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要約要約要約要約    ～～～～はじめにはじめにはじめにはじめに～～～～    

 

観光、それは私にとっても人類にとっても欠かせないものである。特に現在は都会の喧

騒を離れ、自然の美しい風景や、環境を楽しむ旅行がブームであるといえる。しかし現在、

地球上の至る所で過剰な観光開発や自然の回復力を上回る人間の圧力によってそもそも観

光客を惹き付けてきた観光地の美しい環境が破壊されつつある。なぜならば観光産業は世

界のほとんどの国にとって重要な利益追求のための手段であり、政府は観光産業に対して

惜しみない支援を行っている。観光地はオープンアクセス状態になり、共有地の悲劇と同

じ状態になりつつある。 

従来環境保護という公共財を供給するのは政府であるが、上記のように現在政府にはビ

ジネスチャンスを奪ってまで環境保護を行う余裕がない。その一方で珍しい環境を守ろう

とする人たちが立ち上がり、環境 NGOとして活動しているのである。私もそのうちの一人

である。私が環境NGOに参加して最も感じたことは効率性である。多くのボランティアが

参加しているうえに、環境を守りたいというミッションに駆られて労働を行うため、安価

で質のいい労働力が期待できるのである。ザキントス島では政府からも保護のために派遣

されている人間がいたがその労働力の質は天と地ほどあった。また環境NGOは世界各国で

活躍しており、利害関係を超えて、環境を守るというミッションで堅く結ばれているため

に強いネットワークを持ち、対象となる環境に関する専門性は政府のそれを凌駕している

ことも感じた。 

当論文では環境 NGOがどのように活動するかによって、持続可能な観光産業の発展に貢

献できるか、そして政府にどのような政策を提案できるかを実証していきたいと考えてい

る。 
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写真１ ザキントス島にてモニタリングをする私 

 

 

写真２ この船が美しい海を汚す可能性がある。 



 5 

 

 

 

 

 

写真３（上）、写真４（下）トルコの温泉地パムッカレにて撮影。上の写真はまだお湯が残

っているエリアである。下の写真は近年お湯がなくなってきているエリアである。やはり

パムッカレも無計画な観光計画によって、湯量が減少しており、それとともに観光客数に

も影響が出ている。 
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１章 観光産業の現状と課題 

 

１－１．増大しつづける観光産業 

 

社会、経済の成熟化に伴い人々はより新しい発見、刺激、体験などを求めるようになる。

その大きな役割を担ってきたのが観光である。第二次世界大戦以降の政治体制の安定によ

る自由度の増大と交通手段と通信手段の発達そして可処分所得の増加の結果、観光産業は

急速な発展を遂げ現在では世界の最も大きな産業の一つであるといえる。また余暇時間の

増加や、休暇のパターンの変化なども観光産業の発展に大きく貢献している。例えばヨー

ロッパの多くの国々では有給休暇が長く、労働時間も短いため、余暇時間を多く取ること

ができる。ドイツでは 1990年代に 6週間の余暇休暇の取得が義務化され、フランスでは週

当たりの法定労働時間が 35時間となっている。日本を見てみても労働時間の短縮化が叫ば

れており、中国でも1999年に建国50周年を記念した国慶節を前に法律が改正され黄金週、

つまり日本で言うゴールデンウィークが誕生した。黄金週とは七日間の連休であり、年に

一度のみならず三度もある。これらの要因に加えて平均寿命の延びにより生涯を通じての

余暇時間が増えたことも見逃せない。このような社会の成熟化によって観光産業が拡大し

てきたといえる。 

WTO(World Tourism Organization)によれば 2000 年の国際旅行者数は 1950 年に比べ

28倍の 6億 9800万人に達した。そして 2020年には国際旅行者数はさらに増大し 16億人

に達する見込みだといわれている。（表１）しかもこれは国際旅行者だけの数字であり、こ

の数値には国際旅行の約 10倍と推定されている国内旅行は含まれていない。現在の国際旅

行者の80％がアメリカ人とヨーロッパ人であり、東アジアと太平洋地域で15％、アフリカ、

中東、南アジアを合計してもわずかに 5％である。それに加えて最も多くの国際旅行客数を

誇るアメリカ人でさえも全体の 5 分の 1 の人口しかパスポートを持っていない。これらの

事実からも今後旅行費用がさらに下がり、世界全体で可処分所得が増えれば旅行者数が飛

躍的に増加していくのは容易に理解できる。 
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…………………表表表表 1111    国際観光者数国際観光者数国際観光者数国際観光者数のののの推移推移推移推移    出所出所出所出所：：：：World Tourism OrganizationWorld Tourism OrganizationWorld Tourism OrganizationWorld Tourism Organization    

 

急速な成長を続けている観光産業の中で特に注目されているのが広い意味でのエコツー

リズムである。観光産業全体の成長率が 7％であるのに対し、エコツーリズムは年率 20％

の勢いで成長している。また国際旅行者の 60％がネイチャー・ツーリズムを体験したとい

うデータもある。実際に国立公園の自然保護区域の面積は拡大を続けており、1950年は 100

万平方キロメートルしかなかったが、現在は 10倍以上の 1200万平方キロメートルに増大

している。国立公園の自然保護区域の多くは入場料による収入によって管理・運営が賄わ

れているので、面積の増大は国立公園に対する需要の増大を意味している。 

エコツーリズムとネイチャー・ツーリズムの定義であるが、エコツーリズムとは少人数

で人間の手が加えられていない自然を探索する旅を指す。また旅を通じて環境に対する感

心を高め、観光地の地元住民に対して経済的利益を提供することである。それに対してネ

イチャー・ツーリズムは一般的にマス・ツーリズムと呼ばれる大人数が自然を売りにした

観光地を訪れる形式である。当論文ではエコツーリズムよりもむしろネイチャーツーリズ

ムによる環境破壊について論じる。 
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１－２．観光産業の光と影 

 

前節で述べたとおり観光産業は増大を続けており様々な恩恵を社会にもたらしてきた。 

世界貿易に占める観光の割合は増加しており、旅行産業のシェアはサービス業の 40％、全

産業の 8％近くを観光が占めている。これは食料、繊維、化学薬品などを上回るシェアであ

る。そして観光産業は世界の 83％の国で重要な産業の上位 5位に入っており、中でも 38％

の国では最大の外貨獲得の産業である。また農業、建設業などへの経済波及効果も大きく

観光産業の経済効果は 2000年で 3兆 6000ドルを占め、世界生産の約 11％にあたる。また

波及効果も含めて世界の雇用の 8％、つまりおよそ 12人のうちの 1人の雇用を支えた。 

中でも発展途上国においては観光は国が成り立つ上で最も重要な産業であるといえる。

発展途上国は観光産業を外貨獲得のための最大の手段として捉えている。そのために先進

国や国際金融機関の投資を呼び込み、インフラストラクチャーの整備や教育や医療などの

社会福祉サービスを向上させている。特に国際金融援助機関はネイチャー・ツーリズムに

対して、保護対象にある自然を抱える地域がそれを守るために必要なものは経済的な基盤

整備であることを認識しており、観光開発に対する融資を開発途上国援助の一環としても

捉えている。 

このように観光に対する投資が拡大し、マーケットが拡大し続けている背景には観光産

業が他の産業に比べてほとんど規制がなく、参入が容易であることがあげられる。また各

国の政府もそれを奨励しているのである。例を挙げると航空会社の民営化や市場改革、貿

易投資政策の自由化などである。このように観光産業は巨大な市場であり経済に貢献して

きた。そして今後も有望な市場であるといえる。 

しかしながら観光産業はプラス面だけではなくマイナス面ももたらしてきた。例えば土

着文化が売り物になり観光客を呼び寄せることに成功した地域もあるが、ひどい場合には

開発のために長年その土地に住んでいた先住民を追い出し、強制的に立ち退かせるケース

もある。例えば 1990年にビルマ政府は先住民 2500人に対してわずか 2週間という短い期

間しかに与えずに、彼らを立ち退かせ、彼らが住んでいたビルマ中部のイラワディ川東岸

にある仏教遺跡である寺院群を観光地にしている。またペルーの森に住む先住民族は、伝

統的なグッズをそれまでのように他の部族の斧やなたなどと交換するのではなく、観光客

に売ることでより多くの収入を得るようになっており、それが原因となり土着の言語に変

わって優勢な言語が多く使われるようになった結果、地域共同体の長期的な持続可能性を

も脅かしている。 

また観光によって地元住民の経済的なコストが上昇することも考えられる。旅行者の数

が増えるとともに、警察、消防、安全確保、保健医療などの公共サービスに対する需要が

増えてくる。それによって地域が負担するコストが増大し、税金を上げる必要さえ出てく
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る。場合によっては地域住民がそこに住み続けるのを断念せざるを得ないこともありうる。

先進国から発展途上国の自然公園にやってきた旅行者が経済的なチャンスを見つけて、地

元の企業の経営権を取得したり、買収したりすることもあるように、観光をきっかけとし

て、地域の資産を外国人が買い取り資産の相場価格が上昇することもある。そしてその地

域の経済があまりにも観光産業に依存しすぎている場合には社会のトレンドの変化や、天

災、テロなどの政治的要因、景気循環などの地域だけではコントロールできない外部の要

因を大きく受けてしまう。 

そして文化面、経済面のみならず自然環境への悪影響も顕在化している。経済のグロー

バル化によって、旅行者はますます遠方へ行く傾向が強くなっている。目的地への移動手

段として航空機が自動車の座を奪いつつあり、推定で 43％が飛行機で目的地へと旅立って

いる。そして航空機による温暖化ガスの排出が地球温暖化の原因となる二酸化炭素やその

他の温室効果ガスの大きな排出源の一つとなっている。しかもそれは世界でもっとも急速

に加速しているセクターの一つであり、気候変動に関する政府間パネル IPCC（The 

International Panel on Climate Change）によると航空機による温室効果ガスは全ての人

間の活動による排出中の 3,5％を占めている。 

また廃棄物生産基地と化している観光地もある。国連環境計画UNEP（United Nations 

Environment Programme）の調べによると、平均的な旅行者一人で一日におよそ、一キロ

グラムの固形廃棄物を生産する。そしてその中には生態系に望ましくない有害な物質や自

然に戻らないものも含まれており、適切に処理しないと付近の生態系を破壊する恐れがあ

る。途上国の観光施設では環境規制が緩かったり、資金不足や監視役の不在などにより、

適切に処理できていないことが多い。例えばカリブ海地域のホテルにおいては下水の 80％

～90％を適切に処理せずに沿岸部や海岸、さんご礁やマングローブリンの周辺に垂れ流し

ていることが発覚している。他の例を挙げるとクルーズ船も一週間の旅で台所や、およそ

380 万リットルの風呂、トイレなどの中水を海に垂れ流し、80 万リットルの下水、そして

9万 5000リットルの油の混ざったビルジ（船底に溜まる汚水）を海に垂れ流している。監

視下の無い状態でのクルージングツアーではこれらの汚染物質を海に垂れ流すほかに処理

する方法は持っていないといえる。 

観光地に対する環境への悪影響とそのリスクをまとめたのが表２である。 

 

要素 観光活動によるリスクの例 

生態系 ・ 宿泊施設、ビジターセンター、インフラ、その他サービス施設の整備は、

植林の除去、生息地の破壊、排水の影響などを伴い、環境に直接的な影

響を与える。 

・ 野生生物の生息地はどんな種類の観光開発や観光利用によっても大幅に
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変えられる可能性がある。（動物の移動ルート、捕食エリア、繁殖エリア

などである。） 

土壌 ・ 土壌の踏み固めは、利用が多いエリアで起こりやすい。 

・ 同時に土壌の流出や侵食も発生し、利用されなくなった後もその現象は

続く可能性がある。 

植生 ・ 施設周囲に利用が集中することで植生に対して悪影響がある。 

・ 交通は、環境に直接的な悪影響を及ぼすことがある。 

・ 火事のリスクが増える。 

水 ・ 真水の需要の増加 

・ 河川、湖、海岸へのゴミの廃棄。 

・ 船舶からのオイルや燃料の流出 

・ プロペラ付きの船舶による特定の水生の動植物への悪影響 

大気 ・ エンジン付きの交通手段（飛行機、自動車、鉄道）の排気ガスによる汚

染の可能性。 

野生生物 ・ ハンティングや釣りなどによる生物間の個体数のバランスを崩す可能

性。 

・ ハンティングや釣りをする人は、外来種を導入したり、ターゲットとな

る動物の数を増やすことを要求する可能性がある。 

・ 交通や外来種の混入などにより、昆虫や小型の無脊椎動物にも影響があ

る。 

・ 野生生物は人間に慣れることにより、食物を求めて人に近づくなど行動

が変化することがある。 

 

1111表表表表２２２２    人間人間人間人間のののの観光観光観光観光によるによるによるによる環境環境環境環境へのへのへのへの悪影響悪影響悪影響悪影響    

 

表 2からも分かるように観光のあらゆる活動に対して環境破壊のリスクは潜んでいる。 

観光は他のどんな産業よりも美しい自然環境に依存しており、観光による環境破壊によ

ってその自然が壊れては元も子もなくなってしまう。当論文では観光による環境破壊が進

んでいるイスラエルの死海に焦点を当てて分析する。 

 

 

 

                                                   
1 自然保護とサステイナブルツーリズムより作成 
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１－３．死海とその環境問題について 

 

死海はアラビア半島北西部に位置する塩湖であり、西側にイスラエルと東側はヨルダン

と接している。死海は地球上で最も低い海面下 417 メートルに位置しヨルダン川が流れ込

む末端湖である。死海の水は地球上で最も塩分濃度の濃い湖であり、この地域の水は蒸発、

降雨、河川などを経てこの塩分濃度の濃い湖に流れ込み、再び循環を始める。その循環サ

イクルに添う形で死海は自然の生態系のみならず、農業用水や工業用水や生活用水などの

人工的なシステムの中枢の役目を果たしている。 

死海という名前から誤解を招きやすいが周辺地域も含めて死海は生態系にとっても大変

重要な意味を持っている。確かに濃い塩分濃度のために死海には魚類は生息できないが周

辺には湧水とオアシスが点在し、人間や 400種類を超える植物だけでなく、90種類以上の

鳥や 25 種類以上の爬虫類と両生類、そして 24 種類の哺乳類にとって貴重な水源となって

いる。死海周辺の生態系は世界でも類を見ないユニークな生態系が形成されていると言わ

れている。例えば絶滅危惧種のアイベックスやイワダヌキ、豹なども死海周辺のオアシス

に生息している。また死海はヨーロッパとアフリカを毎年行き来する渡り鳥の中継地点、

出産地点としても重要な役割を果たしている。このように死海はこの地域の生態系の中心

的な存在であるといえる。 

 

死海の地図 

  Central Eurasian water crisisCentral Eurasian water crisisCentral Eurasian water crisisCentral Eurasian water crisisののののウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイトよりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋 
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普通の海水の塩分濃度が 4～6％であるのに対し、死海の塩分濃度は 25%以上ある。こ

の地上で最も濃い塩分濃度のための浮力が大きく浮遊体験ができるということと素晴らし

い景色、そして豊富なミネラル分による美容効果によって世界中から観光客を引き寄せて

いる。 

また文化的にも非常に意味のある場所であり文明の誕生以来の重要な場所である。地球

上に存在する神話や物語に最も頻繁に登場する場所のひとつであり、イエス・キリストが

洗礼を受けた場所だとも言われている。また聖書に登場するソドムやゴモラといった都市

が存在する場所でもあり、聖書の創世記によるとノアの箱舟に利用したという説もある。

それだけではなく地球上で最も長きにわたって人間が暮らしているとされている町、エリ

コは今でもここにある。他に死海西岸を見下ろすマサダ砦の洞窟の中には聖書の最古の写

本である死海文書が発見された場所である。これらの魅力的な観光資源がこれまでに巡礼

者を含む多くの人々を引き寄せてきた。 

しかし皮肉にもその観光地化により死海には危機が訪れている。観光客の増加によりホ

テルの部屋の数は 40年間で 4000室から 55000室に増加した。そればかりか建設業者はさ

らに 50000 室の建設を希望しているといわれている。また繊細な自然環境のエリアにもホ

テルを建設するなどして周辺の環境を悪化させているという例も報告されている。ホテル

は大量の水を消費するために死海の水位低下に大いに寄与しているのである。 

また豊富な栄養を含むカリウムや臭素採掘のための事業も状況を悪化させている。岸に

巨大な穴を開け、水を大量に蒸発させるため死海から大量の水が消えていることになる。

自然蒸発の 2 倍以上のスピードで人工的に水を蒸発させているのである。豊富なミネラル

を含んだ化粧品グッズはイスラエルの重要な輸出品であり、日本との間の貿易ではダイヤ

モンドに次ぐ大きな輸出品目である。 

以上のように自然の再生速度を上回るペースで開発してきたために死海はこの 40年間で

25メートルも水位が低下し、20世紀初頭にくらべ表面積が 3分の 1以上縮小してしまった。

しかも現在でも一年に 1 メートルのスピードで水位が低下しており、このペースが続けば

2050年には死海は完全に干上がってしまうと言われている。 

また水位の低下に伴い車が一台入るほどの巨大な陥没穴が次々と発見されている。西側

の岸だけでも 1000個以上の穴が発見されている。ぬかるみが深い場所も多く、砂地獄のよ

うに一度入り込んでしまうと脱出不可能になっている穴もある。この穴により旅行者の散

策なども危険を伴う可能性があるため、ビジネスのチャンスが失われた地域もある。この

陥没穴は一夜にして突如出没するので危険極まりないのである。現にヨルダン政府は 3000

人の人々を非難させた。地下水の水位の低下も見られ、オアシスの減少が報告され、そこ

に依存している豹やアイベックス、絶滅危機の鳥類が危機に晒されようとしている。 
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このまま何も対策が行われなければ人類、生態系にとって重要な死海は干上がってしま

うだろう。現在イスラエル政府、ヨルダン政府ともに打つ手が無い状態2だといえる。死海

問題だけではなく他の多くの観光地においても財政に余裕の無い政府が有効な手を打てる

場面は多いとはいえない。それに変わって浮上してきたのが民間非営利団体である。した

がって次章以降では民間非営利団体に焦点を当て問題解決のために何ができるのかという

ことを考察していく。 

 

 

 

死海死海死海死海のののの表面積縮小表面積縮小表面積縮小表面積縮小のののの様子様子様子様子    FOEMEFOEMEFOEMEFOEMEホームページホームページホームページホームページよりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋    

 

 

死海死海死海死海のののの浮遊体験浮遊体験浮遊体験浮遊体験をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ観光客観光客観光客観光客    BBCBBCBBCBBCニュースニュースニュースニュースよりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋    

    

                                                   
2 イスラエル政府とヨルダン政府による紅海と死海をパイプラインで結ぶ巨大プロジェク

トが提案されたが、資金不足と政治的問題のために進展がない状態である。 



 15 

第第第第２２２２章章章章    NGNGNGNGOOOOとそのとそのとそのとその存在意義存在意義存在意義存在意義    

 

２－１．NGOの定義 

 

 NGO(Nongovernmental organization)とは様々な非営利活動を行う非政府、民間の組織

であり民間企業との決定的な違いは利益を関係者に提供しないような組織であるというこ

とである。NPO(Non-Profit Organization)と NGO の違いであるが実際には大きな違いは

なく、国際的に活躍している組織を NGO、ドメスティックな組織を NPOと呼んでいる。

当論文では国際問題を扱っているためNGOで統一することにする。NGOの種類は多種多

様であり学校、病院、老人ホームなどを経営する事業型 NGO、そうした活動に資金を提供

する助成団体、環境問題や人権問題などの社会問題に取り組む市民団体などが含まれる。

宗教団体や政治団体、労働組合も広い意味で NGOに含まれる。この多様性こそ非営利セク

ターの特徴である。当論文では環境 NGOに焦点を当てていく。 

 

NGOの定義は以下に挙げる 5つの点である。 

 

① 政府から独立な組織であること。 

② 自治的な組織であること。 

③ 公共利益を追求する組織であること。 

④ フォーマルな組織であること。 

⑤ 非分配制約に服する組織であること。 

 

①に関しては政府にと関係を持たずにその組織が独立して運営されていることを意味し

ている。しかしこれは政府から補助を受けないという意味ではない。②に関しては他の組

織に支配されず寄付やボランティアに部分的にではあるが依存しているということである。

③と⑤はNGOの最も基本的な要素だといえる。売上から費用を引いた利益が正になる場合

は関係者に分配することはできずに次期の費用として保存される。④に関しては組織とし

ての体裁をしっかり取っているという意味である。これは会計などの不正を防ぐためであ

る。 

 

２－２ NGOの現状と課題 

 

NGO はマクロ経済の中でも大きな数字を占めるようになってきている。NGO の支出は
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先進国（日本、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア）の GDPの５％を占め

るまでになった。雇用者数も大幅に伸びており、ドイツ、フランス、アメリカの統計によ

れば 1990年にはNGOの雇用者は全雇用者の 6％であったが、現在は約 13％近くを占める

ようになっている。これは雇用者の増大に腐心している国にとっては大きなメッセージで

ある。 

環境NGOが注目されるきっかけになったのが 92年のブラジルのリオデジャネイロの地

球環境サミットである。この会議では､ NGO が正式に参加メンバーとなったばかりか､ 本

会議と並行して 187カ国から 8000近くのNGOが参集して独自のフォーラムを開催するな

ど､ 議論に大きな影響を与えたといわれている｡ このサミットの成果である ｢環境と開発

に関するリオサミット｣ を実行に移すための行動綱領 ｢アジェンダ 21｣ では､ その第 27

章において NGO をパートナーと位置づけたうえ､ 各国政府や国際機関に対して連携を図

るための仕組み作りの必要性を訴えている｡ 環境政策の遂行に､ NGO との連携を組み込

むというのは､ 既に一種の国際標準になっているともいえる｡ 以下の表は日本のデータで

あるが着実に増えていることが理解できる。 

 

 

                     環境環境環境環境 NGONGONGONGO団体数団体数団体数団体数のののの推移推移推移推移    出典出典出典出典    環境省環境省環境省環境省 HPHPHPHP    

 

上記のように NGO は今後ますます社会の中で大きな存在感を持つようになることが予

想されるが問題点が無いわけではない。まずNGO特有の問題として組織の非効率性が挙げ

られる。民間の企業と違い私的利潤を追求するために活動しているのではなく、利潤を挙
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げない限り生き残ることができないという市場原理が働かないので X 非効率性が生じるこ

とがありうる。したがって仮にある NGOが公共財を供給できたとしても、非効率かつ質の

低いサービスを提供したら、人的資源や資本の無駄遣いということになってしまう。 

こうした非効率性を防ぐために次の 2 点が解決策として挙げられる。一つは事後評価シ

ステムの確立である。NGOによる活動を自己満足で終わらせないためにも第 3者機関によ

って事後的に評価することで非効率性を防ぐことができるかもしれない。そしてもう一つ

がアカウンタビリティ、つまり情報の公開である。外部から調達した資金をどのようにど

れくらい使ったかを明確に示すようにして助成した側との透明な関係を築いていくべきで

ある。なぜならばNGO法の税制優遇を利用した悪用事件が起こっており、寄付者の信頼を

失っているからである。実際に非営利というイメージを隠れ蓑としてイギリスの KSD事件

のように不正に多大な報酬を受け取る創業者や役員が存在している。 

このようにすることで非効率な NGOを淘汰し、有意義な活動を行っているNGOにより

多くの資源が行き渡り、社会全体の効率性を上げることができるかもしれない。なぜなら

ば NGOの財政的基盤は寄付や政府補助などに大きく依存しており、仮にNGOが事後評価

で低い評価を得た場合それ以降、寄付や補助などを受けられなくなる可能性もある。逆に

評価が高かった NGO はより多くの収入を見込むことができ活動を拡大できるチャンスが

増えるのである。しかしながら現状は NGO先進国のアメリカでさえも事後評価システムや

アカウンタビリティは枠組みとしては完成していないのが現状である。 

また財政面においても危機を迎えつつある。例えばアメリカではNGOにとって最も重要

な資金源3である政府からの公的補助も削減されており、代替手段としての民間からの寄付

を集めることが難しいのが現状なのである。そしてそのために NGOの活動が商業的になり、

本来のミッションとかけ離れたものになりつつある。また財政難は人材難にもつながる可

能性がある。例えば日本の環境保全NGOの平均年収はわずか 62万円である。これではい

くらミッションに燃えている優秀な人材がいたとしても自己を犠牲にしてまで NGO のた

めに働いていくのは現実的ではないだろう。NGOにとって高い専門知識を有し、リーダー

シップを取っていくことのできる優秀な人材は不可欠である。 

以上見てきたようにNGOの課題は財政難と非効率性なのである。日本でも 2007年以降、

NGO向けの寄付金に対する税優遇は拡大されるなどの政策を展開している。そしてこのよ

うな政策が財政難と非効率性を是正する可能性がある。なぜならば民間からの控除による

寄付を受けることができるのは政府に認定されたNGOのみだからである。イギリスでもチ

ャリティ委員会によって認定が行われるなど世界中で同様のシステムが存在している。そ

して寄付控除によって認定されたNGOに対してはより多くの資金が回るようになり、非効

                                                   
3 政府補助は全収入のうちの４０％を占めている。アメリカの場合は 37,5％を政府補助に

頼っている。 
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率なNGOは淘汰されていくことが予想される。当然財政難の問題も解決に向かっていくで

あろう。 

 

２－３ なぜ NGOなのか？ 

 

次にNGOが存在する理由を述べる。従来、経済学的に登場する主体は家計、企業、政府

の三者であり、市場が完全である場合政府の出番はない。しかしながら公共財の供給の場

合、市場は効率的ではなく通常は政府が介入し税金を徴収し公共財や公共サービスを供給

する。もしこの枠組みで充分であるならばNGOの存在意義は無いが、現実に目を向けると

この枠組みだけでは社会は完全ではないといえる。次の 4 つの点からその理由を述べてみ

る。 

 

１．政府の失敗 

 

公共財とは非競合的性格（ある経済主体が公共財を消費しても他の経済主体の消費する

量が変わらない）、非排除的性格（コストを負担しない経済主体を排除できない）のため民

間企業の供給にはなじまない。したがって一般的には政府が税金を徴収し、公共財を供給

する。従来の社会では公共財に対する需要は単一的なものだった。なぜならばこれまでは

人間が生活するうえで必要なものを政府が主に公共財として供給していたからである。 

しかし社会が成熟するにつれて公共サービスに対する需要は多様化してきているのが現

状である。例えばある公共財に対しては公共財に対するハイ・デマンダーとロー・デマン

ダーがいることが充分に考えられる。政府は人々の必要度によって税金の徴収額を変える

わけにはいかず、必要度の異なる人の要求を同時に満たすことができない。通常この様な

場合は投票などの政治的プロセスによりハイ・デマンダーとロー・デマンダーの中間をと

る場合が多く見られる。これを簡単なモデルを使って証明すると以下のようになる。 
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租税価格 

       D    

                                       S’ 

Pd     

            S 

        A                                      

                                            D’       

   C                                  

Pa   B                           A’ 

Pc 

                                 C’ 

Pb                         B’ 

   

O Qb           Qc        Qa            公共財供給量、需要量 

 

図２－１ 公共財に対する需要モデル 

 

簡略化のため社会には公共財に対するハイ・デマンダーA氏とロー・デマンダーB氏がそ

してその中間の C 氏の三人がいるとする。また三者の所得は等しいと仮定する。図２－１

において横軸には公共財の供給量と需要量をとり、縦軸にはその価格を設定する。そして B

氏の需要曲線は BB’、A氏の需要曲線は AA’、そして C氏の需要曲線は CC’である。これを

垂直方向に足したものが社会全体の需要曲線 DD’になる。なぜならば公共財は非競合的な

性格であるため等量消費されるのが基本だからである。また SS’は公共財の供給曲線をあら

わす。 

一般的にこのような状態にあるときは政治的プロセスにより三者の平均的需要者の C 氏

に合わせた公共財の供給がなされる。そして公共財の総価格は Pd（＝Pa+Pb+Pc=3Pc）、

となり、一人当たりの租税価格は Pcとなる。また公共財は Qcの分だけ供給される。C氏

にとってこれは望ましい価格、水準であるがロー・デマンダーの B 氏にとっては超過供給

にあたる。B 氏にとっては Pc の価格においては Qb 量の水準が望ましい状態であり、（Qc

－Qb）量の超過供給である。またハイ・デマンダーの A 氏にとっては過小供給である。A

氏にとっては Pcの価格において Qaの量を需要しており、（Qa-Qc）量の過小供給を引き起

こしている。つまり A 氏にとっては自己の満足を満たすためにより多くのお金を払って公

共財を供給するインセンティブが存在するのである。そのインセンティブが例えば寄付行
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為であったり、無償労働力の寄付、つまりボランティア労働の提供、もしくは地域でのミ

ニクラブ結成などである。そしてそれらの行動こそがNGOを結成・成立させる要因なので

ある。 

図２－１からも分かるように、中間の需要者とロー・デマンダー、ハイ・デマンダーと

の乖離が大きくなるにしたがって過小供給（Qc-Qb）や超過供給(Qa-Qc)が大きくなるのが

分かる。つまり人々の意見が分かれるような公共財については政府の失敗が起こりやすい

ということがいえる。そして環境という公共財こそがこういった例にあてはまるのではな

いだろうか。しかも途上国などでは環境保護のための予算は低く抑えられることもありう

るうえに観光需要を呼び寄せるために一切政府が規制を行わないなどの環境保護をしてい

ないことすらありうる。その一方で先進国ではドイツの緑の党やオーストラリアの環境を

主な政策目標にしている政党などもあり、ハイ・デマンダーが増えているといえる。また、

途上国と先進国の環境に対する需要度が大きく異なっている。つまり環境財の場合は人々

により重要度が大きく違うといえるので政府の失敗があてはまる。その証拠に途上国で活

動している環境保護 NGOは欧米の国々を中心とした組織として成り立っている。 

 

２．情報収集費用と取引費用が高い場合 

 

従来、公共財や公共サービスの需要は単一的であり、政府にとっては公共財の必要度を

知るためにかかる費用はそう大きいものではなかった。例えば義務教育のような場合はど

れだけの人数がそのサービスを必要とし、いくら費用がかかるかということは経験的に知

られていた。このような場合は政府が一元的に情報を収集し公共財を供給するのが効率的

である。しかし前述の通り、ある公共財に対してハイ・デマンダーとロー・デマンダーが

存在し、その公共財の必要度を知る場合は情報収集費用が大きくなってしまう。 

また公共財供給のための地域の特定が難しく、行政区分と地域性にズレが生じる場合に

は中央政府に頼らざるを得ないかもしれない。実際にそのような場合、中央政府が公共財

を供給したとして、情報収集からはじまる全ての取引を完了させるための取引費用が高く

つきすぎた場合非効率となり、公共財の供給がなされない場合がありうる。 

 

３．コストの効率性と専門性 

 

環境保護活動（汚染除去や国民意識の向上のための教育）は労働集約的な活動も多く、

政府が行うよりも無償ボランティアの労働力を使うことができる NGO に委託したほうが

コスト・エフェクティブである可能性が高い。ドイツ、イタリア、フランスのNGO統計に

よるとボランティア労働力は年間でおよそ 470 万人にのぼり、これは 3 国の有給雇用者数
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の 3分の 2を超える数字である。このことからもいかにボランティア労働力が巨大で、NGO

に対して貢献しているかが分かる。 

また公共的な活動を行っている NGOに対しては原則非課税、そして日本での認定NGO,

やイギリスでのチャリティ委員会によって公益性が認められた NGO に対しては寄付控除

の税制が強化されつつあり、今後ますますNGOによる低価格の財・サービスの供給がなさ

れていくことが予想される。 

そして専門的な知識を必要とする活動（生態系の知識や保護のノウハウ等）もあり専門

性を持っている NGO が活動したほうが正しい方法で効率的に効果を生むことができると

いえる。また大きなNGOになると世界各国で活動を行っている組織が存在し、協力体制が

できているので、情報やノウハウを共有することができる。これもNGOの政府に対するア

ドバンテージの一つであるといえる。 

 

４．契約の失敗を防ぐ 

 

市場が完全である場合は企業、家計、政府の三者で充分であるが、財によっては各経済

主体がすべて必要としている情報を入手していることが困難であることがありうる。すな

わちそういった場合は情報は偏在しており、各主体間において情報は非対称性なのである。

このような場合に財が効率的に供給されるとは限らない。全ての経済主体が正直であると

いうことは実際には考えられず情報の非対称性を利用して人を騙し、そのことによって利

潤を得ることができるならば人を騙そうというインセンティブが働く。しかし NGOは定義

のように非分配制約に服する組織であり人を騙して超過利潤を得ようとするインセンティ

ブが起こりにくいといえる。ただNGOといえども人間である以上は人を騙すことがあるか

もしれないが、ここでは可能性として利潤追求が第一義である民間企業に比べて、非営利

団体である NGOの方が信頼に値するということを主張しているのである。 

 

以上の４点がNGOが社会にとって必要とされる理由である。これらをそれぞれ死海のケ

ースに当てはめてみる。 

まず政府の失敗についてであるが、FOEME(Friend of Earth Middle East)が行った死海

の保護のための WTP(Willingness to pay)調査の結果、イスラエル住民が１世帯あたり

23.06 ドル、ヨルダン住民が 13.12 ドル、そして貧困にあえぐパレスチナ住民ですら 9.48

ドルのWTPを示した。この地区の世帯数とWTPを掛け合わせた結果総額 5900万ドルに

達した。つまり死海の水位低下を防ぐ公共サービスは過小供給されているということがい

える。 

次に取引費用についてだが、死海はイスラエルとヨルダンにまたがっており両国によっ



 22 

て管理されているが実際には協調は見られずに観光誘致競争や取水競争が行われている。

つまり中立な立場であるNGOが地域の仲介役として必要であるといえる。実際に FOEME

は GWN(Good Water Neighbor)プロジェクトを立ち上げ、ヨルダン、イスラエル、パレス

チナに対して協力的かつ効率的な水資源を管理することを呼びかけている。 

最後に労働力のコストエフェクティブについてであるが後に提案するモニタリングと環

境教育は共に労働集約的な活動であり政府による公共財供給よりも NGO による供給の方

が効率的であるといえる。また野生生物の保護や水の管理方法など専門的知識を持ち、NGO

間のネットワークによる知識4、経験を使うことができる NGO にアドバンテージが存在す

ると考えられる。次章で理論、実例を交えながらNGOによるモニタリングが社会全体にど

のような影響をもたらしていくのかを考察していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 Friend of Earthは世界 70カ国で活動を行っている国際的な組織である。 
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第第第第 3333章章章章    環境環境環境環境 NGONGONGONGOによるによるによるによる解決解決解決解決のののの可能性可能性可能性可能性 

 

環境NGOは様々な活動を行っている。地域の清掃、住民への教育などを行うなどの地域

密着型の草の根 NGO 的なものから国際会議で政策提言をするシンクタンクのような働き

をする環境 NGOも存在する。一口に環境NGOと言っても多様ではあるが当論文では 

１．環境NGOによるモニタリングによる個別課税。 

２．環境NGOによる持続可能型ツーリズム認証制度。 

この二つの活動を提案し、環境NGOがどのように社会的厚生を高めることができるのか

経済理論を用いて分析を行う 

 

３－１ モニタリングによる個別課税の分析 

 

ここで提唱するモニタリングとはボランティアなどの安価な労働力を使い死海周辺のホ

テルや養分採掘業者、そして商業施設やゴルフ場などの環境に対する影響（ここでは水の

使用量や節約方法）をNGOが各経済主体に対して詳細に監視することである。 

ここからミクロ経済学の手法を用いてまず現状を分析し、そしてなぜNGOによるモニタ

リングが環境被害量を減らし社会的厚生を増大させるのかを述べる。 

まずは死海周辺に一つの業者 Aしかいない場合にその業者 Aがどの水準で生産量を決め

るのかを図３－１を用いて述べる。 

図３－１において横軸には業者 A の汚染物排出量（＝水の使用量）をとり縦軸には価格

をとる。また通常は生産量とともに限界利益は逓減していくので右下がり、限界外部不経

済曲線は逓増していくと考えられるので右上がりである。ここでの限界外部不経済とは具

体的には前述の通り、水の過剰利用を原因とした水位の低下による陥没穴の出没、顧客獲

得機会の損失の可能性（現在は顕在化していない）、オアシスの枯渇による生態系への悪影

響などである。 

限界外部不経済曲線１の場合の私的均衡は E*、生産量は q**である。なぜならば原点か

ら q**までの生産量では常に限界利益が限界外部不経済を上回っており、q**よりも生産量

をふやすと限界外部不経済が限界利益を上回るため、q**を超える生産を行うことは限界的

に損失を増大させることを意味する。そして業者 Aの純効用は売上の POq**E*から外部不

経済分の E*q**OZ を差し引いた PZE*であり、社会全体には E*q**OZ の量の外部不経済

が残ってしまう。 

同様に限界外部不経済曲線１が例えば節水などの技術開発などにより下にシフトし、限

界外部曲線２になったとすると私的均衡は E**、最適生産量は q***へとシフトする。 
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死海のケースの特徴的な点は業者自身の排出による外部不経済が自分にも跳ね返ってく

るということである。つまり各経済主体が環境汚染の加害者であると同時に被害者でもあ

るということを意味する。例えばもしある主体が大量に水を消費して、その結果陥没穴が

出没してしまい、悪評が広がることにより死海に訪れる旅行者が減ったとするとその経済

主体自身が損失を被ることとなる。 

このようなケースを負の公共財、（相互外部不経済）と呼ぶ。そしてこの分析で強調した

いのは限界利益曲線と限界外部曲線が交わる点である経済主体の利益最大化が達成される

ということである。 

 

価格 

P 

 

人 Aの汚染量からの限界利益曲線 

 

人 Aの汚染からの限界外部不経済曲線１ 

E*  

Z    

E**          人 Aの汚染からの限界外部不経済曲線２ 

 

 

O       q*         q**          q***            業者 Aの生産量 

図３－１ 業者 Aの汚染物排出の私的均衡モデル 

 

次に死海周辺に 1 つの業者だけではなく、複数の業者が存在する場合を分析する。そし

て各業者は相手の行動が自己の行動によって変化すること、つまり相手の出方によって自

己の行動を変化させることをお互いに認識しており、両者の間には協力的な交渉や暗黙の

同意が成立せずに、お互いに相手を出し抜き自己の利益を最大化することに関心があると

仮定する。例えば業者 Aが水の使用量を減らしたのを見て、業者 Bが業者 Aが削減した分

だけ自己の水の使用量を増やしたとしたら、業者 A の削減努力は水の泡となってしまう。

このような状態において自分にとっての利益の大きさは次の順番である。①相手が水使用

量を削減し、自分が全く削減しない。②自分と相手がともに削減する。③自分も相手も全

く削減しない。④自分だけが削減を行い相手は削減を行わない。当然両者とも①を選択す

るが結果としては誰も全く水消費量を抑えようとはしないのである。 

業者 A もこのことを予想していたら自己の利益が最大になるように自分だけ水の使用量
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を減らすなどということは考えずに、利潤を追求するために水の消費量を増やしていくだ

ろう。当然業者 B も同じように行動することが考えられる。そして結局は双方とも過剰取

水から起こる外部不経済の望ましくない事態に陥るのである。 

ここでこの状態を先ほどの図３－１を応用させ分析する。なお簡略化のために死海周辺

には業者は２者のみ存在すると仮定する。図３－１と同様に横軸の右側には業者 A の生産

量、そして原点より左側に業者 B の生産量をあらわす。これは両者の水の使用量の合計か

ら外部不経済が発生することを意味している。D、D*、D**はそれぞれの業者 B の生産量

が q*、q**、0における場合の限界外部不経済曲線をあらわす。図３－１に対し図３－２は

業者 Bの生産量も含まれている。死海のケースは負の公共財であるため、業者 Aは業者 B

の生産量から生じる外部不経済も経験する。例えば業者 Bが q***量の水を消費した場合業

者 Aは自分が同じ q***量の水を消費した場合に生じる限界外部不経済と PQと同じだけの

外部不経済 OSを被る。 

そしてこのような場合の業者 A の行動様式は相手の行動を変えさせることができないこ

とを前提とし、業者 B の生産量を予測し自己の効用の最大化を図ることである。例えば業

者Bの排出量がゼロの場合は業者Aは q*****の量生産することが業者Aの私的利益を最大

化することである。しかしながら例えば業者 B が q**量排出削減を行う場合は生産量は

q*****から q****へシフトする。そして業者Aの純効用は ZOE*から ZYE**へと減少する。 

同様に業者 Bが q*量生産する場合は業者 Aの生産量が q***にシフトする。これが業者 A

の行動様式である。 

      価格 

       Z 業者 Aの限界利潤曲線   

        D 

             D* 

  

                 

       E**      D** 

                                                              E* 

                                    Y 

                                    S          Q 

                                                   

                                               P 

   q*           q**       q***       O        q***   q****   q***** 

業者 Bの生産量 ………………………………………………………….業者 Aの生産量 

図３－２ 業者 Bの排出を所与とした場合の業者 Aの私的均衡 
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当然業者 Bも同じように業者 Aの生産量を予測し、自己の利潤を最大化するように行動

する。このことを同様に図３－３を用いて説明する。業者 A の生産量がゼロの場合は業者

Bは q`の生産を行うことで私的利益を最大化することができる。そして業者 Aが q’’’量の生

産量を行うと業者 Bの生産量は q’から q’’に減少する。これは業者 Aによる外部不経済の影

響を業者 Bも被るためである。 

 

価格 

 

 

            業者 Bの限界利潤曲線 

 

限界外部不経済曲線 

      J* 

 

      J** 

 

 

  

                q’     q’’                                 q’’’ 

業者 Bの生産量         O    業者 Aの生産量 

 

 図３－３ 業者 Aの排出を所与とした場合の業者 Bの私的均衡 

 

以上のようにお互いに相手の生産量を与えられたものとして自己の利潤を最大にすべく

自己の生産量を決定する。例えば業者 A にとって業者 B が q***量の水を消費した時には

OS量の外部不経済を被り、業者 Bの水の消費量がゼロだった時と比べて（q***** - q****）

分の消費量を抑制しなくてはならない。そして試行錯誤の末、ある両者の生産量の組み合

わせに至った時、業者 Aの選んだ生産量と業者 Bの選んだ排出量が一致するならば、両者

は自己の生産量をそれ以上変えようとする動機がなくなり、両者の排出量は均衡する。こ

の状態をナッシュ均衡と呼ぶ。その調整過程を描いたのが図３－４である。 
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業者 Bの消費量 

 

 

 

 

  業者 Aの反応曲線 

 

 

                  N 

q’’’’ 

     業者 Bの反応曲線 

 

O           業者 Aの消費量 

                   q’’’’’   q*****                           

 

図３－４ 反応曲線によるナッシュ均衡への調整過程。 

 

図３－４において横軸は業者 Aの消費量、縦軸は業者 Bの消費量をあらわす。そして業

者 Aの想定する業者 Bの排出量に対しての自己の最適生産量をプロットした点の集合が業

者 Aの反応曲線である。例えば図３－３より業者 Bの消費量がゼロの場合、業者 Aの消費

量は q*****である。同様にしてプロットした点の集合が業者 Bの反応曲線である。 

そして業者 Aの反応曲線と業者 Bの反応曲線が交わった点Nがナッシュ均衡である。そ

の理由を以下に説明する。例えば業者 Bが水の消費量がゼロの場合、業者 Aの水の消費量

は q*****である。そして業者 A の水の消費量が q*****の場合の業者 B 自己の水の消費量

は業者 Bの反応曲線より q’’’’である。そして業者 Bの水の消費量が q’’’の場合は業者 Aの水

の消費量は q’’’’’へ変化しこれを繰り返すことによって点 Nに収束する。そして点 Nではそ

れ以上お互いに水の消費量を変化させることはない。したがって二つの反応曲線が交わる

点 N がナッシュ均衡点であるといえる。そして何らかの原因でどちらかの水の消費量が変

化したとしても上記のようにナッシュ均衡に向けて収束していく。 
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ナッシュ均衡の状態を図示したのが図３－５である。 

 

価格 

 

 

                                     A 

 

                                      B                                 

                                    

            M                                            

                                                                         L 

                          S                                R 

 

 

 

 

             F            K          O                         J             E 

業者 Bの生産量                                                    業者 Aの生産量 

図３－５ 業者 Aと業者 Bによるナッシュ均衡 

 

この図において業者 BがOKの生産をしたとすると業者 Aは自らの生産量と OKの生産

から生じる外部不経済を所与として自己の利益を最大化する。すなわち業者 A の限界利潤

曲線 AE と限界外部不経済曲線 KLの交点である R が私的利益最大化のための均衡点とな

り業者 Aは OJ量の排出を行う。そして業者 Bも同様に業者 Aの生産量 OJを所与として

自己の利益を最大化すべく生産を行う。均衡点は業者 B の限界利潤曲線 BF と JM が交わ

る S点であり生産量は OKである。このようにして決めた業者 Bの生産量 OKと始めに業

者 Aが推測した業者 Bの生産量 OKが一致した時に両者はお互いの生産量を変えるインセ

ンティブを持たずに生産量は均衡する。以上見てきたように、死海のような負の公共財が

当てはまるケースにおいて、何も規制が無い場合、それぞれの経済主体が合理的に行動し

た結果ナッシュ均衡状態に収束していくだろう。 

しかしながらこのナッシュ均衡は社会的最適ではなく、さらに社会全体の厚生を上昇さ

せる余地がある。図３－５の場合では業者 A の均衡点における限界利潤は高さ JR で示さ

れ、業者 Bのそれは SKで示される。両者の限界利潤は等しくなく、業者 Aの限界利潤が

業者 Bの限界利潤よりも低いため、業者 Aの生産量を減らし、その分を業者 Bの生産量に
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加えるとすれば社会全体の利益を増大させることが可能である。すなわち何も規制が無い

場合に達成されるナッシュ均衡は社会的最適な状態ではないということである。社会的最

適点、つまりパレート最適な状態にするためには両者の限界利益が等しくなるように生産

量を配分しなくてはならない。その方法を図３－６を用いて証明する。 

図３－５を第一象限にまとめたものが図３－６である。 

 

価格 

 

 

                                                                                

                                                                          N 

 

 

A         

B       C                                                          M 

                                        

P             Pb          Pa      P 

                                       

                                  S                                            L 

                                  R        

                                             

 

O            K              J     H      F                     E            G 

 

図３－６  負の公共財のパレート最適量 

 

図３－６において曲線 OL は図３－５における業者 B の限界外部不経済曲線、曲線 OM

は業者 A の限界不経済曲線。そして曲線 ONは社会全体における限界外部不経済曲線であ

る。曲線 ONは負の公共財であるため曲線 OLと曲線 OMを垂直に足したもので表すこと

ができる。なぜならば誰が消費したかによって外部不経済は決まるのではなく、社会全体

の総量で外部不経済が決定するからである。また曲線 BF は業者 B の限界利益曲線、曲線

AHは業者 Aの限界利益曲線をあらわし、曲線 BFと曲線 AHを水平に足したものが社会全

体の限界利益曲線である ACGである。この図においてパレート最適点は社会的限界外部不

経済曲線ONと社会的限界利益曲線ACGが交わる点Pであり最適生産量はOH量である。
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この OHを業者 Aと業者 Bに振り分ける方法はそれぞれの限界利益が社会的限界損失＝社

会的限界利益 HP と等しくなるように配分することによって達成可能である。図３－６の

場合は HP=PaJ=PbKとならなければならず業者 Aの生産量は OJ、業者 Bの生産量は OK

となる。そして OJと OKを足し合わせたものが OHになる。 

これを達成させるためには業者 A、業者 B のそれぞれに OJ と OKの量を生産させるた

めにはそれぞれ別の割合で課税しなければならない。具体的には業者 A には HS、業者 B

には HR（=HP – PR）、の量である。これにより社会的最適点な生産量を達成することがで

きる。 

 

                 価格 

 

 

A 

 

B 

 

                             Pb                       Pa 

               M 

                                                                     L 

                                 S                  

                                                    R 

                                                        

            F                                                                  E 

業者 Bの生産量   K  O      J        業者Aの生産量 

図３－７ パレート最適な水の消費量 

 

図３－７は上記の分析によって得られた結論を図３－５に応用させたものである。つま

り、業者 Aに対して HS（図３－７では PbSにあたる。）業者 Bに対してHR（図３－７で

は PaRにあたる）の量を課税したものである。業者 Aは業者 Bからの生産量 OKと自己の

生産量OJからの外部不経済 JRに加えて課税されたPaRが加算されたためOJの生産量で

私的均衡の最適化が達成される。また業者 Bも業者 Aの生産量 OJと自己の生産量 OKか

ら発生する外部不経済 KSと課税された PbSを考慮に入れ OKの生産量で私的利益の最大

化が達成される。またこの図においては業者 A、業者 B ともに予測した相手の生産量が一

致しており、これ以上生産量を変えるインセンティブを持たない。つまり図３－７の状態
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においてはパレート最適だけではなく、ナッシュ均衡も同時に成立していることになる。 

この分析が示すようにパレート最適状態を実現するためには業者 A、業者 B に違う税率

を課さなければならない。この場合は業者 Bには PbS、そして業者 Aには PaRである。こ

の課税を達成するには政府の均一的な公共サービスよりも環境 NGO により達成できる可

能性が高いといえよう。その理由は二つある。一つは環境NGOの方が政府に比べ、ボラン

ティアなどの労働力を使うことによってより安価にモニタリングをできる可能性があると

いうことである。そしてもう一つの大きな理由は自然環境や野生生物に対しての専門知識

のアドバンテージである。一般的に環境NGOには自然環境や生物についての知識・ノウハ

ウが蓄積されている。またそれだけではなく、他の環境 NGOとのネットワークを持ってい

ることも多く、情報を共有できるというアドバンテージも持っている。そしてこの政策を

達成させるためにはそれぞれの業者の外部不経済曲線の情報をできるだけ正確に知らねば

ならない。したがって専門知識を蓄えている環境NGOによるモニタリングの方が政府のモ

ニタリングに比べてより質のよいものになる可能性が高いと言える。この二つが環境 NGO

によるモニタリングを推奨する理由である。 

ただし、もちろんこれは環境NGO単体で行うのではなく、現実的には当然政府との協働

によって達成していかなければならない。実例を挙げるとギリシアのウミガメ保護プロジ

ェクト STPS（Sea Turtle Protection Society Greece）ではウミガメを守るためにあらゆる

モニタリングを行っている。例えばウミガメを見に行くための Boat Tour では必ずボラン

ティアがその船に乗り込み、ボートとウミガメまでの距離の計測や船のエンジンを止めて

いるかどうかなどのウミガメに対する影響を計測している。またウミガメが産卵するビー

チにおいてそれぞれのレストランがウミガメの卵の巣に対して危険ではない場所で営業活

動を行っているかも確認している。このように環境 NGOは継続的にデータを収集している。

そしてそのデータを地方自治体に提供し、著しく悪影響を与えている場合などには自治体

によってその業者に対して注意を促す、罰金を課すなどの仕組みとなっている。このよう

に環境 NGO の安価な労働力を利用してそれぞれの業者に対して決め細やかな対応をして

いくことは実際に行われている。 

死海の場合ではあるが、ここでは各ホテルや、養分採掘業者、商業施設などに対して水

使用量の各主体毎の監視による課税を提案したい。そうすることによってナッシュ均衡状

態からパレート最適な状態へ移行し、社会的厚生を増大させることができる。またこの政

策の優れている点は、外部不経済を少なく経験する業者に対してより多くの課税を行うこ

とができる点である。外部不経済を少なく経験するということはそれだけ水の消費量を増

やしているということを意味している。逆に外部不経済を多く感じているということは水

の消費量を減らすということを意味している。つまりより多くの外部不経済をもたらす業

者に対してはより多くの課税を、より少ない外部不経済をもたらす業者にはより少ない課
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税を行うことができるという点で均一的な課税に比べて公平感があるといえるのではない

だろうか。したがって多くの水を消費している業者には水の消費を抑えることによって利

潤を増大させることができるので、水を節約するためのインセンティブを与えることがで

きる。 

例えば図３－７においては曲線 JM（業者 Bが体験する限界外部不経済曲線）の方が曲線

KL（業者 Aが体験する限界外部不経済曲線）に比べて傾きが急である。これは業者 Bの方

が業者 A に比べて外部不経済をより多く体験するということを意味している。そして業者

Bに課せられる税は PbS、業者 Aに課せられる税は PaRである。したがって PbS<PaRと

なり、より多く外部不経済を感じている業者 B に対する課税がより少なく外部不経済を感

じている業者 Aに対する課税よりも少なくなっていることが分かる。 

 

これまでの分析をまとめると、死海はナッシュ均衡状態にあるが、環境NGOによるモニ

タリングによる各経済主体へのそれぞれ別の税率の課税によって、パレート最適な状態に

達することが導かれた。そしてその政策を実践するためには安価な労働力、専門的知識を

持つ環境NGOの力が大きく役に立つであろうという結論に達した。そして当然、業者など

の協力無しではこの政策は成り立たない。なぜならば実際には業者が協力的な態度を取る

ことは業者にとっての損失を意味し、業者と環境NGOは対立しうるからである。この問題

を解決するためには政府の強制力などのルール作りも必須である。環境NGOとしては政府

に対して問題提起を行い、一国も早く行動に移すことで、コミュニティ全体を巻き込んで

いかなければならない。環境NGO、政府、そして業者、この３者が一体となり、初めてパ

レート最適な状態が達成できるといえる。 

 

※この章で用いたモデルは『環境経済学』柴田弘文著 の第 4章、第 10章を参考に作成し

たものである。 
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３－２ 持続可能型ツーリズム認証制度 

 

現在世界各地でエコツーリズムに対する需要が高まっているが、それが逆に一人歩きし

てエコツーリズム、エコツアー、エコロッジなどという名前を冠したまがい物が市場に出

回っているという報告がされている。例えばある調査によると南米ペルーのクスコにある

旅行業者のうち本当に『エコ』という看板にふさわしいのは１０％にも満たないと言われ

ている。またエコツーリズムの先進国オーストラリアでさえ同じ問題が起こっている。こ

うした原因はエコツーリズムという言葉の曖昧さからきていると言える。 

そして実際に環境保護に対して多くのWTPを意思表示している例は多い。例えばアメリ

カで行った調査によると、63％の旅行者が訪れる地域の自然保護のためならば 50ドルまで

払うと答え、さらに 27％は 200ドル払ってもよいと回答した。そしてコモド国立公園の調

査では平均して訪れた人々が現在の入場料の 10倍を払ってもよいと答えている。それだけ

ではなく 83％の人々が環境に配慮した旅行サービスを支持し、平均して６％上乗せした金

額を払ってもよいと答えている。イギリスの旅行者の 9 割は地元の環境保全をすることが

旅行者を含め、業界の責任だと考えている。また前述のように死海地域に住む住民のよう

に途上国の住民でも死海を保護するために少なく無いWTPを意思表示している。このよう

に環境を保護するためのコストであるならば旅行者はもっとお金を支払っても良いと答え

ているのである。 

しかし何も規制が無い状態では旅行業者にとっては競争市場による価格下落の圧力がか

かるため進んで環境を保護するためにコストを払うインセンティブは働かない。また需要

者にとってもいくら環境に対して保護的な旅行業者を選びたくても情報の非対称性によっ

て差別化を行うことができずに、価格の安い業者、つまり環境に対して配慮の無い業者が

市場に残る構造になってしまう。 

こうした事態を重く見た各国の政府機関や環境 NGO はこうしたグリーンウォッシング5

を防ぐために環境認証システムを導入し始めている。ここではいくつかの例を紹介したい。 

 

・オーストラリアの NEAP 

 

オーストラリアの環境NGO、EAA(Ecotourism Association Australia)、は 1996年に宿

泊施設や、ツアー、アトラクションなどに対して評価を与えた世界で初めてのプログラム

NEAP(Nature and Ecotourism Accreditation Program)を開発・導入した。このプログラ

ムの特徴は認証を企業に対してではなく、それぞれの商品に対して発行していることであ

る。このプログラムは 4 段階のレベルを持ち、需要者にとってエコツーリズム度が分かる

                                                   
5 エコツーリズムブームに乗じて偽の商品を販売し、利益を稼ぐ行動を指す。 
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仕組みとなっている。 

またガイドの質の向上を恒常的に目指して、エコガイドのための資格制度を導入するな

ど多角的にエコツーリズム開発に取り組んでいる。2002年の時点でオーストラリア国内で

140社、500件がこの認定を受けている。そしてこの認証システムのノウハウは現在世界中

に輸出され採用されている。 

 

・グリーングローブ２１ 

 

グリーングローブ２１のように世界標準で使用されているものもある。グリーングロー

ブによる審査に合格すれば認証ロゴの使用が許可される仕組みになっている。認証ロゴを

取得したものはその事業内容のサステイナビリティが高く評価されたことになり、そのこ

とを宣伝目的に利用することができる。この認証プログラムには 3 段階の等級があり最も

高いレベルの認証を受けた業者は独立機関に評価され、業務を改善するための支援を受け

る。またそのための監査は定期的に行われる。 

 

グリーグローブ２１の認証ロゴ  

Green Globe21 ウェブサイトより抜粋 

 

・ エコテル 

 

エコテルとは Eco Hotelを略した造語である。エコテルはアメリカの HVS Eco Services

が作った環境に配慮したホテル経営プログラムに対するエコラベルである。エコテルは環

境の改善を希望するホテルの依頼を受けて環境監査を実施、その結果に基づいて、具体的

な改善方法を提言しており、①環境保護への取り組み姿勢、②固形廃棄物の管理、③省エ

ネルギー、④節水、⑤従業員教育とコミュニティー参加の５項目ごとに審査し、その結果

に基づいて、項目別に認定する仕組み。全世界でもこの 5 つの全ての項目の認定を受けた

のは 5つしかなく、取得することができれば価値のあるプログラムであると言える。 
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エコテルの認証ロゴ 

ECOTELホームページより抜粋 

 

上記 3 つ以外にも多くの認証システム、エコラベルが存在しその多くに環境 NGO が携

わっている。 

これらの認証システムによって情報の非対称性が解消され、環境保護的な需要者も自己

の満足のいく業者を選択することができるようになる。また認証を受けた業者は自己の市

場価値を高めることもできる。 

認証システムの供給は政府でも環境 NGOでも民間企業でも可能である。しかしこの認証

システムの構築のための大きな一翼を担っているのが環境NGOであると言える。その理由

は３つある。 

一つ目の理由は環境 NGO によって供給された場合に世界標準の認証システムの供給が

可能であるためである。なぜならば環境NGOの中には世界中で活躍している団体が存在し

ているからである。各国によってそれぞれの国が異なった認証システム・ロゴマークを採

用するよりも世界共通で基準を統一し、認証システムやロゴマークなどの観光者に対する

認知度を上げて取り組んだほうが効率が良いと考えられる。いくら優良な認証システムを

開発していても消費者に知られていなければ意味が無いのである。 

二つ目の理由は環境 NGOはその巨大さとネットワークを用いて、世界中で専門知識やノ

ウハウを共有することができる利点があるからである。 

三つ目の理由は契約の失敗を防ぐためである。大量に消費される財であればやがて需要

者にも正確な情報は行き渡るが、一般的に観光の場合は一回きりということが多く市場に

正確な情報が伝わらないため情報の非対称性が解消するのは難しいと考えられる。したが

って契約の失敗が起こる可能性が少ない NGO が適した供給者になり得るのである。当然

NGOも政府との協力によってこのプロジェクトを推進し、法整備などに努めるべきである。

というのも認証システム取得のために旅行業者がお金を出して認証プログラムを買うだけ

の場合が実際に行われているからである。したがって営利追求を目的としない、環境NGO

が認証することによって不正な金を受け取るリスクが減るといえる。 

 

しかし現実的には政府には認証のためのノウハウがある場合や国境を超えて他国と協力
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的に認証を行うとなると非効率になることも考えられる。そして認証のためには多大な労

働コストがかかる。例えばグリーングローブ２１では認証を与えた業者に対して、水準を

保っているのか確かめるために定期的に監査を行っている。もしNGOによって活動を行う

ことが可能であるならば、労働コストが安く政府機関よりも質の良い仕事を行うことがで

きるNGOが行ったほうが効率的であるといえる。 
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第第第第４４４４章章章章    考察考察考察考察    

 

第 3章で見てきたように環境NGOがモニタリングを行い、各業者ごとに対して別々の額

の課税を行うことによって、ナッシュ均衡状態からパレート最適な状態へ移行させること

ができることを理論モデルを用いて証明した。しかし実際問題として一つ一つのホテルや

旅行業者に対して別々の額を課税することは不可能と言えるだろう。そこでより現実的な

代替案として、市町村などの地域ごとにそれぞれ課税を行うということを提案したい。も

しそれも難しいのならば死海を共有する二つの国であるイスラエルとヨルダンに対して

別々の課税を行うべきである。そしてそれを提案することができるのはやはり中立的な立

場にいる環境NGOなのではないかと私は思う。死海という恵まれた環境資源はイスラエル、

ヨルダンのものではなく、人類の共有資源として正しい方法で管理するという発想が今こ

そ必要になっている。 

そして実際に環境保全のためにより多くの金額を払ってもよいと答えている旅行者がい

るにも関わらず、情報の非対称性を利用して自己の利益のみを最大化させようとする旅行

業者が市場で勝ち残っていくことは憂慮すべき事態である。こうした旅行業者の行動を変

えさせる可能性を持っているのが持続可能型ツーリズム認証システムである。エコツーリ

ズムは近年急速に流行したものであり、まだまだ環境認証システムの取り組みも発展段階

だと言わざるを得ないだろうが今後の発展を見守っていきたいと思う。 

さてここで以上二つの政策を実施するに当たって考えられる障壁を挙げてみたいと思う。

まず課税制度についてであるが、政府は一般的に観光市場を拡大するために税制を優遇し

たり、インフラに対して補助金を出したりしているのが現状でありその中でビジネスのチ

ャンスを減少させる課税を行うことは難しいかもしれない。そして観光業者もこのような

課税に対して協力するかどうかも疑問符がつくところだろう。これらの問題は環境 NGOが

いかに説得力を持った形で交渉するかにかかっているといえる。そして持続可能型ツーリ

ズム認証システムであるがやはり一番の課題はいかに知名度をあげていくかにかかってい

るといえる。この問題に関して各環境NGOは横の連携を深め、協力して世界標準となる認

証ロゴを開発する必要があると私は思う。 
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終わりに・・・ 

 

今回私がこのテーマを選んだきっかけとなったのは 2005年の夏にギリシア、ザキントス

島で環境保護NGOに参加したことと、観光地化が環境破壊の原因を起こしていることを目

の当たりにしたことが大きなきっかけとなった。 

私なりにザキントス島の環境破壊を観察した結果、一番の大きな原因は環境保護に対す

るインセンティブの欠如にあるのではないかと考えた。観光産業は参入が容易であるため、

過当競争が繰り広げられており、たとえ環境を破壊することが自分の損失につながること

が分かっていても自分だけ環境保護を行うことは競争での敗北を意味するからである。実

際に自分のビジネスが邪魔されるからといって全く我々の調査に協力しない業者も存在し

た。 

こういった状況を打破するためにはやはり経済的手段を導入し、個人の最適と社会全体

の最適を調整するのが最も効率的だと考え、自分の学んだ環境経済学と自分の経験をあわ

せて当論文を作成した。 

当論文において NGOの政府に対する優位性として１．安価な労働力と２．豊富な専門知

識を挙げた。実際に政府機関の人間も我々とともに環境保護活動を行っていたが活動の効

率性という観点からすると比較にならないほどNGOが勝っていた。社会においてこれを使

わない手はないと言えるだろう。 

死海については現在衰退を続けており、このまま対策を打たなければ、塩類集積によっ

て滅びた古代文明と同じ運命をたどることになる。古代文明が滅びたのは無計画に灌漑を

行ったことが原因である。そして今全く同じように無計画な競争により死海は消滅しよう

としているが何としてもそれを避けなくてはならない。それを防ぐために立ち上がったの

が NGOであり、私はこの論文で新しい勢力であるNGOを活かすことでどのように効率的

な観光市場を達成できるかを証明した。 

私はギリシアで NGO が政府と協力することによって環境破壊を抑え持続可能な観光に

貢献することができると強く感じた。まだまだ論理的に甘い部分もあるとは思うが持続可

能な観光に NGOが貢献することができるならば喜ばしい限りである。 
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