住民の権益、知識と組織を如何に

格上げで重要視し、住民が主体的に行う持続的なボトムアップ型水環境の保全に向けた推

進体制を如何に構築すべきかといった問題を明確にすることを目的とした。 

持続的な水環境の保全に向け、行政・研究者・企業・NGO・住民などの多主体が協同する

推進体制を構築していく共通課題には、世界各国から多くの関心が寄せられている。先行

研究では、国の政策や科学技術など、トップダウン型の視点から水環境の再生・保全問題を

考察するものが少なくなかった。あるいは、住民参加型、多主体協働型の水環境保全対策が

提唱されることも多く、日本のような社会には大きく寄与してきた。それにも関われず、現

状として、多くの国や地域では、行政主導、科学技術主導型の環境対策がまだ主流になりが

ちなところもあり、法律による強制的参加、道徳教育による妥協的参加、社会運動によるス

ローガン的参加の実態もあり、行政、科学技術任せの傾向が強い場合もあるため、環境保全

への自発的、主体的な参加が強調されるようになっている。そのため、筆者は、異なる社会

的・文化的コンテクストにおいて、住民が主体的に行う持続的な水環境の保全に向けた推

進体制をいかに構築すべきかという問題を明確にしなければならぬと考える。 

本プロジェクトは、日本と中国の湖沼・河川（滋賀県の琵琶湖流域、雲南省の洱海流域）

を比較研究の対象にし、ボトムアップ型（地域住民主体型）水環境の利用・保全の推進体制

の構築を実証的に研究したが、本プロジェクトの実施を通じて、次のような「社会の新たな

価値」の創出に向けて研究に取り組むことを試みた。 

1）異なる社会的・文化的コンテクストにおいて、地域の多様性を踏まえて地域住民参加

型の環境保全理念を適用することにより、その経験と理念に新たな価値を付け加え、こう

した環境保全理念の国際的展開を促進する。 

2）日本と中国においてできるだけ大量の事例を収集・分析することを通して、地元の住

民の「権益」「知識」及び「組織」を明確にするだけではなく、住民の妥協的「参加」から

の脱出方法を考える。 

 

（2）研究方法 

本プロジェクトでは、文献・資料分析と合わせ、聞き取り調査などの質的調査手法を採用
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している。今までの 2 年間にわたって琵琶湖流域と洱海流域を中心に日本と中国でそれぞ

れ 4 回と 7 回現地調査を行ない、水環境の保全の全体像及び住民参画の実態と課題につい

て把握した。具体的には、以下のように研究を進めてきた。 

１）水環境保全の理論・理念が日本と中国で如何に解読されて利用されているかを文献

資料の整理・分析を通じて把握し、滋賀県の琵琶湖流域と雲南省の洱海流域などにおける

環境保全促進策及び地方法規についての情報・資料を収集した。 

２）聞き取り調査で多数の住民にインタビュー調査を行ない、住民参画の実態と課題を

明らかにし、事例調査を通じて住民主体型の環境保全推進体制の構築について実証的に検

討してみた。 

 

本プロジェクトでは、琵琶湖流域と洱海流域を中心に多くの地域で聞き取り調査を行っ

ているが、本報告書では、字数制限のこともあり、琵琶湖流域と洱海流域の 3 集落のデー

タのみを中心に整理する。本報告書の考察はまだ初歩的なものであるが、以下のように 3点

に分けて今までの調査データをまとめてみた。 

 

 

 

二、外来の理念を能動的に導入・吸収する地域社会 

琵琶湖流域では、高島市針江の水辺景観（カバタ）や長浜市菅浦の湖岸集落が国の重

要文化的景観として選定されている。また、米原市醒井の「居醒の清水」などの水環境

は「平成の名水百選」や日本遺産「琵琶湖とその水辺景観――祈りと暮らしの水遺産」に

なっている。こうした地域では、自治会や住民などが主体となって水辺景観を観光資源

として集落を活性化させようとする場合もある。在来の生活様式と住民の思い入れが

尊重され、景観の形成・変遷及び住民の取り組みについて、自治会や関係者にインタビ

ューを行なってきた。本報告書では、米原市の醒井地区の事例を取り上げる。 

醒井（醒ヶ井）地区は、滋賀県米原市にある。旧中山道の 61番の宿場であり、歴史的町

並みとしても名を知られている。醒井宿問屋場が米原市指定文化財になっており、旧醒井

郵便局局舎は、国登録文化財になっている。また、「居醒の清水」など、きれいな水を有す

る地蔵川が醒井地区を流れているため、水の郷としても有名である。 

筆者は、2017年と 2018年に醒井地区（写真１）で聞き取り調査を行った。水環境の保全

について、地元の YO氏1の「（水を）汚したら罰が当たる」「神さんの罰があたる」という

話がよく印象に残っている。醒井では、なぜきれいな水を守ることができているのだろう

か。また、何が契機で、だれがそれを守ろうとしているのか。それが筆者の問題意識であっ

た。 

醒井では 1988年に「ふる里の歴史を学ぶ会」が結成され、地元の有志と住民が歴史文化

を調査・勉強し、資料を作成していた。その集大成として『醒井宿 平成かわらばん』が編

纂されている。この部分では、こうした内部資料と聞き取り調査のデータを合わせ、醒井の

水環境保全について初歩的な検討を試みる。 

                                                             
1 2017年 07月 27日に醒井で YO 氏にインタビューを行った。 
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醒井の名水は、古代から親しまれてきた。1811 年醒井宿の旅籠「ぜにや」の主人が、宿

泊した歴史家に依頼して作成した『醒井三水四石の由来』という古文書が現存しているが、

それには、醒井の三大名水として「居醒泉」「西行水」「十王水」が記されている1。 

 

写真１：醒井地区 

 

 『醒井宿 平成かわらばん』では、古里の湧水巡りとして、伝説や名僧ゆかりの清水が記

述されている。 

居醒泉（居醒の清水）は、日本武尊ゆかりのものと伝えられている。日本武尊が伊吹山麓

で山神大蛇を退治した際に、大蛇の毒気に当たり、高熱になったが、この潔水で熱が引いた

とされる2。 

そして「西行水」は、高僧の仲算と西行法師ゆかりの名水とされ、仲算が「懐中より短剣

を取り出し、印を結び、呪文を唱え、とある巌石の端を切」り、「清水たちまちほとばしり

                                                             
1 ふる里の歴史を学ぶ会『醒井宿 平成かわらばん』（第二集）、2004年発行、294‐295。 
2 ふる里の歴史を学ぶ会『醒井宿 平成かわらばん』（第二集）、2004年発行、294。 

   

醒井地区（170726 筆者撮影）      日本遺産の認定（170726 筆者撮影） 

 

   

地蔵川の梅花藻（170726 筆者撮影）      地蔵盆（170823 筆者撮影） 
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出た」という伝承がある1。また、西行法師が東より京へ行く途中、「この辺りの茶店で休

息」し、「仲算結縁水の泉の中から一つの小石を見付けて貰い受け、その石を茶店に預け

て、京へ向か」ったが、「この石からは始終水滴が滴り落ちて止むことが無いので、茶屋の

主人は怪しみ、打ち割ってみると、中から 4寸ばかりの蛇 2匹が飛び出し、巌の下に隠れ」

たとされ2、仲算、西行法師ゆかりの名水であることが分かる。 

また、十王水は、「浄蔵法師が諸国遍歴の途中、仲算大徳がこの里で仏縁を結ぶため、涌

泉を祈り出したと聞き」、「とある巌石の下を凹めて、この水源を開かれた」と伝えられて

おり、「もとより浄蔵水と称すべきところを、近くに十王堂があったことから、『十王水』

と呼ばれるようになった」という3。 

 上記の醒井三水は、日本武尊、高僧仲算、西行法師、浄蔵大師ゆかりの名水と伝えられ、

いずれも神聖な水の由来として重要視されてきた。それがあるからこそ、現在においても、

住民が神の水を「汚したら罰が当たる」と信じているのだろう。また、醒井には「弘法水」

という名水があったと伝えられているが、これについても伝説があり、「昔隣村に綺麗な水

の流れがあった。弘法大師が諸国遍歴の途中この川を通られた時、一人の女が不浄の物を

洗っていた。大師はこれを見て注意されたが、女は聞かずに流れを汚し続けた。大師は、御

錫杖で水上を突かれると、たちまち水は耐えて白河原となりまいた。そしてこの水は、醒井

の向山の麓より湧き出るようになった」という4。「弘法水」の説話は、まさに現代の人に

も水の使い方を提言しているようである。 

現在では、日本遺産「琵琶湖とその水辺景観――祈りと暮らしの水遺産」の一部分になっ

ており、「醒井七湧水」といった文言も見られる。この場合の七湧水は以下のものである。 

 

                表１：醒井の七湧水 

名称 由来 

①居醒の清水 日本武尊ゆかり 

②十王水 浄蔵法師ゆかり 

③西行水 高僧の仲算、西行法師ゆかり 

④天神水 菅原道真ゆかり 

⑤いぼとり水 延暦寺第 13 代座主・法性坊尊意ゆかり/いぼ地蔵 

⑥役の行者の斧割り水 役の行者ゆかり 

⑦鍾乳水 霊仙山のふもとの鍾乳洞 

資料：『醒井宿 平成かわらばん』（ふる里の歴史を学ぶ会編）に基づいて筆者作成。 

 

 前文で述べた①居醒の清水、②十王水と③西行水以外に、④天神水、⑤いぼとり水、⑥役

の行者の斧割り水と⑦鍾乳水も名水として加わっているが、いずれも神ゆかりの名水と位

置付けられているようである。 

④天神水は、現在の枝折地区にあるが、「田畑の灌漑にも使っていたからか『灌田水』と

呼ばれる湧水池があり、池の中には、江戸時代に建てられた、『灌田泉』と刻まれた、立派

                                                             
1 ふる里の歴史を学ぶ会『醒井宿 平成かわらばん』（第二集）、2004年発行、169。 
2 ふる里の歴史を学ぶ会『醒井宿 平成かわらばん』（第二集）、2004年発行、169。 
3 ふる里の歴史を学ぶ会『醒井宿 平成かわらばん』（第二集）、2004年発行、169。 
4 ふる里の歴史を学ぶ会『醒井宿 平成かわらばん』（第二集）、2004年発行、169。 
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な石の灯篭があり」、そして「この池のそばには、天神様が祀られて」おり、「天神水」と

も呼ばれるという1。 

⑤いぼとり水は、延暦寺第 13代座主・法性坊尊意の初洗水とされ、いぼとり水とも呼ば

れており、清水のそばにはいぼとり地蔵が祀られている2。 

⑥役の行者の斧割り水は、役の行者が弟子の前鬼に祈祷して自然石を斧で割らせたとこ

ろ、水が湧き出てきたと伝えられている3。 

最後の⑦鍾乳水は、霊仙山の麓にある鍾乳洞から湧き出る水であるが、「霊仙は、明治 10

年代までは、霊山（りょうぜん）と呼ばれ、長い間、仏教修行の場であり、雨乞い信仰の対

象の山であって、近江四高山の一つと数えられていた」と伝えられている4。 

 上記の④～⑦の名水も①～③と同様に、神ゆかりの湧き水であり、地元の民間信仰と緊

密にかかわっていることが分かる。また、清水は貴重なものであり、旱魃の際などの危機問

題を解決してくれる存在でもある。醒井を流れる川は、「地蔵川」と呼ばれており、毎年の

8月 23日、24日には地蔵盆が行われている。醒井地蔵についての伝説にも、水関係のメッ

セージが含まれている。「弘仁 8年（817年）100日を越える大旱魃となった時、嵯峨天皇

の命により、比叡山延暦寺の根本中堂で降雨を祈願しておられた伝教大師（最澄）に、薬師

如来が夢のごとくあらわれ『是より 東北数十里の行程を経て 清浄の泉源あり 彼處に

至り 雨を求むべし』とお告げになりました。大師は早速山を下り、醒井の里へ来られて、

地蔵菩薩の像を彫刻し、お祈りされたところ 3 日間大雨が降り、旱魃もおさまったと伝え

られています」5。こうした伝説は、現在道路沿いに建てられ、醒井の地蔵を紹介する看板

にも書かれており、現代の人々に伝承されている。 

 また、2008 年に醒井地区の「居醒の清水」は、環境省に「平成の名水百選」に選ばれて

いる。美しい水環境と歴史的町並みは、多くの観光客にも知られている。特に、夏には地蔵

川の水生植物の梅花藻が美しい季節なので、それを鑑賞に来る観光客が増えている。梅花

藻について、地元の EI氏によると、かつて梅花藻は日常的に触れられるもので、見向きも

しないこともあったが、外部に注目されてからは、それを植えなおして重要視するように

なったという6。こうした見方は、地元の YOも語っている。今まで醒井の水辺景観は「当た

り前のように思ったが、今は誇りだ。それを意識するようになった」という7。醒井では、

川掃除を年に 2 回行ない、日常的にも地蔵川や歴史的町並みを守ろうとしている。また、

古来のしきたりとしての洗い場の使い方も厳守している。外部の目が入ることにより、地

元の環境を今後も守ろうとする意識は一層高まっていくだろう。 

 醒井の事例では、トップダウンの理念がボトムアップの行動とうまくマッチングできて

いることが分かる。それには、古くから水辺空間の仕来りが守られ、住民の能動的な行動が

あるからだろうと思われる。 

 

 

                                                             
1 ふる里の歴史を学ぶ会『醒井宿 平成かわらばん』（第二集）、2004年発行、168。 
2 ふる里の歴史を学ぶ会『醒井宿 平成かわらばん』（第二集）、2004年発行、167。 
3 ふる里の歴史を学ぶ会『醒井宿 平成かわらばん』（第三集）、2007年発行、104。 
4 ふる里の歴史を学ぶ会『醒井宿 平成かわらばん』（第一集）、2004年発行、215。 
5 ふる里の歴史を学ぶ会『醒井宿 平成かわらばん』（第二集）、2004年発行、269。 
6 2017年 07月 26日に醒井で EI 氏にインタビューを行った。 
7 2017年 07月 27日に醒井で YO 氏にインタビューを行った。 
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三、住民の妥協的「参加」からの脱出 

この部分では、中国の事例として、雲南省大理州の洱海流域（写真２）について考察する。

洱海流域でも多くの地域で調査したが、ここでは主に村落の打魚村の事例を取り上げ、住

民がいかに主導的に水資源と中心とした自然資源・文化資源を利用・管理しているかにつ

いて考える。 

近年、行政と科学技術主導の環境保全対策が行われてきた雲南省の洱海は、西側の蒼山

（18 渓流）と北側の羅時江などを水源とする湖であり、当流域は、古くから大理地域の灌

漑用水、飲用水の宝庫として位置づけられてきた。近年では、観光資源としても有名であ

る。蒼山 18渓流地域や羅時江地域では、伝統的な水環境とその利用法が存在していた。洗

い場の管理や灌漑用水の分配に関しては、神の信仰や水班という組織で厳しい規則が村落

内部ないし隣村とで厳しく守られてきた。また、近年では、水道水の使用、農地転用、観光

化により、在来知識や民間組織が機能しづらくなるところもある。筆者は、水資源の利用と

管理がうまくできている地域としての打魚村という集落に焦点を当て、いかにして可能に

なったのかについて、集落の住民などにインタビューを行なって現地調査を継続してきた。 

 

               写真２：洱海と大理 

 

打魚村は、洱海の流出河川である西洱河の川岸にある集落であり、行政村の龍泉村に属

している。龍泉村の下部組織は社であるが、全部で九社から構成され、打魚村は、龍泉村の

第九社（龍泉九社）として位置づけられている。集落名どおりに、昔は西洱河などで漁労も

行い、耕地で稲作を行う半農半漁の村落であったが、現在は漁労で生計を立てる村人はい

ない。 

また、打魚村は、洱海流域の古城（関所）である龍尾関（写真３）を構成する一部である。

龍尾関には、古代の遺跡が残存しており、「龍尾関歴史文化街区」の名称で 2007年の「大

理歴史文化名城保護条例」の保護対象になっている。2017 年には、雲南省政府に「雲南省

特色小鎮」と指定されている。龍尾関では観光化も進んでおり、その観光スポットの一部で

  

洱海（170804 筆者撮影）        大理市内（180821 筆者撮影） 

 

 



7 
 

ある江風寺（写真４）と天生橋は、打魚村の域内にある。そして、江風寺と天生橋の横には、

湧き水の汲み場がある。1980 年代以降、その湧き水は、周辺の町の住民に水道水よりも水

質のよいものと認識・評価され、毎日大容量のボトルで水を汲みに来る住民で賑わってい

る。 

 

             写真３：龍尾関 

 

こうした社会背景のもと、龍泉九社（打魚村）は、自村による天生橋と江風寺の修繕と管

理について行政村側に申し出た。1997 年 9 月 25 日に、龍泉村公所は、この申し出に対し

て、打魚村による天生橋と江風寺の修繕と管理を認める1と通知し、打魚村の観光スポット

の再建を支持した。また、1997 年 12 月 2 日付の公文では、龍泉村公所が龍泉 9 社（打魚

村）の代わりに大理市計画委員会に天生橋と江風寺の再建を申し出た。その理由として、天

生橋と江風寺は、龍泉公園の一部ではあるが、主に龍泉九社により管理されていること、九

社が修繕資金として 27万元を集めたことなどが挙げられている2。 

打魚村が民間の資金で観光スポットの再建を訴えた。それについて、打魚村の HTB 氏に

よると、地方政府が修繕金などとして 50万元援助してくれる話もあったが、村人は、それ

を断った。そして、観光スポットの整備の一環として、道路や湧き水の汲み場（水道管）の

修繕にも取り組まなければならないが、それを実現するには費用が必要であったが、公的

資金を利用しなかったという。そのために、何回も村民大会が開かれており、99％の村人は

それに賛同しているという。そして村人は、各家で水道水を使っており、水道会社の水道管

                                                             
1 2018年 08月 26日に HTB 氏が提供してくれた内部資料。原文では「本着国家、集体、个体一齐上，加快

旅游业发展的精神，同意打鱼村开发建设“天生桥”“江风寺”两个景点，望切实加强领导，搞好建设，精心

施工，让“天生桥”“江风寺”大放光彩」と記載されている。 
2 2018年 08月 26日に HTB 氏が提供してくれた内部資料。原文では「天生桥、江风寺景点属龙泉公园的重

要组成部分，由龙泉九社民办为主，争取各级补助及社会公德筹集资金，现已筹集资金 27万元」（「关于“天

生桥、江风寺”景点建设计划立项的请示」と記載されている。 

   

龍尾関１（170428 筆者撮影）       龍尾関２（170428 筆者撮影） 
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ではなく、村落自身で水道水を引水して各家から料金を集めている。それは、無駄遣いを避

けるためでもあるという1。 

 

写真４：江風寺と湧き水の汲み場 

 

村人の HTB 氏によると、2002 年から入り口のところ（写真４）で集金所を設置して水汲

み場で集金を始めた。村人（老人）2人体制で集金活動と清掃活動をしている。午前と午後

それぞれ 2 人で交代している。また、集金者は 5 日間勤務で交代する。老人協会のメンバ

ーがほとんどで、全部で約 60 人が集金者として「働いている」。謝金として半日で 30 元

支払われるという。村民（約 160世帯）から資本金を出資してもらうことにしたが、全部で

7万元だったという（出資は自由であるが、2世帯だけ資金を提供しなかった）。また、収

                                                             
1 2018年 08月 26日に HTB 氏にインタビューを行った。 

     
江風寺１（180821 筆者撮影）              江風寺２（180821 筆者撮影） 

 

     

江風寺の入り口（180821 筆者撮影）      水汲み場（170428 筆者撮影） 
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入は、湧き水の料金、本主廟と江風寺との賽銭であるが、毎年 30～40 万元になっている。

支出としては、人件費、電気代、水道代、修繕費などである。余剰金は、利益の配当の形式

で資本金を出資した者へ毎年配当している。江風寺の修繕は 2002年に始まり、2009年に終

了している1。 

 

          写真５：村民自治による文化・自然資源の管理 

資料：2018年 08月 21日に HTB氏が提供してくれたものである。 

 

 上記の写真５の「股金証」（2004 年作成）には、資本金を出資した村人（株主に相当）

の権利と義務が記載されている。 

 

 １．江風寺観光スポットは、村人の資本金で運営され、村人共有の永久的な公益事業であ

る。 

 ２．資本金を出資した村人には、重大事項の議決権と監督権を持ち、剰余金の配当を受け

る権利と継承権もある。 

３．収益は、江風寺の修繕に使用されるが、その余剰金は、毎年出資額により配当金とし

て分配する。いかなる人物でも収益資金を占用したり他の費用の清算に使用したり

してはいけない。 

４．いかなる時点においても、江風寺観光スポットを外部に委託、賃借り、競売にしては

いけない。 

５．資本金を出資した村人は、観光スポットの利益を守る義務、その施設の安全を守る責

任がある。 

 

                                                             
1 2018年 08月 21日に打魚村でインタビューを行った。 

     

   株主証明書（180821 筆者撮影）    株主の権利と義務（180821 筆者撮影） 
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上記のように、湧き水の汲み場を含む江風寺観光スポットは、自然・文化資源として村人

に共有され、共同で管理されることになっている。この場合、「村人共有」「共同管理理」

「平等権利」などの理念が村人に浸透している。これは、非常に価値のあることである。 

また、HTB氏によると、水は国の資源であるため、湧き水で集金するのは、政府側の意見

は最初賛同ではなかったが、村側は、湧き水は村の資源として見ており、集金活動をしよう

としていた。1。 

地元の YXF 氏は次の話もしてくれた。最初は、地方政府が打魚村の集金活動を認めなか

った。そして 8 年前には、公務員らしき者が二人湧き水の水質を測定しに来た。その二人

の話によると、打魚村の水質はよく、ミネラルウォーターペットボトル作りの水源地にし

ようとした。それに対して、村人は反対して水源地は売らないとした2。 

また、2003 年 9 月に、湧き水を汲みに来る外部の者に対して、龍泉九社（打魚村）は、

告知を公布し、江風寺は、打魚村のものであり、打魚村がそれを使用・管理する権利を持っ

ていると主張し3、集金への理解・協力を呼び掛けている。  

地元の YXF氏によると、湧き水の汲み場では、表２のように集金している。 

 

            表２：湧き水の管理・販売 

種類 集金 

背負いで水を汲む場合 0.5 元 

自転車に載せる場合 1 元 

原付・オートバイで来場する場合 2 元 

車に載せる場合 3 元（原則 5 元） 

資料：YXF氏4の説明に基づいて筆者作成。 

 

江風寺を修繕する際に、雨師と風伯以外に、新たに小黄龍を祭るようになった。小黄龍の

話は、大理地区でよく知られている話である。大黒龍が西洱河（洱海の水の流出口）を塞い

で洱海の水を流出させないような悪さをした。それで洱海周辺では洪水が発生し、村人が

苦しんでいた。その際に、小黄龍が現れ、大黒龍を退治した。大黒龍は江風寺の下方の岩を

通って怒江のほうまで逃げていた。穴ができた岩は、橋のような形をしており、現在の江風

寺の横にある天生橋であるという5。2006年に打魚村は、水晶宮を建立し、大黒龍まで祭る

ようにした。それは、小黄龍を祭ってから山火事が発生したとされたためである。村人は、

大黒龍が嫉妬したためではないかと推測し、大黒龍を祭るようになった。また、2006 年に

できた水晶宮の前には、「思親石」を立てており、唐の時代に中央政権の将軍として名を知

られる李宓が率いる軍隊の兵士たちが故郷から離れて駐在・死去したため、兵士たちが故

郷の方向を向いて故郷の親を恋しく思う姿を現していると村人は、説明している6。 

では、打魚村では、なぜ自然資源と文化資源の共同利用・管理が実現できたのだろうか。 

                                                             
1 2018年 08月 26日に HTB 氏にインタビューを行った。 
2 2018年 08月 23日に打魚村でインタビューを行った。 
3 2018 年 08 月 26 日に HTB 氏が提供してくれた内部資料。原文では、「请取水人员明确，江风寺景点范围

内的土地、道路、荒坡、小水流属我村劳动群众集体所有，我们有使用权和管理权，不足两寸流量的小水流，

也达不到法律意义上水资源的概念。村民和取水人员之间地位平等，我们不是义务主体，村民没有义务投资

20 余万元，修路、安装水管供取水人员无偿使用」と記載されている。 
4 2018年 08月 21日に打魚村でインタビューを行った。 
5 施珍華、何顕耀編『中国民間故事全書 雲南・大理巻』知識産権出版社 2013：27‐31。 
6 2017年 04月 28日に、打魚村にて KSC氏、HTB氏、NDE氏にインタビューを行った。 
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同様の集金活動は、打魚村の隣村である上村や下村のほうでも行われている。下村の白

馬廟の境内にも湧き水があり、村人やよその人に無料で提供されている（当時李宓将軍の

馬が下村で死んでいるという）1。 

FXB氏の話によると、上村では、宗族の宗祠があったが、のちに将軍廟（写真６）になっ

た。宗祠は現在の文昌宮のところに移った。2010 年から上村でも水汲み場で集金活動を始

めているが、老人を中心に 30数人で交代している。収益は全部村の公益金として使われて

いる。上村の湧き水は、①紅土坡・下村、②劉家営・水碓、③江風寺の三つの支流に分かれ

て流れていく。将軍廟の縁日（旧暦 8月 15日）には、昔八甲の村人が共同で祭祀活動を行

っていたという。現在でも周辺の集落の民間信仰組織のメンバーらが参加している2。 

 

写真６：将軍廟 

                                                             
1 2018年 08月 24日に下村で D 氏にインタビューを行った。 
2 2018年 08月 24日に下村で FXB 氏にインタビューを行った 

       

将軍廟 1（170805 筆者撮影）              将軍廟 2（170805 筆者撮影） 

 

       

将軍廟 3（170805 筆者撮影）               将軍廟 4（170805 筆者撮影） 
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上記の三つの支流であるが、①と②には、大井（紅土坡）、二井（西門巷）と小井（小井

巷）があり、大井（写真７）と二井（写真８）には、李将軍の娘二人がそれぞれ主神として

祭られている。①の下村には、白馬廟があり、李将軍とかかわりがあると認識されている。

また、③江風寺のある打魚村には、本主廟があり、李将軍とかかわりの人物が神として祭ら

れている。親縁関係と水資源の利用とははっきりとした関係がある。また、SJD氏によると、

小井は七蛙井とも呼ばれ、李宓の軍隊が小井のところに駐在したが、井戸などがなくて、水

に困っていたところ、緑色のところが現れ、カエルであったが、そのカエルが土を掘って井

戸を作ってくれたという1。 

 

写真７：大井 

 

また、打魚村の HSC氏によると、上村の将軍廟に祭られ、「利済将軍」と呼ばれる李将軍

には娘が 3 人おり、それぞれ大井、二井と三井の守護神になっている。三井は現存してい

ないが、昔は、打魚村の江風寺のところにあったとされる。長女と次女はとても豊かな生活

を送っていた。それは、大井と二井から水を汲む人が多かったからだという。それに対し

て、三井は、西洱海の横にあるから、水がほとんどその川に流れてしまうため、井戸水が少

                                                             
1 2017年 04月 08日に紅土坡で SJD 氏にインタビューを行った。 

     

大井 1（170806 筆者撮影）                     大井 2（170806 筆者撮影） 

 

      

大井 3（170806 筆者撮影）                     大井 4（170304 筆者撮影） 
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なく、水汲みの人も少なかった。そのため、三女は貧しい生活を送っていた。旧暦の 8 月

15日に将軍廟の縁日があるため、14日に里帰りの三女はいつも父親の前で泣いていた。そ

れで 8月 14日は、いつも雨天であるという1。また、龍尾関の入り口のところにある黒龍橋

は、李将軍の死去した場所とされるが、李将軍の息子（五将軍）が父親を助けるために、黒

龍橋までやってきたが、その人も黒龍橋で死去しているとされる。黒龍橋の向こう側には、

玉龍関があったが、玉龍関では五将軍が祭られていたという。そして、玉龍関のところに

は、玉龍井があったが、五将軍が守護神となっていた。その玉龍井が、大井と二井戸に合わ

せて下関の三大名水と呼ばれていたという異なる説も存在している2。 

 

写真８：二井 

                                                             
1 2017年 08月 05日に下関で HSC 氏にインタビューを行った。 
2 2017年年 08 月 06日に紅土坡で SBZ氏にインタビューを行った。 

     

二井 1（170428 筆者撮影）                     二井 2（170806 筆者撮影） 

 

     

二井 3（170806 筆者撮影）                     二井 4（170806 筆者撮影） 
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井戸には龍神が祭られており、旧暦の 4 月 15 日に祭祀活動が行われることになってい

る。また、この水辺空間は、雲南地域で「三眼井」（実際には四眼、五眼もある）ともよば

れ、三つの井戸に分かれていることが常である。龍神の一番近い井戸は飲み水用、その横の

ものが野菜の洗い場、さらに横のものは、洗濯用である。龍神像の横の壁には「公約」が書

かれている。例えば、二井の場合には、写真８のごとく、次のような掟になっている。 

 

汚染から水の衛生を守り、水質を確保するために、以下の公約を制定する。 

一、一番の井戸は飲み水、二番と三番は野菜の洗い場、四番は洗濯、だれでもそれを守る

こと。 

二、井戸周辺には、勝手に水を撒いたりごみを捨てたりしないこと。 

三、飲み水を汲むためには、専用の入れ物の「瓢」を使用すること。 

 

上記のような掟は水辺空間で機能しており、大井と二井ではいずれも無料で湧き水が提 

供されているが、ほとんどの住民は、ルールを守って使い分けしている 

「大理市龍尾関古城保護協会」という自治組織があるが、その会長の LG氏によると、将

軍廟は明朝に下村から上村に移転した。移転後、滝の水が大きくなり、将軍廟の横に「古龍

祠」を建立し、李将軍を「利済将軍」と呼ぶようになった1。 

こうした話は、複数の住民から聞いているが、その趣旨は、かつて将軍廟に立てられ、現

在大理博物館に収蔵されている石碑からも確認できる。その石碑には、清朝（乾隆時代）に

灌漑用水の不足問題を解決するために、地元朝廷の主導で「响水箐」から水を引いてきたと

記録されている2。 

また、古龍祠というところには「水仏奶井」という湧き水がある。HSC氏によると、李将

軍には愛人がおり（七五村）、その村に遊びに行って酔っぱらって上村に帰ったところ、妻

の「水仏娘娘」に怒られ、飲み水として「水仏娘娘」の尿を出されていたという3。それに

対して、似たような話を提供してくれたのは、SBZ氏である。SBZ氏によると、水仏奶井の

水質が一番よく、「水仏娘娘」は李将軍の告白した相手の女神であったが、「水仏娘娘」は、

ずっと李将軍の告白に応ぜず、今後しつこく言うなら尿を出すぞと脅かした。そのため、

「水仏娘娘廟」（古龍祠）は、名水の出るところだけではなく、縁結びの神聖なところとし

ても名を知られているという4。 

前文では、上村、下村、打魚村及びその周辺の集落の名水を説明してきたが、次の表３に

まとめることができる。 

 

表３：打魚村集落周辺の名水 

名前 所在地 伝説や由来 李宓との関係 

玉龍瀑布 上村（将軍廟の

上方） 

将軍廟は明朝に下村から上村に移転さ

れた。移転後、滝の水が大きくなり、将

将軍廟の上方に滝があ

り、周辺村落の水源とみ

                                                             
1 2017年 08月 07日に龍尾関で LG氏にインタビューを行った。 
2 「太和龙尾甸新开水利记……由阳南西南为龙尾甸，前后计亩二千有奇，十八溪水所不到，仅取注于将军

庙涧，田多水少，半付蒿菜……爰偕父老遵山陬，寻箐而憩，议所以沟之。佥以箐处下游且地多浮沙，渗漏

淤塞为难，乃相其高下，随山凸凹，启土开沟，伐石为槽，会涧而止，计长一千九百七十弓……」（乾隆四十

七年；海东镇志编撰委员会编：《海东镇志》，云南民族出版社，2011：550‐551）。 
3 2017年 08月 05日に下関で HSC 氏にインタビューを行った。 
4 2017年 08月 06日に紅土坡で SBZ 氏にインタビューを行った。SBZ氏は「水仏阿奶廟」と呼んでいた。 
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軍廟の横に「古龍祠」を建立され、李将

軍が「利済将軍」と呼ばれるようになっ

た。 

なされているため、李宓

は「利済将軍」と呼ばれ

る。 

水仏奶井 将軍廟の横に

ある「水仏阿奶

廟」 

李将軍が「水仏娘娘」（水仏阿奶）に怒

られ、飲み水として「水仏娘娘」の尿を

出されていたという。 

「水仏娘娘」は李宓の妻

または恋人とされる。 

観音鉢泉 将軍廟の上方

にある霊瑞庵 

観音の鉢が置かれたところから水が出

るようになり、湧き水として現在でも利

用されている1。 

直接の関係はない。 

 

大井 紅土坡 李宓の長女が管理しているとされる。水

が豊富である。 

李宓の長女 

二井 西門巷 李宓の次女が管理しているとされる。水

が豊富である。 

李宓の次女 

小井/七蛙井 小井巷 カエルが李宓の軍隊のために掘ってく

れた井戸とされる 

李宓の軍隊と関係があ

る。 

三井 打魚村・江風寺

の横 

李宓の三女が管理しているとされる。水

が豊富ではない。現存していない。 

李宓の三女 

玉龍井 黒龍橋の端・玉

龍関 

李宓の息子（五将軍）が戦死したところ

である。 

李宓の息子 

上 村 の 湧 き 水

「益心園」 

上村 玉龍瀑布の分水と考えられ、上村、下村、

打魚村の水源とも考えられている。 

李宓が祭られている村

にある。 

下村の湧き水 下村 下村の白馬廟の境内にも湧き水があり、

村人やよその人に無料で提供している。 

李宓の馬が下村で死ん

だという。 

打魚村の湧き水

「江風寺」 

打魚村 洱海の流出河川の西洱河の横にある。 打魚村の本主廟の主神

は、李宓と関係がある。 

資料：筆者作成。 

 

以上見たように、打魚村の住民が自然資源・文化遺産の利用・管理をめぐってヘゲモニー

をしっかりと握っているのは、いくつかの原因があるだろうと思われる。 

一つは、歴史的に打魚村は、上村、下村などの集落と連携関係を構築してきた。それは、

「李宓」という共通の信仰対象と緊密にかかわっている。また、現在でも共同で水資源を利

用・管理する知恵・知識が生かされ続けていることである。 

もう一つは、住民組織（老人協会、民間信仰組織）があり、自身の権益を守ろうとしてい

ることであると思われる。 

 

 

 

四、環境アイコンの存在と役割 

洱海流域には、少数民族のペー族の文化遺産として鵜飼いの習俗がある。次には、鵜また

は鵜飼い習俗が環境アイコンになる可能性（役割）について検討する2。 

                                                             
1 2017年 08月 05日に下関で HSC 氏にインタビューを行った。 
2 本報告書の第四部分「環境アイコンの存在と役割」に含まれる鵜飼いについての検討は、公刊された拙

稿（本プロジェクトの成果物の一つ）を書き直したものである（「游弋于自然与文化之间：云南洱海鸬鹚境

遇的民俗学解读」、『文化遗产』2018（3）：103-109）。 
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鵜については、中国においても多様な認識と解釈がなされている。野生の鵜について、

「害鳥」として追い払われる場合もあれば、水環境の改善の象徴としてかつて絶滅危惧種

になったが湖沼河川に回帰した際には、「益鳥」として評価される場合もある。それに対し

て、漁民に飼われる鵜については、鵜飼いの技が文化遺産として指定されることもあり、鵜

飼いのパフォーマンスで観光客を呼ぶ際に、漁民の間の競争が激しくなり水上の安全問題

が出たりすると、地元の行政機関に禁止される可能性さえ出てくる。鵜の存在、人間の活

動、人間と鵜とのかかわりについて、検討する価値がある。なぜならば、その鵜が、人間と

動物（または植物）とのかかわりについて再考させられる機会を提供してくれるからであ

る。また、その鵜が市民や住民に注目されると、環境アイコンとして機能する可能性もある

のではないかと考えているからである。 

 ペー族が生活している洱海流域では、鵜飼いの習俗がある。ペー族の漁民は、分類、命

名、祭祀などの手法を用いて鵜と共生してきた。今までそれについて検討したものが少な

く、この部分では調査データに基づいて鵜と人間との共存を考える。 

 

（1）洱海流域の鵜について 

 鵜、特に野生の鵜は、湖沼河川で魚を捕るので、漁業資源を害し、排泄物で水環境などを

汚染するものであると認識される場合がある。こうした認識に基づいて鵜を排除する地域

も現れている1。しかしながら、かつて特定の水域において絶滅した鵜が再来すると、環境

改善のシンボルとして鵜を歓迎するメディアや地域もあり2、この場合には、鵜に対して人

間は、他と相反したイメージを持つ。 

人文科学や社会科学においても、鵜は研究される対象になってきた。王恵恩、劉自兵、佟

屏亜らは、中国の鵜飼いの歴史について検討しており、少なくとも東漢に遡るとしている3。

また、現代社会の中国の鵜飼い習俗について調査を行っている卯田宗平の考察によると、

山東、河北、河南、安徽、江蘇、湖北、湖南、重慶、江西、浙江、福建、四川、雲南、貴州、

広西、広東などでまだ鵜飼いの習俗が見られる4。そのため、「鵜飼いはわれわれの生き方

である」と訴える人も存在する。確かに人間に飼われた鵜は、人間の日常生活に入り込み、

人間と深いかかわりも持つものになっている。鵜飼いの歴史性や芸術性を探ってそれを「文

化遺産」として構築し、「自然」の領域から「文化」の領域に加盟させる地域社会もある。 

一種の動物や植物に関して地域や時代によって多様な認識があるのは、もっともである

が、重要なのは、一つの現場で漁民、市民、学者、観光業界、漁業部門が主体として人間と

動物とのかかわりについて検討する場合、片方の認識に基づいて絶対的な視角により「害

鳥」もしくは「益鳥」と簡単に決めつけることを避ける必要がある。いずれの場合において

も相対的な視点を提唱したい。 

                                                             
1 赵光辉：《禁止鸬鹚捕鱼保护水产资源》，《湖南水产》1989年第 5期；江涛：《野生鸬鹚的生物学特性及捕

杀方法的研究》，《水利渔业》1987 年第 2 期。 
2 孙潇：《野生鸬鹚消失 30余年后再现滇池》，《昆明日报》2016 年 1月 20日 001 版；韦铭：《水清了，鸬鹚

重返秦淮河过冬》，《南京日报》2007年 11月 25日 A02版；王金虎：《鱼鹰再“上岗”》，《经济日报》2017 年

7 月 11日 013 版。 
3 王惠恩：《捕鱼能手——鸬鹚》，《民俗研究》1999年第 3期；刘自兵：《中国历史时期鸬鹚渔业史的几个问题》，

《古今农业》2012年第 4期；佟屏亚：《驯养鸬鹚捕黄鱼》，《化石》1989年第 1期。 
4 卯田宗平『鵜飼いと現代中国――人と動物、国家のエスノグラフィー』、東京大学出版会、2014：37-40。 
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洱海流域においては、野生の鵜は、数的に危惧レベルに達していなく、社会問題にもなっ

ていない。漁民に飼われる鵜については、2009 年に「洱海の鵜飼い」という名称で雲南省

の無形文化遺産に認定されている。 

 

             写真９：洱海の鵜と N村 

 

洱海流域の鵜飼いは、漁労の方法として位置づけられていたが、近年では、漁労ではな

く、観光資源として姿が変わろうとしている。鵜飼いで漁労をしていた漁民たちが相次い

で洱海流域で鵜飼いのパフォーマンスを観光客に披露するようになった。汚染問題や安全

問題1を危惧した行政部門は、2015年に通告を公布して洱海流域の鵜飼い活動を一時禁止し

ようとした。 

筆者は、洱海流域の N村（写真９）で調査を継続して行った。1980年代には、70世帯以

上が漁労の手段として鵜を飼っていたが、2015 年には、5 世帯だけ鵜飼いを続けており、

鵜の数も 1500羽から 100羽程度に減少した。 

 

（2）漁労の手段を越えた存在 

人間は、鵜の繁殖・飼育を管理し、漁労に利用するため、鵜は漁労の手段であると考えら

れがちであるが、洱海流域では、独特の鵜飼い習俗が存在する。鵜が漁労の手段を越え、人

間の認知、感情、祭祀に緊密にかかわっている存在になっている。 

まず、鵜の識別方法について考察する。植物・動物の識別は、地域や民族によって異なっ

ているが、それは常に文化人類学や民俗学の研究対象にもなる。それを検討することによ

って、ローカルノレッジの発掘、文化の多様性及び異文化の理解を促進することが一つの

理由であろう。 

    参与観察をすると、ぺー族の鵜匠が簡単に数十羽の鵜を識別できることが分かる。鵜

匠は一見だけで個別の鵜の年齢、性別、能力、繁殖状態、健康状態を判断できる。筆者は、

                                                             
1 周惠琼：《大理听证洱海鱼鹰表演布点方案》，《云南法制报》2013年 5月 20日 001版。 

  

   洱海の鵜（170803 筆者撮影）       N 村（170802 筆者撮影） 
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鵜匠 X 氏に連日インタビューを行ない、洱海の鵜匠の識別方法について資料を収集した。

大まかには、鵜を 3種類に分類している。成年に達した鵜、未成年の鵜、幼少期の鵜の三種

類である。下記の表４である。 

 

表４：鵜の識別・分類 

種類 ペー族語の呼称 言葉の意味 鵜の特徴 

成年の鵜 オス：ge ge jie dou1 飼育期間 3 年以上に達し

た鵜 

全身黒毛、性成熟、繁殖期に

は、白い頭と赤いくちばし メス：ge ge mo dou 

未成年の鵜 オス：na zi ge 飼育期間 1年以上、3 年未

満の鵜 

腹部まだ白 

メス：na zi ge mo dou 

幼少期の鵜 オス：shan ge zi dou 生後 100日以上、1年未満

の鵜 

太い毛が揃い、外貌は他の鵜

と変わらないが、生後 100日

から魚捕りの練習に入る 

メス：shan ge nv dou 

資料：2017年 8月 2 日、3日、4日に X氏に対して行ったインタビューに基づいて筆者作成。 

 

例えば、鵜匠が「na zi ge」と呼ぶ場合には、飼育期間 1年以上、3年未満の鵜（オス）

を指している。成長段階を基準に鵜を識別している方法であるが、その方法によって、鵜匠

は鵜の給餌、発育、繁殖、訓練などの情報を把握している。特に、鵜の繁殖活動も管理して

いるため、繁殖パトナーの選別まで人間が行うこともある。 

 もう一つの識別方法は、命名法である。それは個々の鵜を対象にして命名している。N村

の X 氏は、2017 年 8 月の時点では 28 羽の鵜を所有しているが、28 羽いずれも名前が付い

ている。以下の表５である。 

    

表５：個体の鵜の命名 

雄/雌 名前 鵜の特徴 命名法 

1（雄） 孫悟空 まめまめしく働く 『西遊記』の登場人物 

2（雄） 八戒 食べるのが好きで、怠け者 『西遊記』の登場人物 

3（雄） 沙悟浄 忠実で大人しい 『西遊記』の登場人物 

4（雄） 玄奘 魚とりのリーダー、おとなしい 『西遊記』の登場人物 

5（雄） 李○○ 首が長く、背が高いが、痩せている 村人の名前を借用 

6（雄） 南○○ 善良で、比較的おとなしい 村人の名前を借用 

7（雄） 愛○○ 黒くて、背が高くて痩せている 村人の名前を借用 

8（雄） 趙○○ 傲慢だが、賢い 村人の名前を借用 

9（雄） 趙○○ 黒くて、賢い。太っている 村人の名前を借用 

                                                             
1 ペー族語であるが、ここでは、中国語のピンインで音を表す。 
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10（雄） 楊○○ 賢い。魚とりのリーダー 村人の名前を借用 

11（雄） 李○○ 魚とりが上手 村人の名前を借用 

12（雄） 李○○ 傲慢 村人の名前を借用 

13（雄） 楊○○ おとなしい 村人の名前を借用 

14（雄） 山東 ふとっていて、話を聞かない。人を噛む 2012年に山東から購入 

15（雄） 李○○ おとなしくて働きもの 村人の名前を借用 

16（雄） 李○○ ずるい 村人の名前を借用 

17（雄） 楊○○ 黒くてふとっている 村人の名前を借用 

18（雄） 楊○○ 黒い 村人の名前を借用 

19（雄） 李○○ 賢くて魚捕りのリーダー 村人の名前を借用 

20（雄） 杜○○ 片方の目が失明、魚捕りが比較的に上手 村人の名前を借用 

21（雄） 趙○○ 普通 村人の名前を借用 

22（雄） 趙○○ 比較的に怠け者 村人の名前を借用 

23（雄） 李○○ おとなしくて目が悪い 村人の名前を借用 

24（雌） 小〇 末子、魚捕りが上手 村人の名前を借用 

25（雌） 茂〇 体が強くて働き者 村人の名前を借用 

26（雌） 岸〇 体が弱い 村人の名前を借用 

27（雌） 暢〇 魚捕りが上手、働き者 村人の名前を借用 

28（雌） 栄〇〇 老けて見える 村人の名前を借用 

資料：2017年 8月 2 日、3日、4日に X氏に対して行ったインタビューに基づいて筆者作成。 

 

28羽の鵜のうち、4羽は『西遊記』の登場人物の名前を借用している。X氏から見てまめ

まめしく働く鵜は、「孫悟空」という名前になる。また、１羽は山東から購入してきた鵜で

ある。それ以外の 23 羽の名前は全部 X 氏が知っている村人の名前から借用したものであ

る。「南○○」という鵜は、善良で、比較的おとなしいというが、それは、きっと村人の「南

○○」氏が、鵜匠 Xにはそのように見えるからだろう。 

１羽ずつ認識できる鵜匠は、竿で船をたたいたり、声を出したりして指示を出すと、鵜は

水に飛び込み、魚とりを始める。魚を捕ったら、船のところに戻ってくる。鵜匠と鵜との間

には、X氏が言う信頼関係が成立している。 

 

次には人間と鵜との信頼関係について詳しく考察する。 

 鵜匠からは、「鵜とはいい関係を作っているから、売ったりはしない」「お互いに依存して

生きている」といった話が時々出る。また、鵜匠は鵜の感情まで推測できるという。以下に

も X氏の話に基づいて分析する1。 

                                                             
1 X 氏には、2017 年 8月 2日、3 日、4日に N村でインタビューを行った。 
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事例１：趙○○という鵜 

趙○○は、1992年生まれであったが、20年ぐらいで死去した。ある冬の日、午後 2時頃、

趙○○を連れて魚とりをしていたところ、大風になり、同乗の妻は危ないから早く帰ろう

と言う。しかし、趙○○がまだ船に戻っていない。安全のために、私と妻は、湖岸に帰った

が、4時ごろに湖に戻り、鵜を探しに行ったが、見つけることができなかった。日が暮れよ

うとしたときに、観覧船の人に聞いたら、鵜を見たという。翌朝また探しに出た。朝 7時頃

にちょうど魚とりをしている趙○○を見つけた。数年後、趙○○は病で死去した。蒼山に埋

葬し、木で小さな墓地を作った。墓地の後ろ側には松の木を植えた。毎年祖先の墓参りに行

く際には、趙○○にも焼香したり拝んだりしている。 

 

事例 2：楊○○という鵜 

 楊○○は平均で毎日 15 キロの魚を捕ってくれる。三番目だ。首が長くて 0.5～1 キロぐ

らいの魚を捕まえることができる。フナならば、一回で５、６匹捕る。1980 年のある日、

他人の漁網に絡まられて死去した。 

 

事例３：杜〇〇という鵜 

私は、自分の鵜 4 羽で鵜匠の杜○○氏の鵜を１羽交換した。なので、その鵜には杜○○

という名前をつけた。リーダーとしてよく働いてくれた。ある日、薬で水鳥を捕獲する人が

いて、薬付きの魚を食った鵜の杜○○は死去した。とても悲しかった。７、8年も働いてく

れたのだ。 

 

上記の事例は、X氏にとっていずれも事件であった。こうした事例から X氏と鵜との関係

が読み取れる。鵜は、『本草綱目』にもその薬物価値が認められているが1、鵜匠は頭痛に効

くとされる鵜の卵を食べたり、鵜を食用したりは絶対しないという。死去した鵜を埋葬す

るのがしきたりとされている。 

 

それから、鵜の死後世界について考察する。 

 前文では、鵜匠が鵜の死後世界にも関心を持ち、死去した鵜を埋葬すると述べた。埋葬だ

けではなく、祭祀活動も行っている。X氏によると、毎年下記の表６のように鵜を対象とし

た祭祀活動を行っているという。 

 

表６：鵜の祭祀について 

時間 場所 祭祀活動 

旧暦の正月一日 鵜匠の家 焼香、爆竹 

                                                             
1 佟屏亚：《驯养鸬鹚捕黄鱼》，《化石》1989 年第 1 期。 



21 
 

清明節 蒼山などの埋葬地 焼香、拝む 

旧暦の四月十五日 紅山廟会 拝む 

旧暦の六月二十六 鵜の屋内 松明祭りの日に、松明で鵜の無病息災を祈祷 

中元節 鵜匠の家 紙銭 

旧暦の九月一日 崇聖寺三塔 紙銭 

資料：2017年 8月 2 日、3日、4日に X氏に対して行ったインタビューに基づいて筆者作成。 

 

上記の表６で示されているように、鵜匠は、祖先崇拝の儀式を見習って鵜の死後世界に

関心を示し、祭祀活動を行っている。紙銭、焼香などは、いずれも祖先の墓参りの仕来りで

ある1。鵜匠が鵜を人間界に取り入れ、人間のように取り扱っていることが分かる。 鵜の死

去により、通常鵜と鵜匠の関係は、断絶してしまうが、その関係を継続させるために、鵜匠

が祭祀活動を行っていることが分かる。 

こうした祭祀活動から、以下の 2点が読み取れるだろうと思われる。 

まず、鵜は人間と同一の世界におり、同等の位置づけになっている。ペー族の鵜匠は、鵜

を人間の世界（「文化」の世界）に取り入れ、人間のように付き合っている。この場合の鵜

は、漁労の手段という存在を越えているといえるだろう。二分法で自然と文化を見ている

のではなく、鵜の存在及びその接し方で自然と文化の境界線をあいまいにしているともい

える。この場合のキーワードは、「平等」と「仲介」である。 

次に、鵜と人間の互恵関係の継続である。鵜の死去という事件は、鵜と人間との関係を断

裂させるものではなく、互恵関係は鵜の死後にも継続していると思われる。鵜匠は儀式と

いう手段で鵜との絆を永遠のものにしている。ある意味では、宗族の祭祀システムにも共

通している。人間は、位牌、墓地、宗族、祭祀などの社会的装置を用いて、子孫として祖先

とのつながりを継続させているが、鵜匠も類似した社会的装置を利用している。鵜の死後

世界への関心は、今後の漁労活動の成功を祈祷するものとつながっているが、それだけで

はなく、過去の鵜の貢献に謝意を表していることでもある。この場合のキーワードは、「互

恵」と「継続」である。 

 

（３）環境アイコンとしての可能性 

前文では、鵜匠と人間とのかかわりについて述べてきたが、こうしたかかわりは、どのよ

うな可能性をもたらしてくれるのだろうか。 

第一に、動物や植物をめぐる多様な認知と解釈において、意味があるといえる。当然なこ

とに、鵜は魚を捕り、繁殖や排泄をする鳥であるが、人間が漁業資源または排泄物に焦点を

当てると、野生または飼育される鵜は、人間の排除する対象になってしまう。その一方で環

境の悪化により絶滅危惧種になると、生物多様性の視点が加わり、鵜を水鳥として保護す

                                                             
1 吕大吉、何耀华主编：《中国各民族原始宗教资料集成（彝族卷、白族卷、基诺族卷）》，北京：中国社会科

学出版社 1996年版，第 537-549 页。 
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る活動まで現れる可能性がある。この場合には、鵜の数が重要になっており、それが人間の

視点を変える力まで持っている。洱海では、野生の鵜は、数的に問題になっていない。 

鵜飼いの鵜は、どうであろうか。それも時空の変遷により人間の認知と解釈が変わる可

能性がある。藤井弘章は青森の事例を用いてアオサギ・ゴイサギ・カワウの被害と対応につ

いて検討している。保護の対象の「神鳥」が駆除される「害鳥」に変わろうとしている経緯

が詳しく考察されている1。この場合には、地元では、鳥と人間のかかわりについて、文化

の要素として見る視点が弱まり、自然の一種として鳥を認知する視角が強くなったともい

えるだろう。要するに、地元では、文化と自然の「境界線」を明確にしようとしているわけ

である。 

中国においては、鵜飼いをめぐる人間の視点も変わろうとしており、多元化になってい

る。1980 年代には、漁業資源を破壊する鵜という認知が強く、鵜飼いも敬遠される地域も

現れた2。しかし、洱海では、鵜飼いは「文化遺産」に認定されている。自然の属性と文化

の属性だけで静態的に判断するのは、非常に難しいことになってきた。単純に排除または

歓迎する視点だけでは、問題の解決にならない。しかし、こういう多様な視点の存在こそ重

要なことである。それは、人間と動物・植物とのかかわりについて、多様かつ動態的な視点

を提供してくれるからである。数的要因で大きな汚染問題が起こっていない限り、ある程

度の鵜飼い習俗を継続させることは、市民の多様な動物観・植物観の養成につなげてくれ

るともいえるだろう。 

第二に、環境のアイコンとして認識する視点も重要である。特定の植物や動物に対す

る関心は、環境全体あるいは社会全体に対する関心へ転化する可能性も無視できない。例

えば、環境の悪化により人々の視野から消失してしまった鵜の回帰は、水環境の改善がも

たらした結果とみるメディアや地元の住民が存在するならば、多様な視点や主体が加わり、

他の水鳥、水生植物、環境悪化の原因、環境改善の方法などについて人間が考えさせられる

契機になることはありうるのである。多様な視点、動態的な視点、全面的な視点が生まれる

可能性もある。鵜飼いの習俗も環境アイコンとして役割を果たす可能性がある。観光客で

大理を訪れるとすれば、鵜飼いのパフォーマンスだけではなく、鵜に対する認知の多様性

についても何かの形で接するチャンスがあれば、鵜飼いの習俗に対する関心が洱海の水質

改善に対する関心へと発展していく可能性もある。兵庫県豊岡市のコウノトリのように、

環境アイコンの役割を果たしうるのである3。 

 

 

 

                                                             
1 藤井弘章「猿賀神社社叢林におけるアオサギ・ゴイサギ・カワウの被害と対応：天然記念物「猿賀の鵜及

び鷺蕃殖地」の苦悩」『民俗文化』2015（27）。 
2 赵光辉：《禁止鸬鹚捕鱼保护水产资源》，《湖南水产》1989年第 5期。 
3 菊池直樹『蘇るコウノトリ――野生復帰から地域再生へ』、東京大学出版会、2006年；清水万由子「持続

可能な地域発展の分析枠組み――兵庫県豊岡市コウノトリと共生する地域づくりの事例研究から――」『環

境社会学研究》2012（18）。 
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五、研究成果と成果発信 

本プロジェクトでは、2 年間にわたって 11 回の現地調査を行うことができた。水環境の

保全の全体像及び住民参画の実態と課題について検討してみた。まだ段階的なものである

が、以下のような成果があった。 

１）外来の理念を能動的に導入・吸収する地域社会：環境保全の分野では、科学技術と環

境保護の理念が地域社会に導入されるようになり、文化遺産や文化的景観、文化資源とし

て指定されている地域も多くなった。外から内へ、上から下へ伝わってくるこうした理念

と地域社会のニーズとのマッチングが行われており、琵琶湖流域と洱海流域では、外来の

理念を能動的に利用しようとする地域社会の実態があり、それをまず明らかにした。 

２）住民の妥協的「参加」からの脱出：本プロジェクトでは、環境保全の共通理念と地域

適用策の多様性にも焦点を当てて調査を続けてきた。住民参加なくして、水環境の再生と

保全の構想は描けないが、日本と中国のモデル地域では、環境保全の共通点として、住民が

公正公平に水資源を利用する「権益」が保障され、豊富な民俗「知識」が再構築され、水環

境を管理する民間「組織」が地域社会でまだ機能していることが分かった。 

３）環境アイコンの存在と役割：地域社会の水環境が内外に注目されるようになるには、

きっかけが必要である。地域独特の環境アイコンがそのきっかけになる可能性が高い。環

境アイコンの発掘と構築には、地域社会の伝統文化や民間組織と緊密にかかわっているこ

とが多く、環境アイコンを中心に自然環境に関する多様な主体による多様な環境活動につ

ながることが多い。日中の調査において、地域特有の湧き水、カバタ、梅花藻、淡水魚のハ

リヨ、鵜飼い、井戸、水神などが環境アイコンになっていることが明らかになった。本プロ

ジェクトでは、地域社会と水生植物・動物とのかかわりについても調査を進めてきた。 

成果発信の主要媒体は、学会発表や学術論文だけはなく、住民や関係者に還元されてい

くような成果発信も試みてきた。現地調査では、現地の役場、自治会、老人協会の関係者お

よび住民を中心に、地域住民の知識や要望を記録できた。それを生かして今迄の研究を発

展させていく本プロジェクトでは、学会発表や学術論文以外に、こうしたインフォーマン

トを通しても研究成果を地域社会に還元してみた。また、水環境保全事業をめぐって、行政

担当者、環境局スタッフらとも定期的に交流でき、2018年 8月 26日には、地元の住民参加

も含めた多分野の関係者を招聘してワークショップを開催した。こうした会合を通じ、住

民の立場およびその尊重を、関係者に伝達して政策提言を行ない、住民代表も含めて本プ

ロジェクトの波及効果を追求してみた。 


