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海洋保護区 (MPA)管理の「コモンズのコスト」論的分析 1)

ーフィリピン・ビコール地方の 3つの MPAの比較ー

新保輝幸(高知大学)

ラウル・ギガ・ブラデシナ(パルティド州立大学)

諸岡慶昇(高知大学)

Analyzing Marine Protected Area (MPA) Management using the “Cost of Commons" 
Theory: Comparison among three MPAs in the Bicol Region， the Philippines 

Teruyuki Shinbo (Kochi University) 

Raul G. Bradecina (Partido State University) 

Yoshinori Morooka (Kochi University) 

We describe the characteristics of 3 MPAs紅 ound

the Lagonoy Gulf in Bicol Region， the Philippines. 

We analyze and comp訂ethem仕omthe viewpoint of 

the “Cost of Commons." We find that 1) in order to 

manage an MPA properl弘itis important that it is 

sized and shaped appropriatelぁ2)community-based 

management is effective， because fisherfolk can 

1. はじめに

サンゴ礁生態系は熱帯・亜熱帯海域において生態

系上・水産資源上重要な位置を占める.その劣化を

大きく 2つに分類すると，陸域からの物質流入等の

原因で生存環境が全体的に悪化するタイプの劣化

と，人間活動(破壊的漁業等)や他生物が直接的に

サンゴやそのほかの生物にダメージを与えるタイプ

の劣化に大別できる.後者のタイプの劣化は，生態

系上最も重要なひとまとまりの範囲を固守すること

により一定程度効果的な保全を行うことができる

十分に保全された範囲を起点として造礁サンゴや魚

help monitor the MPA， 3) while state-management 

enjoys the advantages ofbudget availability and part-

nership between the police and government， it is 

disadvantageous due to the lack of partnership with 

the local people， and 4) new MPA management that 

combines the merits ofboth management approaches 

is being tried in百bacoand Atulayan. 

見られれば物理的手段等を用いてルールを強制する

というものである. MPAのこのような特徴はコモ

ンプール資源 (CPR)管理組織と共通している.新

保 (2012)では， CPRの長期持続的利用のための

コスト (1コモンズのコスト J) としてこのような固

い込みのためのコストや，そのための組織を形成・

維持するコスト等が必要になると提起した.本稿で

はこの「コモンズのコスト」の枠組を使い，フィリ

ピン・ピコール地方のラグノイ湾沿いの 3つの

MPAを比較・分析する.

類が増殖し，周辺海域に拡散することを通して，よ 2. 1コモンズのコスト」論と MPA

り広範な範囲で水産資源の改善等の好影響を見込め 伝統的なコモンズで保持され利用される再生可能

るのである.フィリピンで多く設立されている禁漁 資源は，通常，排除性は低いが競合性が強く，経済

を主体とした MPAはその代表的事例である.この 学的にはコモンプール資源として分類される.すな

タイプの MPAの本質的な機能は，特定範囲の囲い わち，排除のコストが比較的高いため，それを共同

込みである.すなわち 1)一定の領域を確定して周 体全体で負担することにより資源の排他的保持=囲

囲に宣言し， 2)その内部で禁漁や漁法制限などの い込みを実現するのである.その場合，外部からの

一定のルールを制定する， 3)領域内でそのルール 排除と利用集団内部での資源利用ルールの徹底のた

が遵守されているかをモニタリングし， 4)違反が めの仕組み， CPR管理組織が形成されることになる.

( 3 ) 
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新保 (2012) では，この管理組織が負担すると考 自然資源を利用する中で歴史的に形成されてきた多

えられるコストとして， (A)資源系の聞い込みコ くの CPR管理組織とは異なり， MPAは学問的な提

スト， (B)資源系の維持・管理コスト， (C)利用 言や政府・自治体の政策により，ある意味，外的・「人

管理組織の形成・維持コスト(組織のコスト)の 3 工」的に設置されているという点である.すなわち，

つを提起しこれらを自然資源の長期持続的利用の 歴史による吟味を受けていない分，現状の MPAの

ために必要なコストとして， Iコモンズのコスト」 形態が長期的に持続し得るものか杏かは不分明であ

と呼称した. る.次節ではコモンズのコストの観点から MPAの

(A) の固い込みコストの内容としては， (A-1) あ 持続性に関する諸条件を検討する.

る一定の範囲を明確に区切って資源系を占有し，部

外者の利用を排除すると共に，共同体の成員に対し 3. 保全範囲と組織規模，コミュニティの関係

ては利用ルールを強制するためのコスト， (A-2)管理 MPAの設置場所と保全する範囲を決定する場合，

組織が定めた境界や利用ルールが実効的に守られて 生態学的な調査・検討が不可欠である.すなわち，

いるかを監視するための監視コスト等が考えられる. 水産資源や生物多様性の回復を目指すためには，そ

(A) (B) のコストは，組織のサイズを大きくし， の範囲を保護することにより，サンゴ群集や海草藻

管理の担い手を増やすことにより一人当たりで負担 場といった生態系の重要な構成要素が回復し発達す

しなければならないコストを小さくすることができ ることが見込まれなければならないし，それらの要

ると考えられる 2) 逆に組織が大きくなると，成員の 素が魚類等の産卵場や稚魚、の生育場として機能しな

聞で情報を共有して合意を形成し，利用ルールを定 ければならない.場所の問題もあるが，範囲があま

めたり，成員聞のコンフリクトを調停したりするた り小さいと，生態系の構成要素が安定的に維持され

めの (C)の組織のコストは逓増していくと考えら ないし，十分なスピルオーバ一機能 (MPA内で増

れる.ムラなどの既存の共同体がCPR管理組織を形 殖した魚類が区域外に広がり周辺の水産資源を回復

成する場合，全くゼロから組織を立ち上げる場合よ させる効果)も発揮されない.生態系的に意味のあ

りこのコストを大きく節約できることは自明である. るまとまりを見出さねばならない.むろん保全する

前述の通り，フィリピンでよく見られる禁漁型の 範囲は広ければ広いほど生物多様性や水産資源回復

MPAはこのような CPR管理組織とほぼ同等の機能 の面でメリットがあるはずだが，その分保全のコス

を果たしている. Ostrom (1990) は，長期持続的な トも大きくなるので， I生態系上最も重要なひとま

CPR管理組織による管理の特徴として，明確に定 とまり」を生態学の見地から決定する必要がある.

義された境界，利用ルール，監視と(段階的な)制 コモンズのコストの内，固い込みコストはこの保

裁措置，集団内部の話し合いによる意思決定等を挙 全範囲のサイズと位置，形状に大きく依存する.範

げている.たとえばSMIMPAの場合，その区域は 囲が大きいと，監視やパトロールの費用は当然大き

条例で明確に定められ，その内部では禁漁等のルー くなる.また，住民が起居する集落の地先の海の，

ルが定められている 住民代表が管理委員会を組織 浜から一望できる程度の範囲の場合， BDは海に出

すると共に，住民によって構成されたパンタイダ なくても陸上からある程度監視することが可能であ

ガット (BantaiDagat ;タガログ語で「海の守り人」 るしその他の住民の協力態勢次第では常時住民の

の意.以下BD.)が監視やパトロール等の法執行(Law 多くの目で監視することも期待できる このような

Enforcement) の活動を担っている.このような活動 場合は固い込みコストも少なくて済むだろう 逆に

のために， SMI MPAにおいて島民ないし地域社会 集落から自の届きにくい場所で十分な監視・パト

は， (1)禁漁の機会費用， (2)海洋保護区に関する ロールを行うためには，より多くのコストを要する.

地域社会の合意維持に関わるコスト， (3) BDによ そのため，固い込みコストは大きくなるしその業

る海洋保護区の監視・警備コストなどを負担してい 務を担う管理組織もある程度大きくならざるを得な

る司. (A) ~ (C) のコモンズのコストと対比すると いだろう.管理組織の形成・維持コストは組織サイ

(1)は (B)，(2)は (C)，(3)は (A)に該当する ズに依存するため この範囲を保全できる組織(囲

だろう.しかしここで問題になるのは，地域住民が い込みコストの負担が可能なサイズの組織)を形成

( 4 ) 
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することは可能か否かが次に問題になる.

さらに， コミュニティが管理組織を形成しこのよ

うな業務を担う場合，保全範囲にどのようなコミュ

ニティが近接しているかも問題になる コミュニ

ティが組織することができる管理組織のサイズは，

人口規模や住民所得，社会関係資本などに制約され

ると考えられるため，これらの条件次第ではコミュ

ニティが組織のコストや固い込みコストを負担しき

れず，適切なサイズの組織をきちんと形成できない

かもしれないまた保全範囲の設定の仕方次第では，

複数のコミ ュニティが近接 ・関連している場合もあ

り，複数のコミュニティによって管理組織を形成す

る場合，合意形成等にさまざまな困難が予想され，

組織のコ ス トはさらに高くつくことになるだろう

4. ラグノイ湾沿岸の 3つの MPAの比較

本節ではフィリピン ・ノレソン島南部ピコーノレ地方の

ラグノイ湾沿岸に位置するサンミゲノレ島 (SanMiguel 

Island; S阻)，アゴホ (Agojo)，アトライアン島 (Atulayan

Island; AI)の3つの MPAの特徴とその管理の実態

を分析する図 lにこれら 3MPAの位置関係を示し，

表 lにその概要と特徴を整理した.

これらの MPAは各々異なる州に属し，独立に設

立されているーいずれも MPAとしては， 一定の成

功を収めているとそれぞれ地元の研究者から評価さ

れている SMI MPAとアゴホ MPAは地域コミュニ

"~占
図 1.ラグノイ湾沿岸の 3つの MPAの位置関係

( 5 ) 
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図 2. サンミゲル島 (SMI)MPAの位置と形状
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図 3. アゴホ (Agojo)MPAの位置と形状

ティ にあたる Barangay(村/集落)と上部の地方自治

体(市 Clty.町municipaJity)の共同管理 (co-management)

方式をとり，市町は条例を制定して MPAに法的裏

付けを与えると共に予算を出し，村がパンタイダガ ッ

ト (BD)を組織して MPAの監視等の実質的な管理

を行っている それに対し AIMPAは自治体が直接パ

ンタイダガットを組織して直接管理する方式(State-

Management)をと っている

図2にSMIMPA，図 3にアゴホ MPAの大まかな

位置と形状を示した.いずれも集落の地先に位置し，

砂浜から MPAの範囲を概ね見渡すことができる
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表 1 フィリピン・ビコール地方ラグノイ湾の 3つの MPAの比較

SMIMPA AIMPA アゴホ MPA

関連する行政単位(州)
サグロン村とタバコ市 アトフイアン村を含むサンガイ アゴホ村とサンアンドレス町

(アルパイ州) 町沿岸7ヶ村(南カマリネス州) (カタンドネアス，'11)

設立年 1998年 1993年 1993年

sanctuaryの面積 (ha) 100 70 193 

reserveの面積 (ha) 225 72 5，648 

MPAの形状 集落前面の海 島の周囲 集落前面の海

管理方式 共同管理型 自治体管理型 共同管理型

パンタイ ダヵ・ッ ト サグロン村主体 サンガイ 町主体 アゴホ村主体

パンタイダガットの長 一般村民 町職員 村長

パンタイダガットのメンバー
サグロン村民8名 沿岸7ヶ村より 7名(漁業者主体)，アゴホ村男性漁業者全員 (75

(漁業者主体) 町職員2名，警察官 2名 名が月ごとに 8名ずつ交代)

予算の出所 タバコ市 サンガイ 町 サンアンド レス町

村の主要な漁業 沖合の 7 グロ漁 沖合の 7 グロ漁 周辺海域の漁

世帯数 5181) 155 (7ヶ村で 2981)2) 2172) 

漁業世帯数 147 (7ヶ村で 922)2) 1352
) 

漁業世帯の割合 58.5% 1) 95% (7ヶ村の場合 31%)2) 62% 2) 

総人口 30821) 777 (7ヶ村で 14，651) 2) 1，0372
) 

注 。1)人口は 2005年フィリピン国勢調査，世帯数はFパコ市役所 06年デ-:5l， 漁業世帯害IJ合は筆者ら 07年標本調査.

2) AIに関してはサンガイ町役場デ-:5l，アゴホに関してはBradecina(2012) . 

弓ヲJ..(iJ邑 それに対し， AI MPAの BDは，村よりも一段階

上の自治体サンガイ町 (MunicipalitySagnay)が設

置し，町職員が BDのリーダーを務めている MPA 

には地元のアトライアン村以外にサンガイ町の沿岸

6村 も関係しているため，MPAの管理委員会には

この 7村の村長 (BarangayCaptain)もメンバ ーと

して加わっている BDのメンバーとしてこの 7村

の漁業者 7名が町に雇用され，これに町職員，警察

官が2名ずつ加わるので，総勢 11名であるただし

MPAの地元アトライアン村からは現在BDメンバー

は出ていない.また彼らは MPAだけでなく，アト

図 4. アトライアン島 (AI)MPAの位置と形状 ライアン湾の MunicipalWater全域について，違法

漁業の監視や摘発を行うことになっているの彼ら

少なくとも昼間は BDのメンパーが陸地から容易に は週 2回程度の定期パトロ ール以外は交代でア トラ

監視できるのみならず，他の村民も 日常の生活の中 イア ン島対岸の Nato港の屯所に詰め，漁業者から

で異変を捉えることができると考えられる.それに の通報を待ち，違法漁業者をみたとの通報があると

対し，AI MPAはアトライアン島の周囲を取り巻く 急逮出動する すなわち BDのみで担当海域を常時

形で設定されており(図 4) 陸上ないし海上のー カバーするのは不可能なので，周辺で漁を行う漁業

地点からこの範囲を監視することはできない. 者に，違法漁業や MPA内での漁を見かけた場合に

また SMIとアゴホは， MPAに関係する村は一つ 携帯電話で通報するよう周知されているとのことで

だけで，BDも単一の村の村民のみで組織されてお ある.ただしその通報はしばしばリアルタイムでは

り，コミュニティ内部の人間関係の問題はあるにし なく(漁の後になったり村長を経由したりする場合

ろ， BDと一般村民の協力はたやすいと考えられる. もある)， また漁業者が違法漁業者の報復を健れて

( 6 ) 



個別報告論文 [209J 

通報しない場合があるので，その効果は限定的であ

ると考えられる.また MPAの範囲やルール，違法

漁業者の通報などの件は，役場の農業事務所が漁業

者を対象に説明会を開催して周知を図っている.さ

すがに地元のアトライアン村では多くの者がMPAの

ことを知っているようだが，それ以外の村について

は，関連する村が多いこと，またそのような説明会

には漁業者本人は漁に出ているため出席しない場合

がままある(代わりに家人が出席)ことから，漁業

者に十分情報が行き渡っていない可能性がある.

このように自治体管理型の MPAは地域住民との

協働という面ではうまくいっていない部分があるが，

反面BDの組織と予算の出し手が一致しているため，

BD組織内部はしっかり機能している.逆に SMIや

アゴホは MPA管理の主たる担い手の BDと予算の

出し手である上部の行政機闘が分かれているため，

両者の調整が問題になることがある.特に SMI

MPAの場合，市役所内外の政治的対立や官僚主義，

入手不足等により， BDメンパーの謝礼等の予算執行

の遅延や計画の未達が常態化して， BDの活動に支

障を来しており， AIMPAの状況とは対照的である.

表2に各 MPAのBDのコストを示した.アゴホ

はメンバーへの謝礼の絶対額と全体に占める割合が

最も高くなっている.アゴホでは村民の漁業者のほ

ぼ全員が毎月 8名ずつ交代でBDの任務に就いてい

る. 日当は 150 ベソで月平均 22~23 日出役するの

で月額 3000ベソを超える謝礼が各人に支払われる.

SMIのBDメンバーの謝礼が月 400ベソであるのと

は対照的である.ちなみに AIの方は， 1回の出動ご

とに 150ベソ支払われるが，定期パトロールは週 2

回程度でしかも毎回出役する訳ではないので，月あ

表 2. ラグノイ湾の 3つの MPAのBDのコスト

(監視・パトロール・法執行のコスト)

SMIMPA AIMPA アゴホ MPA

メンバーへの
38，4001

) 96，000') 132，3001
) 

謝礼/賃金

トレーニングと
16，0001

) 10，600') 33，5001
) 

ミーティング

パトロール・
94，3201) 142，150') 23，2321) 

監視

計 148，7201) 248，750') 189，0321) 

注:1) Bradecina (2012) 
2)サンガイ町役場， BDメンバーからの聞取り.

たりの謝礼はそれほど多くはないようである.逆に，

アゴホは陸地からの監視で多くの場合用が足りるの

でパトロール・監視の費用は比較的低いのに対し，

AIはパトロール船で、広い海域をパトロールする必要

があるためか，このコストが最も高くなっている.

この BDのコストは， コモンズのコストで言えば

聞い込みコストに相当するが，実際に支出されてい

る額はAIが最も大きく，次に BDメンバーに手厚

く報いているアゴホ，そして SMIが最も低いという

順になっている.ただし新保他 (2011)で論じたよ

うに SMIの謝礼の水準は著しく低く， メンバーの

ボランティア的な労働をコストに算入すれば，固い

込みコストはもう少し大きくなると考えられる

5. 3MPAの「コモンズのコスト」面からの考察

監視やパトロール，法執行のコストからなる囲い

込みコストは，保全範囲の規模や形状に大きく依存

する.集落の地先の海域が MPAである SMIやアゴ

ホは陸地からの監視が容易で比較的このコストが低

いが， AIは島の全周囲が MPAなので監視がしづら

くコストが高くなっている.そのうえBDはMunicipal

Water全域をカバーすることが求められているた

め，相対的にMPAの監視は手薄になる可能性が高い.

保全範囲は生態学的な要請や住民合意等により決ま

るが， より大きく監視しづらい範囲を保全する場合

その MPAはより強固な財政基盤を持ち，より多くの

資源を投入する必要があるだろう.

( 7 ) 

監視や法執行を担う BDは， SMIとアゴホではMPA

に隣接する単一の村が組織し，上部の地方自治体が

法的・財政的支援を行っている. この形式はコミュ

ニティ内の社会関係資本を流用できるため，組織の

コストは節約されていると考えられるが， SMIのよ

うに BDと自治体の連携が組簡を来す場合もある.

しかし SMIとアゴホは多くの住民が MPAの機能や

効果を理解して賛意を示しており，前者はBDのメ

ンバーや地元ピコール大学の(詳細は新保他 (2011)

参照)，後者は行政機関の担当者らの合意形成を促

す情報浸透等の活動の成果であると言えるだろう.

それに対しAIは，隣接集落が7つあることもあり，

地方自治体直属の形でBDが組織されている.行政

組織の一部であるため命令系統や警察との連携は整

然としている. MPAの管理委員会には各村の村長が

参画しており，そのレベルでは MPAの意義は理解
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されているが，一般の漁民レベルでどの程度それが

理解されているか，またコミュニティの持つ監視等

の機能がどの程度活用されているかは不分明であ

る.いずれにしろ複数集落が関係する場合は上部の

自治体が関与せざるを得ず.サンガイ町では，操業

する一般漁民による監視・通報によって，固い込み

の困難を補おうとするが，地域での情報浸透や合意

形成が手薄なため，その効果は限定的である.

6. おわりに

以上は 2013年 3月までの調査結果に基づくが，

同年9月調査で上記分析と関連する新しい動向が見

出されたので，それを検討して本稿の結びとしよう.

現在 AIMPAでは農業省の地方出先機関である

BFARが音頭をとり，地元アトライアン村に地域住

民主体の MPA管理組織を立ち上げるべく準備中で

ある この組織の主要な業務として(1)MPAの資

源モニタリング(ボランティアベース)， (2) MPA 

の監視・パトロール(自治体が謝礼等の費用負担)， 

(3)住民への教育・情報浸透活動の 3つが想定され

ている. BFAR担当者によれば， AI MPAでは近年

資源の劣化が進んでおり，未公表データでは 2005

年に 60%あったサンゴの被度が 12年には 34.7%ま

で減少したとのこと(これは前節で議論した管理の

効果は限定的ではないかという疑問とも符合する)， 

この状況を改善すべく現状の BDとは別にコミュニ

ティ主体の管理組織を立ち上げ，二本立ての管理を

行おうというものである. (1)に関しては現在最も

準備が進んでおり，地域住民を既に組織し，彼らが

簡易な道具で科学的な資源モニタリングを行う方法

の教育が進んでいる. (2) に関しでも住民に提供す

るパトロール船や器具等を NGOの資金で準備中であ

るとのことである.この組織が軌道に乗ればAIMPA

においても S聞のようなコミュニティ主体の管理が

なされるようになると共に， 自治体直属の BDがその

外側の MunicipalWaterを分担することになる.

一方 SMIに関しては 13年 5月の選挙で市長が交

代したことにより BDも大幅に再編とテコ入れがな

されることになった.大まかにはサグロン村の BD

へテコ入れすると共に，別途タバコ市の沿岸集落全

てからメンバーを出してタバコ市のMunicipalWater 

全体をカバーする BDを作り，二本立てで運用しよ

うという計画である.これはくしくも改革により

AIとSMIの二つの MPAがほぼ同じ形態に収飲す

ることを意味し，その背後にある条件を見極めると

共に，今後の成否を見守っていく必要がある.

( 8 ) 

注 1)本稿はShinboet al. (2014)の一部に新しい調査結

果等をつけ加え，大幅に整理・改稿したものである.

2)維持・管理コスト節約については飯園 (2010)を

参照.

3)詳細については，新保他 (2011)を参照されたい.

4) フィリピン漁業法では，沿岸から 15km以内の海

域はMunicipalWaterと呼ばれ，地元の自治体が管

理し，漁船は3t以内に規制されているが地元の漁

業者は誰でも漁ができる.それに対し 15km以遠

の沖合はNationalWaterと呼ばれ， ライセンスが

必要な代わりに 3t以上の漁船で商業漁業を行うこ

とカ1で?きる.
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