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コモンズとしての海洋保護区とその持続可能性

ーフィリピン・ピコール地方タバコ市サンミゲル島の事例から

新保輝幸(高知大学)

ラウノレ・ギガ・ブラデシナ(パルティド州立大学)

諸問慶昇(高知大学)

Marine Protected Area as Commons and its Sustainability: 

A Case Study of the San Miguel Island (SMI)， the Bicol Region， in the Philippines 

τeruyuki Shinbo (Kochi University) 

Raul Giga Bradecina (Partido State University) 

Yoshinori Morooka (Kochi University) 

Marine Protected Areas (MPAs) have been estab-

lished with the aim of conserving coral reefs and other 

marine habitats through the prohibition of fishing. 

Their establishment has brought about the following 

benefits: (1) the induction of the spill-over e狂ect，

increasing the fish stocks of昌djacentcoastal waters， 

(2) the creation of recreational resources， and (3) the 

maintenance of the ecosystem' s biodiversity. 

An MPA is similar to commons as a common-pool 

resource (CPR) management institution， i.e.， both 

schemes intend to control natural resources for their 

sustainable use. 

1. はじめに

熱殺・ 1m熱i出'海域のサンゴ礁や海l~t{草場は，沿岸

J或の生態系上および水産資源上，重要な位授をlヨめ

ている しかし近年，過剰な漁獲や破壊的漁業に

よりその劣化が著しく，その保全を目指して，多く

の国で、禁漁号事の保護策を伴う海洋保護区 (Marine

Protected Area; MPA)が設立されている. MPAは，

導入当初こそ中央集権的で，地域住民へ禁漁を上か

ら:flflしつけーるというケースが多かったが，そのよう

な手法では有効な官:理を為し得ないことが理解さ

れるようになるつれ， コミュニティ主体の管:理方式

(Community叩BasedManagement)が導入され，地元

の海のことを最もよく矢口るであろう地域住民に意思

決定や管理が委ねられるようになってきている.地

域の住民(多くの場合漁民)は，資源の荒廃により

最もダメージを受けーるはずだが，何の営'理もなされ
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Th巴governanceof commons requires three cate-

gories of cost for (A) enforcing the rule of utilizing 

natural resource and excluding violators in a certain 

area， (B) maintaining natural resources， and (C) or-

ganizing CPR institution. Managing MPAs requires 

similar costs. 

We adopted the above framework for analyzing the 

SMI MPA. We focused on the activities of the Sea 

Guard and Cost (A)， analyzed the activities of Bicol 

Universit弘 associatedwith Cost (C)， and evaluated 

th己 benefitsof MPA in mon巴taryterms. In conclu-

sion， we found that the benefits exceed the costs. 

ない場合，過剰漁獲や，ダイナマイト漁や青酸カリ

漁業などの違法漁業などにより資源を荒廃させる

ケースがまま存在する 一種のコモンズの悲劇(こ

の場合オープン・アクセスの悲I~~) と言えるだろう.

コミュニティ主体の管理を行う MPAは，住民が一

定のルーノしに基づき違法漁業などを監視・扮除する

ことになるため， CPR 管理組織という;む~r米で、の「コ

モンズj としての側面を持っと考えられる.

理論的には，海洋自然資源は競合性が強いにもか

かわらず排除性が低いコモンプール資源 (Common

Pool Resources; CPRs) としての性質を持つ. より

詳しくみれば，(1)再生可能性， (2)排除困難性， (3) 

観祭困難性， (4)外部連関性などの特徴を持つ. こ

れらの性質は，いずれも資源の劣化や過剰利用の問

題につながりやすい.例えば，再生可能資源、という

ことで持続的な利用を尽指すにしても，外部連関性
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や綴祭131'1難姓という性質から，資源の維持や再生の

メカニズムがわかりづらく，最適な利用匙な見いだ

すのが難しい また仮に最適な利用益がわかったと

しても，排除困難性という性質から，利泊者全体と

してその範聞で資源を利用するのが困難である.

このような海洋自然資源の長期持続的利用に関し

ては，一定の利用者集団が官2理組織を形成し組織

外の者を資源の利用から排除することが重要であ

り，それを実現するためには，一定の主体が管理組

織の形成・*H'持コストや資源系の閉い込みコストを

負担することになる(新保 [4J).そのようなコスト

を負担し得る収益を上け=ることができる海洋自然資

源は，そのような組織 漁業者集団等ーによって自

律的に保全されるだろうだがサンゴ礁生態系は，(1)

魚類の幼稚魚を育むナーサワーとなって周辺海域の

水産資源を虫かにする fスピルオーバ一効果J，(2) 

希少種を含むタ政な~t物種を駿息させるという生物

多機性五H持機能， (3) 美しい水中長続を形成しレ

ジャー・ダイパーを悲きつけるレクリエーション資

源提供機能沿ど様々な外部経済効果を生み出してい

る. このような場合，経済恕論的にはサンゴ!i\~生態

系は過少供給に捕る.そのような立味でMPAは地

域の漁業者のみによってではなく，地域住民ないし

国民全体の負担によって維持されるべきであろう.

本砂研f究では， 熱骨侃;

ズ的な官仮例側\1副Ijf而節に注 I~闘;ヨ1 しし， フィリピン・サンミゲル鳥

MPAを}Jr例にその実態を分析すると共に，その費用

と便益を検討する.第 2WJではサンミゲルおMPAの

設定の経緯を述べる.第3節では，新保で股!治

した「コモンズのコスト jの分析枠組を使って MPA

のコストを整理し，'4f.例地域では， 白雪|ヨiによる

MPAの監視・警備コストと地域社会での MPAにつ

いての合意維持コストが重要であることを示す.第

4 WJではTi1j者の監視・警備コストの笑態をゆ]らかに

する.第5節では，合意維持コストに関わり， I~I 努

!ヨiや，地域社会での合意形成に大きな役割を果たす

よ也元ピコール大学タバコ校 (BicolUniversity Tabaco 

Campus; BUTC) の活動を検討する.第 6節では，

MPAの{史誌の貨幣評価額を示しまとめを行う.

2. タバコ市における MPAの設置経緯とその背景

サンミゲノレ島 MPAは， フィリピン・ルソン島南

部のピコールJth方ラゴノイ湾に位置し行政区闘的

(85 ) 

には，アノしバイ州タバコ市サグロン村に属している.

村前回のサンゴ礁や海草~来場が発達する海域 225 ha 

が“MarineFishery R巴serve(MFR) "として伝統

的な漁法以外は禁止され，その仁iヨ央部 100haは

“Sanctuary"としてすべての漁業が禁止されている

本自ii'iではサンミゲノレ島に MPAが設置された経緯

を概観する 1) ここに MPAを置く計甑は， BUTCが

このj誌で 1995"'j三から 96年にかけーて行った沿岸生物，

漁獲，社会経済調査を端緒としている.乱獲による

漁業資源の劣化状況についての島民への説明を契機

に，島氏は沿岸生態系を保護する対応策を求めた.

それを受lすて， BUTCと一体的に保護に当たる計爾

案が村 (Barangay)で検討され，保護へ[i'iJけ、た運営

計画が村会;規約第 4号で了承された.次いで翌年，

岡村の総会で233名の多数により合芯;され， 1997年

十こ MPA設置に関わる協定舎が，サグロン村議会，

BUTC及びタバコ市役所!日jで締結された.続し、て

MPAを統括管理する委員会が結成され，代表は村民

からjEばれた委員と共にその任に当たることになっ

た.代表は，主に MPAの維持管J援に関わる予:i;I:の

配分と， 1河村に;Etかれる PNP(国家詐祭)との連携

調殺を進める MPAの区域を示すマーカーの設註や

運営に当たる準備も 1997年には瞥|時整えられた.

サグロン村の場合は， MPAの運営が， BUTCと

連携し実施される点で特徴付けられ，村氏を基幹と

した MPAの運営が動き 1:1:¥したが，関連する 3つの

条例も側面から支える重要な役割を来たしている.

1つめの「サグロン村サンゴ礁保護条例jは 1998

4三に公布された. 2.25王子方キロが保護区とされ， う

ち l平方キロが禁漁I玄とされた.開H寺に使用する漁

具が特定された.また違反者に対する罰則や裁判に

ついても規定が整備された. 2つめの「タバコ干11管

結水域における漁*条例j は，海域での漁業や船舶

の操船に際しあらかじめ公的な許可を得ることを規

定しており，サンコ(l¥¥{¥つきの魚、やカキv，(¥， 真珠生産

にも級iかな制約がì(r!~かれている また， 1997年から

2002年にかけてはアイコ守類の漁業を 2月については

禁漁とする条項も!lrf1られている. 3つめの 1020-98

条例Jはマングローブの保護に関係している マン

グロープ、での樹木伐採を:規制し i!i~護期iおJ，保護区

域を定めると共に，ゴミ投棄の禁止などを規定する.

サグロン村の地先に{置かれた MPAは， こうした

いくつかの条例と述勤しその管理に法的な支援措
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自Aが後押しする形で笑施に移されている.

3. rコモンズのコスト」分析の MPAへの適用 21

コモンズにおいて利用の対象となる山野河海の自

然資源は，ほとんどの場合，ある種の1王子生可能資源

である.歴史的に見た場合，そのような資源は，側

人の所有ではなく i所有が特定の個人によらない

いわば共有の資源J(薮田 [7J)，いわゆるコモンプー

ル資源として保持されることが多かった. コモン

ブール資源は，排除可能性と競合性の二つのi!q!Jによ

る財の分類il4hからみると，担1'1徐可能性が低く，競合

性が高いという性翠を持っている.掛|徐可能性が低

いという性質は，オープンアクセスの状態になりや

すいと考えられ， Hardin のいうところのコモ

ンズの悲劇に陥りやすい. しかしそのような資源

弘近隣の地域共肉体の成員の生活にとって必要不

可欠な財を提供しているような場合，地域共同体内

部である種の利用ルーノレが成虫して成長にそれが強

制されるようになると共に，必要な管理!が共同体に

よって担われるようになる場合がある

このような場合，その母体となる共局体=管;盟組

織は，いくつかのコストを負担している まず，排

除可能性が低い資源の利用を一定のコントロールの

ドに段こうという場合， (A-1)ある一定の範聞を明

II在に区切って資淑系を占右し，部外者の利用を排除

すると共に，共同体の成員に対しては利用ノレールを

強制するためのコスト， (A-2) 1~;理組織が定めた境

界や利用ルールが実効的に守られているかを監視す

るためのそニタリングコスト等が必要になる. これ

らをあわせて (A) 資源系の聞い込みコストと定義

しよう. またコモンズにおいては， 自完投資源を持続

的，効率的に利用するために一定の管迎を行う場

合が多い.林野の草資源を利用するにあたり野焼き

を行うなどのケースである. このような官;.f!lIに要す

るコストを (B) 資源系の維持・'1~;.f!lI コストと l乎ぼう.

これらのコストは，集団のサイズを大きくするこ

とにより一人当たりで負担しなければならないコス

トを少なくすることができると考えられる幻

逆に CPR管理組織は，成員が納得する形で利用

ノレールを定めたり，成員!日jのコンフリクトを調停し

たりするための (C)利用管班組織の形成・維持コ

ストが別途必要になる. このコストは， (A) とは

逆に集団のサイズが大きくなるにつれ逓増すると考

(86 ) 

えられる‘だが，ムラなどの既存の共肉体が CPR

管現組織に横滑りすることにより大きく節約するこ

とができる可能性がある.

新保は， (A) ~ (C)をCPRの長期持続的利

用のためのコスト， コモンズのコストであるとした.

筆者らが調査を行っているフィリピンのサンミゲ

ノレ島 MPAにおいて島氏ないし地域社会は， (1)禁

法lの機会~Im ， (2)海洋保護|玄に関する地域社会の

合意維持に関わるコスト， (3) 白〈今回による海洋保

護区の掠視・警備コストなどを負担している.

(A) ~ (C)のコモンズのコストと対比すると， (1) 

は (B)，(2) は (C)，(3) は (A) に該当すると考

えられる.

(1)に関して言えば，禁漁は島氏の所得の機会を

奪うことは確かであろう しかし島氏にとって最

も重姿な(所得に結びつく)漁業は沖合のマグロ漁

業であること(新保他参照)，サンゴ礁性魚類

に関しても MPAの範聞はごく一部なのでその範間

外では自由に漁業できること(原動機なしの

Fishing Boat でも十分操業T1JtJ~である)，また MPA

が魚類の産卵場所・ナーサリーとして機能し周辺

海域にさまざまな1.~1、類の計上仔魚を供給して水産資源

をfuzzにするスピルオーバー効果を持つことなどを

考えると，あまり重視する必要はないと考えられる.

むしろ「村前聞の海域での漁業が制限されること

により，原動機付きの FishingBoatを持たない貧し

い漁民が出るのではないか?Jという形で MPAへ

の疑念をねにする者がいることから， (2) の地域社

会の合意維持に閲わるコストとの関係で考える方が

有議だろう 村氏誰もが参加できる村の総会で

MPAの設立が決議されたとはいえ，全ての村氏が

当該の総会に出席していた訳で、はないし，少数の村

氏によって組織された白雪国が違反操業を取り締ま

ることへの反発もあり，一部のあl乏には(少なくと

も浴在的には)MPAへの反感があると考えられる.

ただし， 2008 {f三9月に行った MPAに関するな識・

経済評価に関する無作為抽出調査では， 85.7%の村

氏が MPAに対する支持を表明している 1)

(3) に閲しては， Iヨ合間を島氏で組織し，パトロー

ノレ等も行って違法漁業や禁漁区内での漁業を歎視・

摘発している 5) 後述するように，メンバーはこの

活動に生活時間のかなりの部分を費やすか，地元タ

バコ市より支払われる謝礼 (Honoraria) の額は地
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元の給与水準と比して著しく低く， MPAは漁業関

係者等島氏のボランティア的な労働によって支えら

れていると言えるだろう.

次節では， 白雪間メンバーへの聞き取り調査に基

づいてその実態を明らかにし， MPAの監視・警備

コストについて考察する.

4. パンタイ・ダッガトの活動と MPAの監視・

犠コスト

MPAの監視や警備を行う白雪聞は，フィリピン

では，タガログ語で「海を守る人」を意味するバン

タイ・ダガット (BantaiDagat ;以下 BDと略す)

と呼ばれている.サンミゲル烏 MPAの場合， BD 

の定数は 8名である.内 4名が現役の漁業者一， 2名

が引退した漁業者である 6) BDの謝礼を除く所得

は，月 5，000ベソから 500ベソまでトぱらつきがある

が，平均すると 2，208ベソ程度である 7ぷサグロン

村の王子均年間所得が 51，677ベソであり，月換算で

4，306ベソ程度であることを考えると，全体よりも

かなり低くなっている. これは，生活時間に関する

IlfJき取り結果によれば， BD メンバーは，月間 1~

2週間ある当番目には， BDの業務で 6~ 16時間，

平均して 11.6時間を裂やすため，漁業等の活動が

その分しわ寄せを受けているからだと思われる.逆

に言えば，平均月 2，100ベソの機会費用を費やし

BDの活動に従事していると見なすことも可能であ

ろう. BDのメンバーに対しては，タバコ市当局よ

り月 400ベソの謝礼が支払われるが，これはいかに

も少額であることが分かる 9) 対岸のタバコrliの交

通整理員の報酬が 1Iヨ140ベソ(月換算で 4，200ベ

ソ程度)であり，これと向水準，現状の 10倍の月

4，000ベソ程度が妥当な金額であり，そうすること

により多くのメンバーが BDの業務に導念できると

いうのが， BDリーダーや MPAの調査を行う

BUTC教員の見方である

BDの業務は，大きく (a)計画 (Planning)，(b) 

組織化 (Organizing)，(c)執行 (Implementing)，(d) 

評佃 (Evaluation)に分けられる 計画は，メンバー

で会議を行う，活動計画等を策定するなどの業務で

ある 組織化は， Community Meetingに出席し，

MPAの理念や機能，実情などを説明するなどして，

MPA に関する合意を維持・形成する業務である

執行は， BDの主業務とも言えるもので，取り締ま

( 87) 

り(ボートでのパトロールや浜からの監視)，違反

者の追跡， MPAのルーノレや規制の普及活動等

(Advocacy) ， トレーニングへの参加 備品類の保守

管理などである.なおトレーニングは MPA関連法

令や新しい研究成果の学習が主であるとのことであ

る 評価は， (呂) ~ (c) の活動の評価である.各

メンバーからの聞き取った活動比率を平均すると，

全体として (a) 15%， (b) 10%， (c) 69%， (d) 6% 

となる. (c) に占める取り締まりと違反者追跡の割

合は併せて 72%であり，活動全体から見て 49.7%

が取り締まりと違反者追跡、に充てられていることに

なる.逆に言えば残り 5割は，計画や組織化，評価，

あるいは警察への対応、やトレーニング等，比較的頭

脳労働的な業務であることが分かる.

表 1. バンタイ・夕、ガットのコスト

巡営~:(

i!:~iS↓~~ (37 PhP/l x 4l/ EI >く 30日) 4，440 53.280 

エンジン・オイル(110PhP/l x 2l/月) 220 2，640 

1成{閥抗去Il~'( (姿 2参照) 2，896 34，750 

給食手当 (300PhP/月x8人) 2，400 28，800 

保険(100PhP/人・月 x8人) 800 9.600 

トレーニング資(平均して年 1回程度，
16，000 

2.000 PhPの旅費8人分)

海浜114j 締~~ (不定期だが年 1回程度，
1，000 

参加者への軽食の提供など)

13.956 184，470 

表 2. パンタイ・ダガットの闇定資援とその減価償却

E数t 
~'(m 耐用 減価償却 減価tLt去p

限定資産
年数 (年) (月)単位当 総額

設小E主 50，000 50，000 12 4，167 347 

掲示板 4，000 4，000 3 1，333 111 

小舟 3，000 3，000 3，000 250 

R反動機 20.000 20.000 20，000 1.667 

ブイ.~訴訟 9 2，500 22，500 10 2，250 188 

ブイ.lW~~ðX 6 1，000 6，000 10 600 50 

ローーフ 2.000 2.000 10 200 17 

揺ら初電話 2 4，000 8.000 5 1，600 133 

雨合'fl 8 500 4，000 5 800 67 

コムボート 8 500 4，000 b 800 67 

123，500 2，896 

(金額の単位ベソ)
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それではこのような活動にどの程度の費用が支出

されているのか.新旧の BDリーダー，および市当

局のおや当者への!lfJ取りを元に表 1，2を作成した.

表 1は， BDのコスト全般，表 2はBDの現有資産

とその減価償却費用である.

表 1によれば， BDのコストは年間 184，470ベソ(減

価償却を除くと 149，720ベソ)になる. この部分は

市当局が税金から費用を負担している. しかし(1)

メンバーへの謝礼が{尽く抑えられていること， (2) 

BDの業務には，回定資産に挙げられているもの以

外に， メンバーの持ち苅(特に，仲買人の原動機付

きボート)等が利用されていることを考慮すると，

この数値は MPAの監視・竺備コストとしては，過

少である. {.反に BDリー夕、ーらが主張するように，

メンバーには 10倍の謝礼が支払われるべきだと考

えると(メンバーのJ守ち舟の件はオミット)，この

コストは 573，070ベソになる.言い換えれば，差額

の345，600ベソは BDメンバーのボランティア的労

働によって負担されているとみなすことができる.

5. MPAに関わる地域社会の合意形成の開題の検討

本長1Jでは， MPAに関わる地域社会の合志形成過

程において BDとBUTCが来たす役割を検討する.

まず BDメンバーと，地域社会のさまざまなステー

クホルダー!日jの人間関係について間取調査を行った

ところ，水産仲良人，大型漁船オーナー，村役場犯

当官，地方自治体官吏といった村の主立ったステー

クホルダーとの関係は良好であるが， ごく一部の零

細漁業者とは一種の緊張関係があることが切らかに

なった.零細漁業者の MPA内での違反操業を注意

したり通報したりすることをきっかけに関係が悪化

するのである 反面，厳格なルールの執行は， MPA 

の賛成者からは強い支持を受ける きちんとルーん

がそJ'られている事実が，合;訟の維持につながるので

ある.その他に住民同士の集まりに BDメンバーが

参加し MPAのポジティブな効果の証拠を示しその

便益について啓発するなどの活動も行われている

BUTC は， MPA設立liijから周辺海域の水産資源に

ついて調査を行っている 前述の通り，水産資源の

劣化に関する調査結果を示し， MPA設立を推奨した

のも BUTCである. 2節の議論を補足すると，科学

的な調査結果を示したとはいえ， 1回目の住民集会

ではMPA設立に慎重な意見の方が多かった.しかし

(88 ) 

地域での合意形成の過程へ， BUTCのスタップ・院

生が深く没入する Immersionと呼ばれるi苫動を深め

るにつれ，住民の MPAiこ関する理解が深まり， 2回

目の住民集会では賛成者が確実に椴加lし， 3度目の

住民集会では全員一致でMPAl設立が議決されたの

である.最初期に Immersionを主導した BUTCのY

Soliman教授の言葉を借りれば， Immersionとはコ

ミュニティへ約まり込み，住民と/11]じ食べ物を食べ

泊を酌み交わし対等に議論することを通して信頼関

係を騒成し学/1:]的な主張を住民へ浸透させる取り

組みである.当H寺，魚類生態学者として自然科学的

な側面から MPAの必要性訴える Soliman教授と大学

院生，以前からj誌で活動していた社会福祉学部のス

タップらが月に 1週間程度治まり込み，上記の活動

を行ったので、ある. このような活動は，人の入れ倍、

わりはあるが周辺海域の自然科学的な調査と共に現

在に至るまで継続され，近年は学生が学んだことを

実践する教育活動の一環としても実施されている.

このような活動は，地域の合~GJ形成コストの一部

を大学が負担していることを泊、味している. BUTC 

はj設立大学なので，大元を辿れば悶民の税金による

負担と見なすことができるだろう

6. おわりに

本稿ではサンミゲル島町iPA を IJ\ 例に MPA の~~

JtJと使益を検討してきた.MPAの費用としては， (1) 

禁漁の機会~~JfJ， (2) MPA Iこ関する地域社会の合

意維持に|芙uつるコスト， (3) 自竺!ヨiによる MPAの

監視 !if刊ltコストなどがある. (2) に!却しては BD

を中心とする地域社会のメンバーが大きな部分を負

担していると考えられるが， BUTCの活動を通して，

悶民の税金によっても負担されている. (3)に関し

てはタバコ市当局がタバコ市民の税金によって一定

部分を負担しているが， BDメンバーのボランティ

ア的労働により島氏自身が負担している部分も大き

い. (1)に関しては，正確な金額を算出するのは難

しいが， MPA による水産資源のJ:i11殖効果により一

定相殺されていると考えられる.だが，原動機{すき

のFishingBoatを持たない零細漁業者に負担がしわ

寄せされている可能性がある点は留意すべきであ

る. MPA運営に関しては，零細漁業者に対する経

済的配慮が必須であろう.

故後に， 1節で整理した MPAの便益や外部経済
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図 1. サンミゲル島 MPAに対するタバコ市住民の

WTP受諾確率曲線

効果の評価額についてみておこう.新保他 [6J に

拠れば， CVMにより計測したサグロン村氏の MPA

に対する集計 WTP(支払意思額)は月当たり

17，194ベソである(平均 WTPは 33.2ベソ)• これ

はタバコm当局が現:tC負担している MPAのl監視・

許制liコスト 13，956ベソ/月とほぼ陀じオーダーの綴

である.また CBで計測した集計 WTW(労働意YlJtiJ:)

は，月当たり 2，043EIである(乎均 WTWは 4.64EI) 

この調査では一日を 8 時間j と換算しているのでIl~f

!日Hこ践すと 16，344時間，現在の BDメンバーが月

の半分 1日 12詩的]の任務についているとすると，

合計 1，440時間であり，集計 WTWはそのlOf去を

超える値になっている ただしこの調査では，

WTW と WTP は向Il~fに質問するのではなく ， 4!¥li作

為抽出された標本を二つに分割してそを々調査を行っ

ており， WTPとWTWの値は向H寺には存立しない

という点に注なされたし¥

2010 年 5月に行った対俸のタバコ市住民に対す

るCVM調査によると，生物多様性維持やレクリエー

ション資源提供，水産資源溺養などの役割を来たす

サンミゲル島 MPAに対するタバコ市住民の平均

WTPは月当たり 106.5ベソ(中央値 35.1ベソ)，集

計 WTPは年換算で 31，714，740ベソになる (WTP

の分布は図 l参照1O) この集計 WTPは，現在タ

バコ市当局が BDの担'用として負担している

184，470ベソ/年と比べると 170倍を越えるオーダー

であり， BDメンバーに適正な報献を払った場合の

費用 573，070ベソと比べても 55倍近い額になって

いる 以上は，少なくとも現在のタバコmの MPA

に対する支出額を正当化し，かっさらなる支出の妥

当性をも示唆する結果と言えるだろう.

i:t 1)諮問他 [3J も参照のこと.

2) 本節のコモンズのコストの議論は新保 [4Jに拠る

3) 維持・管Jll!コスト節約の理路については飯!羽 [2J

を参照されたい

4) この調査の詳細は，新保他 [6Jを参照のこと

5) ただし BDiこは逮捕権はなく，摘発された漁民を

ささ察tこ引き渡すだけである

6) {I也2;s{土，決業者と水産物の仲良人である

7) 2010年 10月 10EI現夜 1行=0.5304ベソである

8) ただしこの叙はあくまで漁業が好調な場合の所得

で，不漁が続くとこれよりもかなり低くなる. また

独身の引退した漁業者一 l名tこ関しては，計算上の所

得が年間 1 ，500 ベソ稼度になり慈しく低い(~見地住

民の話では周聞のものなりを活用すればこの水準の

所得でも然活していくことができるらしい) また

仲買人氏は0[1与を明らかにしてくれなかったため，

ここではこの同名を徐外して分析している

9) しかもこれは数ヶ月単位での遅配が常態イとしてお

り，今年に入って BDリーダーが抗議の辞任を行っ

たため， リーダーの交代があった.

10) タバコr!lのCBMS(Community Base Monitoring 

System)の管理する住氏名簿をmい，タバコrli余住

民24，8ωI!Hfi(人口で82，594人)から 2段階無作為

llhtlj Iこより回答者ーを主bl1¥(第 l段階で村を確率比例

抽出，rf~ 2段階てサ止，;;;ψを新治関1作為ilhll:D，現地大宇

院生・学生を調主主災として頭談による質問紙調査を

行った質問方式は 31政選択方式 (Trichotomous

Choice Question)を胤いた ただし今回の結果はあ

くまで述綴俗であり，詳議IIな分析はこれから行われる
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