
図6-3 内部要因によるローカル・コモンズにおけるnoro概 念の揺らぎ (1960年 代-2003年)
注) ローカル・コモンズにおいて、ビチェ村住民、VP集団、M集団の間に相互利用ネットワークが形成されているが、本図では略した。

ピチェ村住民には、VP集団およびそのrorotoが含まれる。

2.2. 外部要因によるnoro概 念の揺らぎ

外部からビチェ村 に影響 を与えたものとしては、キリスト教、旅客船、漁船 、政府、伐採企業、

NGOが 挙 げられ る。

1960年 代には 、旅客船の来島により四分化境界 が強調されて、ビチェ村の木彫り細工 用樹

木の成員利用権がVP集 団にのみ認められるようになった。チュビウルでは、ビチェ村 のVP

集団にのみ成員利用権 が認められた焼畑用地が作 られた。

「働きかけ」の重視 ではなく、「境界 」の強調により、他村者 、他 集団による焼畑用地の一部

および木彫 り細工用樹木の利用が制限されるという、「ケチ」な方向に部分的 に揺 らぐこととな

ったのである (図6-4)。

1970年 代には、ビチェ村のVP集 団であれば、ポレレに働きかけなしで優 先利用権の認 め

られたカカオ栽培区画を持つことができるようになった (図6-4)。 境界の強調 は、区画を形成
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し、他集団の利用を排 除していくという「ケチ」な方向に、ローカル-コ モンズの一部 を揺らがせ

ていくことになったのである。

1960年 代 、1970年 代に始まった、これ らの部分的なローカル ・コモンズの揺らぎは、2003年

においても続 いていた。

図6-4 外 部 要 因 に よ る ロー カ ル ・コモ ン ズ に お け るnoro概 念 の 揺 らぎ (1960年 代-1970年 代)

注) ロー カル ・コモンズ にお いて、ビチェ村 住 民 、VP集 団 、M集 団 の間 に相 互 利 用ネ ットワー クが形 成 され てい るが 、本 図 では略 した。

1960年 代か ら1970年 代に か けて生 じた主 な揺 らぎの みを記 し、それ 以 前 の揺 らぎにつ いては 省 略 した 。

ビチェ村住 民 には 、VP集 団お よびそのrorotoが 含まれ る。

1980年 代には 、ソロモンタイヨー社の漁船 団の操業により、気前の 良い漁獲物分配の象徴

であったワルサ漁が衰退した。また、同時期には市場価格 の低迷によりコプラ販売も衰退し、

他出したM集 団成員を含む村全体 での気前の良い振舞いや相互扶助 が限定的になった138。

そして、日常的 に働 きかけを行 いあうビチェ村内の一部 の住 民、家族同士での相互 扶助が主

138 村全体 での気前の良い振舞いや相 互扶助の限 定化は、 人 口 ・世帯数 の増加 とい う内部要因に

より、一部の世帯間 で行 えば必要 な労働 力を賄 えるとい う側面があ った とも考え られ る。
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となったのである (図6-5)。

1990年 代 に入り、旅客船や漁船の来 島が活発化すると、ブロ島の木彫り細工用樹木やそ

の周辺海域での魚介類の販売 目的での利用、およびビチェ村 内の石については、VP集 団以

外 は利用禁止もしくは有償 利用のみ が認め られるようになった (図6-5)。 四分 化境界の強調

により、ローカル ・コモンズは部分的に「ケチ」でかつ「利用 禁止 ・有償化」という「厳格 さ」を重

視する方向に揺らいだのである。1980年 代 、1990年 代に生 じたこれらの揺らぎは、2003年 に

ついても続 いており、修正されることはなかった。

図6-5 外 部要 因 によるローカル ・コモンズ におけるnoro概 念の 揺 らぎ (1980年 代-1990年 代前 半)

注) ローカル・コモンズにおいて、ビチェ村住民、VP集 団、M集団の間に相互利用ネットワークが形成されているが、本図では略した。
1980年代から1990年 代前半までの主な揺らぎのみを記し、それ以前の揺らぎについては省略した。

ビチェ村住民には、VP集団およびそのrorotoが含まれる。

1990年 代 後 半 以 降の 商 業 伐 採 においては 、伐 採 権料 のVP集 団 による独 占が行 わ れ た。

販 売 目的 での 資源 利用 に おいて 、四 分 化境 界 が 強 調 され 、VP集 団 以外 の 他 村者 に対 する利

用 規 制 が 作 られ たの である (図6-6)。

また商 業 伐 採 時 には 、村 人 による販 売 目的 での 建 築 用 樹 木 の 伐 採 を禁 じる保 護 区 も設 け
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られていた。ビチェ村住民のなかで、カカオ栽培区画という境界が強調され 、伐 採跡地の焼畑

利用という「建て前 」のもとに、利己的な建築用樹木 の伐採が進み 、保護 区という境界 は軽視

されることとなった。失敗には終わったものの 、他者を厳 しく非難したり排除 しないという寛容さ

を越えた、「厳格さ」を持つ規制が試みられたのである。

さらには商業伐採という外部要 因により、自然資源や村人 自身 (労働 力) が収入 源に変わ

るなかで、ビチェ村の人 々は、対外 的には四分化境界を強調 し、「利用 禁止 ・有償 化」という

「厳格さ」を持つ規制を形成する一方で、他 村が境界を持ち出して、伐採権料を独 占しようとす

るとそれを非難した。ビチェ村が利益を得られ るように境界を強調 し、ときに無視するという「し

たたかさ」を形成してきたのである。

また、共同利用 資源 に対して、伐採労働 に従事するという「働きかけ」を重視することで、各

個人が賃金を得るという方向にも揺らぐこととなった。みなで「豊かさ」を享 受するのではなく、

働きかけ (雇用労働) を行った各個人が利益を得ることが、伐採企業に雇用されるなかで広ま

っていくことになったのである (図6-6)。

図6-6 外 部 要 因 に よ る ロ ー カ ル ・コ モ ン ズ に お け るnoro概 念 の 揺 ら ぎ (1990年 代 後 半-2000年)

注) ロー カル ・コモ ンズ におい て、ビチェ村 住 民 、VP集 団 、M集 団 の間 に相 互 利 用 ネットワー クが 形 成 され てい るが 、本 図 では略 した 。

1990年 代 後 半か ら2000年 ま での主 な揺 らぎの み を記 し、それ 以前 の 揺 らぎにつ いて は省 略 した。

ビチェ村住 民に は 、VP集 団 およびそ のrorotoが 含 まれ る。
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2001年 以降、相互利用 ネットワークについては、相互扶助への参加の程度を重視してタダ

乗 りを防ぎつつ、ビチェ村 内での無償 での「相互 扶助」を維持 し、ビチェ村住 民以外 の利用は

部 分的に有償化され ていくことになった (図6-7)。 相互扶助に参加 しない村人が 、無償での相

互 利用 ネットワークから排除され、いかに個 人が相互利用ネットワークに働きかけているかが、

重視されるようになったのである。

さらに、農作 業グループの形成や製材作業の無償労働化による参加拒 否のように、個人的

に雇用されることで現 金収 入を得ようとする動きも生 じた。みなで 日常的に相互扶助を行うの

ではなく、働きかけを行った村人が利益を得るという方 向への揺らぎが生じたのである。

図6-7 外部 要因 によるローカル ・コモンズにおけるnoro概 念の揺 らぎ (2001年-2003年)

注) ローカル・コモンズにおいて、ピチェ村住民、VP集団、M集団の間に相互利用ネットワークが形成されているが、本図では略した。
2001年 から2003年までの主な揺らぎのみを記し、それ以前の揺らぎについては省略した。

ビチェ村住民には、VP集団およびそのrorotoが含まれる。

非VP集 団 に対 す る建 築 用 樹 木 利用 の有 償 化 を主 張 す る村 人 もいた。また製材 販売 時 に

は 、ココヤ シ林 内 の 建 築 用 樹 木 の 優 先 利 用 権 を主 張す る村 人 が いた ほか 、製材 販 売 利 益 の

ビチェ村 住 民での 分 配 も計 画 され た 。四 分 化 境 界 や ココヤ シ林 とい う「区画 」の 強 調 に よる利
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用規制 の厳格化、およびケチで利己的な方向に揺らいだのである。

その一方で、製材販売の実施を通して、建築用樹木がM集 団 (販売 目的についてはビチェ

村のVP集 団) の成員利用権の対象であり、気前良く寛容に共同利用し、製材 品およびその販

売利益をビチェ村のVP集 団に平等に分配することが強調された。製材品については、他村の

M集 団にも無償で提供された。建築用樹木について、四分化境 界は無視され 、「気前の良さ」

と「寛容さ」を取 り戻すことになったのである。

2.3. noro概 念の揺らぎの方 向性

ローカル・コモンズの基盤となるnoro概 念は、部分的に揺れ続 けてきた。ココヤシ林やカカ

オ栽培区画内の野生植物への優先利用権の主張や、非VP集 団に対する建築用樹木の利用

有償 化のように、村人全体の共通認識とならなかったものもある。

しかしなが ら、ビチェ村のローカル ・コモンズの動態を総括すると、資源 の共同利用を基盤

にしつつ、自家消費 目的での利用については、「寛容さ」、「気前の良い振舞い」や「相互扶助」

的な活動が維持されていた。そしてごく一部の資源、人 々について、「働 きかけの重視」による

「ケチ (利 己的 ・わ がまま)」な優 先利用権 が形成され、無償 での相互利用ネットワークからの

排除という「厳格さ」を含む規制を形成する方向に揺らぐに止まっていた。

その一方 で、収入源 に関わる資源利用については、「境界 の強調」、「厳格さ」を含む利用

規制 、M集 団からVP集 団への資源の共同利用集団の限定化という「ケチ (利 己的 、わ がま

ま)」な方向に揺らぎ、また相互扶助の部分的な「雇用労働」化という、「したたかさ」も形成 しつ

つあった。

noro概 念を外れた行いは、vusivusiであり、自らの「貧しさ」を示すことにもつながる「恥ずべ

きこと」と認識されてきた。しかしながら、そのような「恥」を埋めるもの があった。それ が「金銭

(有償 化や雇用労働)」や「境界」という、外部社会の道具や制度であった。

自らが現金収入を得るための利 己的な活動 に従事 し、相互扶助に参加できない (もしくはし

たくない) ことを恥 じる村人は、他者 に現金を支払うことで手伝 いを請うていた。また、他の村

人も利 己的な村人に対し、現金の支払いを求めたのである。

また、木彫 り細 工用樹木や建築用樹木のような共同利用資源を収入源として、利 己的に利

用する他村者に対しては 、「境界」という外部社会の制度 (概 念) を強調して、有償 化という厳

格 さを含む規制が試みられた。「金銭」や「境界」は、「恥」を埋め、覆い隠すための道具であり、

また恥ずべき行いを繰 り返す村人に科され る足枷 ともされたのである。

ビチェ村の人々は、「境界 」を強調して、資源利用集団の限定化を進 め、ビチェ村のVP集 団

を核として、noro概 念を維持する一方で、核外 に位置する外部者、もしくはnoro概 念 に外れた

行いをするビチェ村の一部の村人に対 して、「雇用労働」と「有償 」化 による「厳格さ」を含む利

用規制、「ケチ」な対応をし、ときに金銭の授受によって恥ずべき行いを受 け入れ るような、「し

たたかな壁」を形成したのである (図6-8)。

「働きかけ」は、もともと「気前の良さ」、「寛容さ」、「相互扶助」という3要 素を支え、また進め

ていくためのものであった。しかしながら、「働きかけ」を重視すること自体が 、ときに3要 素を
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脅か しかねないほど、強調されるようになり、noro概 念の核に加わっていった。さらには、ビチ

ェ村 以外 の住民による販売 目的での資源利用などに対して、noro概 念ではなく、「したたかな

壁」による対応もなされるようになっていったのである。

菅 (2005: 23) は、正 当性とは 「あくまで人間の認知によって生 じるのであって、不変で普遍

に絶対 的な規範として存在するものではない」とし、地域や社会 、時間の文脈によって変容す

ると主 張している。ビチェ村では、正当性を形成するnoro概 念の各要素が状況によって強調さ

れ たり、また軽視 されたりすることで部 分的 に揺 らぎ続 けていた。ビチェ村のnoro概 念は、複

数 の要 素で構 成されており、また例外を厳 しく諌めないような「寛容さ」や、絶対的な権 利では

なくあいまいさを含 む「働きかけの重視」を構成要素に持つことで、「不変で普遍に絶対的な規

範」とは成り得ていなかったといえよう。

図6-8 核 としてのnoro概 念と対外的 に形成されたしたたかな壁

2.4. 村人が求める地域発展の姿

ビチェ村の人 々は、自家消費 目的での資源利用を中心 に、M集 団とのつなが りは維持しつ

つも、ビチェ村 に居住するVP集 団を相互利用ネットワークや販売 目的での資源利用 における

「核」とするようになっていた。しか しながら、ビチェ村に居住するVP集 団という「核」の内部 で

も問題が生じていないわ けではなかった。

ビチェ村の人々にとって、製材 販売が中断した2003年 は、新たな収入源を模索し、また住

民間の不和、雇用労働 の重視、漁獲物の販売を問題視 していた時期であった。

1998年 から2000年 にかけて激化したマライタ島出身者 とガダルカナル島民との紛争 により、
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ソロモン諸島への外国 人旅行者は減少した (図6-9)。 ビチェ村の人 々も木彫り・石彫り細工な

どの土産物の販売が難しくなっていた139。

図6-9 ソロモン諸 島における外 国人旅 行者 数 変化
出 所) Central Bank of Solomon Islands (2002-2005) Central Bank of Solomon Islands Annual

Report 2001-2004, Central Bank of Solomon Islandsお よ びCentral Bank of Solomon

Islands (2005) Quarterly Review December 2005, Vol.17, No.4か ら作 成 した 。

注) 2002年 から2004年の旅行者数については、正確な統計がないものの上記資料において
5000人 前後と推定されていた。

2000年 には、ビチェ村の未婚男性3人 がマリファナの栽培と販売を始めていた。2003年 に

は、6人 の未婚男性が他の村 人らに隠れて栽培するようになっていた。マリファナの栽培 は、

SDAの 教 義において禁止されているのみでなく、ソロモン諸 島の法律においても、その栽 培、

販売は禁じられ ていた。栽 培者については、罰金2,000SID (約4万 円) もしくは3-5年 間の懲

役が科せられることとなっていた。

マリファナは、ベカベカ中高等学校の生徒などに販売されていた。しかしなが ら、2004年 に

は、その手伝 いをした女子生徒 (ビチェ村 出身) がマリファナを持っているのを見つかり、退学

させられ 、マリファナ販売も終 了することとなった140。収入源を模索するなかで、違法 な植物 の

栽培、販売に手を出す村人まで生じていたのである。

139 村人の一部 は、2003年 か らソロモ ン諸島に駐留 し始めたRAMSIの 警察官 な どに土産物販 売を

試みていたが、ホニアラへの旅 費がかか ること、また販売の仲介 を依頼 した都市在住者 による

販売利益の着服 により、安定 した収入 にす るには至 っていなかった。
140 ビチ ェ村のtinoni poraporanaら は、 マ リファナ栽培 が発覚す ると栽培者 らを厳 しく諌 めて

いた。栽培者 の1人 は、tinoni jama jamaか ら蹴飛 ばされ るとい う強い制裁 も受 けていた。

ガ トカエ島では、1990年 代 にペ ンジュ ク村でマ リファナ栽培が始め られ、逮捕者 も出ていた。

ホニアラでは、マ リファナが1巻1SID (約20円) で販売 されている との ことである。

2004年8月 には、RAMSIの 警察官 がマ リファナ栽培者な どの摘発 と逮捕を 目的 に、ガ トカエ

島を訪れた ものの、海 が荒れてお り、 ビチ ェ村 に向か うことができず 、マ リファナ を栽培 した

村人が逮捕 される ことはなかった。

ただ、たまたまカ ヴォラ ワタ村 を訪れ てい たビチェ村の男性1人 が、村人に請 われ て濁酒 を

造 り、警 察官に逮捕 されていた。 この男性 は、罰金2,000SID (約4万 円) を科せ られ た。
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また2001年 以降、ローズマリーによる魚の買い取 りも中断していた。未婚男性を中心に、

一部 の村人の収入源 になっていたナマコについても、2002年 には獲 りすぎにより枯渇化して

おり、2003年 はナマコ採集 が行われていなかった。村 人の主要な収入源 は、石壷やタカセガ

イ、他村への余剰農作物の販売のみになり、村人の多くは新たな収入源を模 索していたので

ある (表4-1)。

そんななかで、2003年 にはビチェ村のVP集 団の成員であるヘンソン (Henson、 図1-6) が、

木彫 り細 工用樹木であるコクタンの一部を他村で販売してしまうという事 件が起 きていた。木

彫 り細 工作 りの活発なヴァングヌ島北部の村 々では、村 人同士で木彫 り細工 用樹 木の販売

が行われていたが、ビチェ村 の村 人が村内の木彫り細工用樹木を他村に販売したのは、この

事例 が初めてであった。

VP集 団の成員利用権 の対象であり、共同利用されていたコクタンを勝手に販売してしまっ

たヘンソンは、他の村人らの冷たい視線を浴び、影で非難され ることとなった。2003年12月 、

ヘンソンは嫌がる家族を連れて、妻の出身地であるペンジュク村に移住 し、伐採企業に雇用さ

れるようになった。現金収入を獲 得するための資源利用をめぐる不和 により、他 出する村人が

生じたのである。

また、ビチェ村の人々は、1998年 からロッジ経 営を始めていたものの、2003年 には閉鎖 して

いた141。ロッジの閉鎖 は、旅行者の少なさによる村人のやる気 の減退 のみでなく、ロッジの利

益を一部の村人が着服 しており、他の村人がロッジの運営や修復作業に協 力しなくなったこと

が大きかった。

141 ビチェ村 において、最初に ロ ッジ建設が試み られたのは1982年 であった。 ホニアラで博物館

の館長に会ったイアニ らは、地図 を見た館長か ら旧住居が あった ヴォ リヴォリにロ ッジを建て

てみては どうか と推薦 された。かねてか ら白人旅行者が 日帰 りで村を訪問 していたので、 ロッ

ジを建て よ うとい う考えは村 人に もあった。居 住域 のそば にロッジ を建てる と裸 で騒 いだ り、

飲酒や 喫煙 、安息 日を守 らないな ど、村人 と問題を起 こす ことが 考え られ、村 会議では居住域

か ら離れ ている ヴォ リヴォ リに ロッジを建てるこ とが決め られた。 しか しなが ら、参加を渋 る

世帯があ り、みな でロッジを建て よ うとい う意欲に欠けていたため、建築 作業 が進 まず、 ロッ

ジ建設は中 止され ることとなった。

1994年 には、ニュー ジーラン ド政府によるマ ロヴォ ・ラグーンの世界遺産プ ログラムの一環

(他には蜂蜜 と製紙プ ロジェク ト) として、エ コ ・ツー リズム支援 が始まったことを受けて、

再度 ロ ッジを建て ることが村 会議 で提案 され た。村人 全体での ロッジ建設は失敗 したため、今

回は村 人を出身親族集 団 ごとに、パカ とヴァンゴロの2グ ループに分 け、各 グループで ロッジ

を建てる ことが決め られ た。建築場所 は、旅行 者が訪問を好み そ うな美 しい砂浜であるマゴ ト

ゥとされ た。エ コ ・ツー リズムの担 当官 らが1995年1月 か らビチェ村 を訪れ、 ロッジが完成

し次第、マ ッ トレス、貯水 タンク、無線、太陽電池な どを無償で提供す るこ とが村人 に伝 えら

れた。

しか しなが ら、サ ゴヤ シの 葉で作 った屋根な どをマ ゴ トゥまで運ぶ のが大変であ り、 また、

マ ゴ トゥまで歩いて ロッジに泊 まることを旅行者が嫌が ることがわか り、結局2グ ルー プ とも
ロッジ建設 をあきらめるこ ととな った。

その後、1990年 代初 めにソンビロ村に ロッジを建設 していた村 人が、ビチ ェ村の聖域 に関心

を持つ 旅行者が多い ことか ら、ビチェ村の居住域内 にロッジを建て ることを提案 した。1998年

に ロッジ建築が始 め られ、 ロ ッジ運営に強い関心のある7世 帯が 参加 した。 ロッジの完成後 、

ニ ュー ジー ラン ド政府 か ら、無線機 と太陽電池の提供 を受けた。 ロ ッジは、援助 を受 けるのが

遅れ て (Late) しまった ことか ら、 レティナ ロッジ と名付 けられ た。
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また2003年11月 には、ペンジュク村で操業していたSS社 が、タンバカ周 辺での商業伐採

契約を持ちか けた。伐採企 業に対する不信感 、商業伐採による資源の枯渇、ナッツ林 やココ

ヤシ林などの損傷を危惧 し、ビチェ村の人々は商業伐 採の再導 入に反対した。村会議でも伐

採契約を結ばないことが決められた。

するとSS社 は、商業伐採後 に船外機と10万SID (約200万 円。2003年 時、1SIDは 約20

円) を寄贈することを約束し、契約の締結を迫った。村人の多くは反対したが、タンバカの一部

でのみ伐採を認めることが村会議で決め られた。商業伐採再導入の決定は、伐採契約 にサ イ

ンした者には2,000SID (約4万 円) を支払うというSS社 の甘言にのせられたハ ローニとジョヘ

ンソンらが村会議の 主導権を握ったことが大きかった。結 局、ハ ローニ とジョヘンソン、サラッ

ディ、ウィンタ (Winta) の4人 が伐採契約書にサインし、2,000SIDず つ計8,000SID (約16万 円)

を受け取った。4人 は、サイン料8,000SIDを 他の村人に分配しなかったため、村人は強い不満

感とハローニ らに対する不信感を持つこととなった。

2003年 は、村人が新たな収入源を模 索していたのみ でなく、マリファナやコクタン販売 、ロッ

ジ運営、伐採契約を巡って住 民間に不和が広がっていた時期でもあったのである。

また2001年 までに、村人は7台 の船外機 を持つようになっていた。このうち2台 は伐採企

業から得たものであり、1台 は伐採権料で購入したものであった。村人は船外機を利用して獲

った魚 については、ガソリン代がかかっていることを理 由に、他の村人に贈 与するよりも販売

することを選ぶようになっていた。

前述のように、1990年 代に入 り旅客船や漁船 、ホニアラへ の魚販売も始まっていた。伐採

企業の来島以降は、サゲオナ村やペンジュク村の村人 、もしくは伐採企業に販売することを目

的に出漁する村人もおり、魚の他者への贈与 ・分配を妨げるようになっていた。毎週金曜 日に、

村人がガソリン代を出し合って魚の多いキチャ島へ行き、獲れた魚を村人全 員に分けるという

vlnari tokaeも2000年 を最後 に行われなくなっていた。

結婚式や新年の祝 いなどのためのトウツルモドキ漁は、2001年 には2回 、2002年 に3回 、

2003年 に2回 行われていた。いずれもara honaで あった。しかしながら、村全体 での共 同漁

労や魚の贈与・分配は、日常 的なものではなくなっていた。村人 は、かつてのワルサ漁におけ

る気前の 良い魚の贈与 ・分配 、村 の老人などにも無償 で魚を提供する相互扶助 的な漁労活

動を懐かしみ 、村 人同士で魚を売買するようになった状況をvusivusiが はびこっているとして

批判的であった。

また商 業伐採 、製材販売を通して強まった、労働 の対価として現金を求 める意識 は、稀で

はあるものの、ビチェ村の村 人同士で雇用 しあうことにも結びついていた。WやPの 家屋の建

築事例のみではなく、他の村人の焼畑を手伝った子どもらがその対価として現金を求めるよう

にもなりつつあった。雇 用労働を求める村人の意識は、製材販売を失敗 させることにもなって

いた。

2003年 時の村人たちは、「住 民間の不和の解消」、「気前の 良い漁獲物などの贈与 ・分配」、

「雇用労働ではなく相互扶助の活発化 」を進めつつ 、「現金収入の獲得」をしていく「豊 かさ」を

求めていた。しか しながら、村人はこのような地域 発展 に向かう具体的な活動を起 こしてはい
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なかった。ただ何 らかの現金収 入の獲得についてのみ、住 民間の不和を生み出しつつも、商

業伐採を再導入することで解決 しようとしていたのである。

3. 地域発展の「きっか け」としての魚販売の試行

3.1. 魚販売の導入過程

商業伐採の再導入が決 まったものの、村人の多くは商業伐採の開始を快く思っていなかっ

た。2004年 に入ると、SS社 との仲介者であるジャック・ベリー (Jack Belly) が伐採権料の着服

を繰り返してきた前歴があり、今回も着服をもくろんでいること、サゲオナ村 のベクスター ・ロベ

ット (Bextor Robit) が書類を偽造して、伐採権料を独 占しようとしていることなどが次 々と判 明

した。

そのため、当初 は商業伐採の導 入に賛成 していたハローニらも、商業伐採の開始を不安視

するようになっていた。サゲオナ村では、SS社 による商業伐採に反対する村人らが、伐採路

の封鎖、投石を行っており、またジャックベ リーによる村人懐柔資金 の着服 、ロベットなど一部

の村人による伐採権料 の着服問題が生じていたため、タンバカでの伐採開始の 目処 は立って

いなかった。

そこで、2004年11月 から12月 にかけて、筆者 の呼びかけにより商業伐採に代わる収入源

について、村人全体での話し合いが持たれることとなった。1回 目の話し合いでは、ビチェ村 の

居住域を流れる2つ の川の上流にある滝に小規模水 力発電機を設置して、これを利用 して何

らかの現金収入を得てはどうかという提案が村人からなされた。また、大型 (200l) の保冷箱を

利用した魚販売を行いたいとの意見も出された。

小規模水力発電機 の設置 は、その費用を賄うことが 困難であることから却下された。そして、

ビチェ村で買い取った魚を保冷 箱に入れ て、ホニアラの市場 に運んで販 売するプロジェクト

 (以下 、魚販売) の試行が決められた。

村人が魚販売を試行することを決めた理 由としては、1) ビチェ村周辺 の海域 に多くの魚が

いること、2) 子どもから老人まですべての村人が漁労技術を持っており、魚販売に参加できる

こと、3) 2001年 までローズマリーにより魚販売が行われており、村人が魚の買い取り、販売方

法 を知 っていること、4) 獲れた魚の量に応じてすぐに販売代金を受け取 ることができること、

の4つ が挙 げられる。

2-3回 目の話 し合いでは 、魚販 売によって得た利益の一部を村の予算として貯 蓄し、学校

の運営 や村全体 の役 に立つようなソーラーパネルなどの購 入費に充てたり、何 らかの新たな

開発を始めるための資金にすることが 、村 人らから提案された。また、個人での漁労のみでな

く、村 人全体での共同漁労を行い、利益および漁獲物をみなで分配することを希望する村人も

いた。

さらに、保冷箱に入れることのできる魚は150kg程 度であるが、それを超える量の魚が獲れ

た場合でも全部買い取ること、保冷箱に入りきらない魚については、村人全体に分配すること

が決められた。魚を買い取ってもらえない村人が生じることを避け、みなが魚の販売利益を得

られること、および気前良く余剰漁獲物を村人全体に分ける相互扶助の再構築が計画された
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のである。

2005年1月1日 、ビチェ村の人 々は商業伐採 契約を破棄 し、タンバカでの操業を認めない

ことを伐採企業、仲介者 、林 業局に伝えることを決めた。魚販売を収入源にする目処が立 った

ことが、商業伐採の契約破棄を後押しすることとなったのである。

3.2. 魚販売の試行

2004年12月 時のビチェ村 には、村の予算 として外国 人旅行者の入村料を貯めたものが

850SID (約17,000円 。2004年 時、1SIDは 約20円)、 村 で共有している船外機とボートの貸し

出し料が700SID (約14,000円) 貯まっていた。しかしながら、2001の 保冷箱は3,000SID余 り

(約6万 円) であり、村の予算では足りないため、筆者が保冷箱の購入費用とホニアラからの

運搬 費用などを負担することとなった。村 人か らは、魚販売 が軌 道に乗り、村 に多くの予算が

できれ ば、筆者が負担した費用を返還することが提案された142。

保冷箱は2005年1月17日 にビチェ村に到着した。村人は、保冷箱の到着を喜び、漁労用

具の手入れ 、購入を進めた。保 冷箱には 「ビチェ村」と大書され 、村 では保冷箱 を称 える歌が

作られ た143 (写真6-2)。

写 真6-2 計 測 中 の 魚 と保 冷 箱 、そ して保 冷 箱 の 中の

氷 を狙 う子 どもたち

出所) ソロモン諸島ガトカエ島ビチェ村、2005年筆者 撮影。

保冷箱を持ち込むことのできる貨客船は、毎週 日曜 日の朝9時 頃にホニアラを出港 し、ブニ

カロ港 に着くのは夜の10時 過ぎであった。そして、火曜 日の午後4時 頃にブニカロ港を出て、

142 これは、話 し合いの場では恥ずかしさから発言 しなかった複数の村入らが、後 日浜辺で筆者

に提案してくれたものであった。話 し合いに参加しなかったものの、漁業方法の提案や魚販売

の利益の利用方法などを筆者に話 しに来る村人も多かった。公けの話し合いの場のみでなく、
その後の 日常での村人との会話のなかからも、何 らかのプロジェク トを進めていくうえでの重

要な指摘がなされることが多いと考えられる。
143 保冷箱 を称 える歌は、 「もうす ぐ保冷箱がやって 来 る、 モー トー (筆者の村でのあだ名) の

保冷箱がや って来 る、 トム ソンは幸せ 、ケ ンボルは幸せ、 モー トー も幸せ 、 もうす ぐ保冷箱 が

や って来る。」 とい うものであった。 トム ソンは釣 りの名手で あ り、 この歌 を作った本 人でも

ある。 ケンボルは 「海 がめの皮膚 の持 ち主」 と称 され る素潜 り漁の名手である。
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水曜 日の明 け方 にホニアラに到着 していた。この他 の旅客船には大型の保冷箱を持ち込むこ

とができないため、村人が魚販売のための保 冷箱の運搬を行えるのは週1往 復のみであった。

村人 は、保冷箱の運搬に合わせて、月曜 日の早朝 から火曜 日の午前 中まで漁労活動を行っ

ていた。

1月17日 、18日 の2日 間に、11歳 から66歳 までの村の男女18人 が計26回 出漁し、116.

6kgの 魚が買取 られた (表6-8)。 買い取 り価格 は5SID/kgで あった。出漁した村人は1人 当た

り平均で32SID (約640円) を得ていた。3組6人 については共同漁労を行っており、漁獲物の

販売利益は均等に分配された。しかしながら、村全体での共同漁労 は行われず 、余剰 の漁獲

物も生じなかったため、魚の贈与 ・分配 は行われなかった。

表6-8 2005年1月17日-18日 の 魚 販 売 用 漁 労 活 動

出所) 聞き取り調査および計量調査より作成した。

当初、村全体 での共 同漁労、利益や漁獲物の分配を行いたいとする村人がいたものの、村

人は「働きかけ」の重視 に則った漁労を、よりnoroだ と主張した。ここでいう「働きかけ」は、漁

労活動そのものを指す。出漁して自らが獲った魚を村人全体に気前 良く分配するのではなく、

海に働きかけて獲ったものを自らの利益に変えることが重視されたのである。

これ は、魚販売 開始 直後のビチェ村 が、いかに村のまとまりを失 い、住民間に不和が 広が

っていたかを示している。筆者 自身も、村 人が どのような方法を選 択するのかを見 るために、

積極 的な関与を控えた。

ホニアラまでサラッディとフェロールが保冷箱を運搬 し、19日 と20日 に中央市場で魚の販売

を行った。魚の販売金額 は、10-20SID/kgで あり、売り上げは1,700SID (約25,500円 。2005年

241



時、1SIDは 約15円 。) であった。サラッディとフェロールは、魚の買い取り費用、ホニアラへの

魚の運搬 費用、販売経費が1,700SIDか かったため 、余剰金は生じなかったと説 明した。

翌週には第2回 目の魚販売が行われた。1月24日 、25日 にも保冷箱を利用した魚の買い

取りが行われ、村の男女20人 が出漁し、160kg余 りの魚が販売用に買取られた。保冷箱が満

杯となった後に漁から戻 り、魚の買い取 りを求める村人が3人 いたが、サラッディらが買い取り

を拒んだため、3人 の村人は調理したものをブニカロ港に持ち込んで販売した。

村全体での共 同漁労 は行われなかった。また2005年1月 のビチェ村には、船外機を取 り付

けられるカヌー (digi) が5艇 、その他のカヌーが13艇 あったが、カヌーを利用した手 釣り漁 およ

び素潜り漁に向かおうとする村人によるカヌーの取り合いが生じていた。

フェロールがヴァングヌ島での伐採雇用労働に就 いたため、ホニアラへの 魚の運 搬、販売

はサラッディとモンジョコロが行っていた。ホニアラでは.出 身地の魚を食べたが るホニアラ在

住のM集 団成員らが中央市場 に訪れたものの、サ ラッディらはしばしば魚の無料での提供 や

安売 りなど、「気前 の良い振舞い」を求められていた。魚販売には、気前良く振舞わないことを

「恥」とせず 、また他の魚販売者らとの値 下げ競 争や客の呼 び込みなどの駆 け引きを行う「し

たたかさ」が必要であり、サラッディらはこれを苦痛に感じていた (写真6-3)。

写真6-3 恥ず か しげに市 場 で魚 を売る村 人たち

出所) ソロモン諸島ガダルカナル島ホニアラ、2005年筆者撮影。

ホニアラでの滞在中にサラッディが体調を崩したため、サラッディとモンジョコロは保冷箱を

ホニアラに置いたまま、村に戻ることになった。サラッディらは2,400SID (約36,000円) 以上の

売 り上 げを得ており、諸経費を除いた余剰金 は、少なくとも500SID (約7,500円) 以上あること

が推測されたが、持ち帰ったのは245SID (約3,675円) のみであった。

村人 らは、サラッディが村に持ち帰った余剰金 が少なすぎると認識し、サラッディによる着服

が 生じたのではないかと噂し始めた。サラッディが直 接非難されることはなかった。しかしなが

ら、サラッディらに代わ り保冷箱の運搬、魚 の買い取 り、販売作業を積極 的に行おうとする村

人は生じなかった。魚販売 に積極 的な者は、魚の売り上 げを着服 したいという利 己的な 目的

を持っているのではないかと疑われ、冷笑の対象となり、村 人の積極的な関与を妨げることと

なったのである。サラッディについても、他の村人 らが保 冷箱 の運搬や市場での魚の販売に
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協力的でないことに不満感を持ち、魚販売に積極的に関わる意思を失っていった。

2005年2月 中に、保冷箱 の運搬 、魚の販売を積極 的に行 おうとする村人は生じなかった。

さらに、3月 から7月 にかけては海 の荒れることが多くなり、保冷箱の運搬が難 しくなっていた。

6月 には、ペアヴァ村のロッジが農作物の 買い取りを活発化し、村人は魚販売ではなく余剰農

作物販売を収入源 のひとつに据え始めた。

ロッジへの余剰農作物 の販売金額 は、8月1日 から9月6日 までで計699SID (約10,485

円)、販売 した16人 の1人 当たりの平均販売金額は43.7SIDで あった (表6-9)。 村人は、こ

のまま農作物 の販売が続けば自家消費分が足りなくなってしまうと笑いあいながら、何 とか現

金収入を獲得する方法を探っていた。

表6-9 ロッジ へ の 農 作 物 販 売 (2005年8月1日-9月6日)

出 所) ロッジの 農作 物販 売 記録 より作 成した。

注) クエリントン ・ロー ズマ 、ペンピオ ・リンタ・リープ、グウェンド・ケンボ ルは それぞれ 同 一世帯 員 である。

また、小学校などの建築作業に追われ 、多忙な村人が多くなったという側 面もあった。

ソロモン諸 島では、政府が直轄する小学校の学費については、2005年 から無料 となり始め

ていた。ビチェ村の小学校 については、1999年 から2000年 にかけてSDAか ら教師の派遣を

受 けていたが、SDAに 納める学費が高いことから、2001年 以降は村人がお金を出し合って運

営する村営の学校 となっていた。2004年 時のSDAの 小学校の学費は、年間400SID (約8,000

円)、政府 系は80SID (約1,600円)、 ビチェ村の村営小学校 は120SID (約2,400円) であった。

ビチェ村 の人々は 、2002年 から小学校の政府直轄化を申請してきたが、2005年 にようやく

認められることとなった。政府 への 申請書類の作成、認可 してもらうための働 きか けには、ホ

ニアラ在住 のVP集 団成員やベカベカ中高等学校 の教 員をしているVP集 団成員らの尽力が

あった。政府か らは、村人に小学校の増築と、教師用の家屋の建築が必要であることが通達
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された。

さらに、村人らは手狭になった教会の増築も予定 しており、2005年7月 から2006年1月 に

かけて、少なくとも月に2-3回 、村全体での共同労働による建築作業が行われるようになった

(写真6-4)。2005年12月12日 から1月25日 までの期間 には、計7回 、のべ152人 が小学

校もしくは教師用の家屋建築のための共同作業に参加していた144。2006年1月 の小学校 の

政府直轄化開始が決まり、村人は焼畑や漁労採集の合間には、建築作業に時間を割 かね ば

ならなくなったのである。

写 真6-4 小 学 校 用 の 垂 木 材 の樹 皮 を削 り取 る子 どもた ち

出所) ソロモン諸島ガダルカナル島ホニアラ、2005年筆者撮影。

魚販売は、単独 では相互扶助を活発化することにつながらなかった。しか しながら、同時期

には、村 全体 の利益になる施設の共同建築作業が頻繁 に行われ ていた。共同建築作業が続

けられたことにより、村全体のためにみなで活動することが 日常となり、村はまとまりを取 り戻

すことになったのである。それは、魚販 売に対 しても、個人 の働 きか けの重視ではなく、村全

体の利益 のための無償での労働提供をnoroと する方 向に向かわせることとなった。

2005年7月26日 には、筆者 の呼びかけにより魚販売再開に関する村人の意思を確認する

話し合いが持たれ ることとなった。まず始め に筆者 から、現在のビチェ村は建 築作業のみでな

く、7月 から11月 にかけてはカナリウムナッツの落果時期であり、採 集・加工作業で多忙なこと

か ら、魚販売は中断 し続 けるべきではないかと提 案した。村人らからは、多忙 ではあるが魚販

売との両立を試してみたいという希望が出された。そして、8月 に強風 と大波が静まり次第、魚

販売を再開することが決まった。さらに保冷箱の運搬、魚の販売に協 力できる村人18人 がリ

ストアップされ 、交代 でホニアラに行くこと、その他の村人はホニアラに行く村 人の出費を抑え

るため に料理を作って持たせ ることが提案された。

8月8日 に保冷箱が ビチェ村 に運び込まれ 、魚販売が再 開することとなった。9日 には村全

体の共 同漁労をブロ島で行うという計画 が村 人の間で立てられたものの、ブロ島まで行くガソ

リン代の分担方法がまとまらず、実行 されることはなかった。9歳 から66歳 までの男女16人

144 このほか、村の道の整備や清掃作業のための共同労働、村の老人の家屋建築のための相互扶

助活動なども行われていた。
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が計26回 出漁し、104.3kgの 魚がホニアラでの販売用に買取られた (表6-10)。 海の荒れ は

静まっていたものの潮の流れが速かったため不漁であり、漁 に出た村 人のうち6人 について

は全く魚を獲ることができなかった。また4組8人 が共同漁労を行ったものの、村全体での漁

労は行われず、保冷箱を満杯にすることはできなかった。

ホニアラには、サラッディと村の予算を管理しているベリンダ (Belida) および筆者が行き、保

冷箱の運搬と魚販売を行った。村人 らからは、貨客船での移動時の食料 が無料で提供された。

他の用事で貨客船に同乗したオエタ (Oeta)、 ホニアラ在 住でサラッディの妹に当たるグレヴァ

(Gleva) なども魚販売を手伝った。売り上げは1,550SID (約23,250円) であった。しかしながら、

安売 りや無料での魚の提供を求めるM集 団出身者がいたこと、保冷箱を満杯 にするほど魚

が獲れなかったこと、経費が1,985SID (約29,775円) かかったことから (表6-11)、 魚販売 は

赤字となった。

8月15日 にも保冷箱がビチェ村 に持ち込まれた。9歳 から66歳 の男女24人 が計25回 出

漁 したが、潮の流れが速かったほか、15日 夕方からは雨が降り出し、買取った漁獲物は72.

1kgの み という不漁に終わった (表6-12)。11人 については魚を全く獲ることができなかった。4

組11人 が共同漁労を行ったものの、村全体での共同漁労 は行われなかった。16日 朝には、

村全体でガソリン代を出し合って魚の 多いキチャ島へ行き、保冷箱を満杯 にすることが計画さ

れたが 、早朝か ら素潜りに出て行った村人がおり、漁に出る人数が揃わなかったため、実施さ

れることはなかった。

表6-10 2005年8月8日-9日 の 魚 販 売 用 漁 労 活 動

出所) 聞き取り調査および計量調査より作成した。

表6-11 魚 販 売 経 費

(2005年8月10日-11日)

出所) 聞き取り調査および領収書から

作成した。
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表6-12 2005年8月15日-16日 の 魚 販売 用 漁 労 活 動

出所) 聞き取り調査および計量調査より作成した。

サラッディがホニアラに保冷箱を運び、ホニアラに滞在していたベリンダ、オエタとともに魚

販売を行ったが、売り上げは1,179.5SID (約17,692円) のみ となり、経費を除くと1,034.3SID

(約15,514円) の赤字となった (表6-13)。300SID (約4,500円) 余りの使途不明金があり、ベリ

ンダはサラッディによる着服を疑いつつも、赤字を村の予算で補填 した。魚販売の赤字 の補填

に村 の予算を充てることに反対する村人がいたものの、魚販売は村のプロジェクトであること

か ら、村の予算を利用することが認められた。

赤字化は、魚販売の存続 についての危機感を村人にもたらすこととなった。8月16日 には、

魚販売の赤字の解決案を探る話し合いが持たれた。村人 らからは、魚販売用 の予算を作るた

めに、村全体 の共 同漁労を1-2回 行い、魚を販売 した利益を分配せず、すべて魚販売用の予

算として貯めておくことが提案された。また、魚販売用の予算が貯まれ ば、ガソリンをドラム缶

単位で購入 して、村全体 での漁 労や何らかの活動のために利用 してはどうかという案も出 さ

れた。これらの提案については、村人全体の同意が得られたものの、16日 以降、海 の荒れが

静まらず 、ビチェ村周辺海域では黒字 になるほどの漁獲量が期待 できないことか ら、魚販売

の 中断が決まった。

魚販売の中断が決まると、村の予算として残っていた700SID余 り (約10,500円) のうち、

250SID (約3,750円) をハローニが子どもの学費のために借 りることとなった。その他の村人に
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ついても、この予算を借 り受けようとしたが、村人らが借りたお金を返す気が薄いことを知るべ

リンダは、貸すことを認めなかった。

ベリンダは、2003年 から村 の予算を管理するようになっていたが、以前 に予算 管理を行って

いたオエタやジョヘンソン、フェロールなどが予算 の使 い込みをしていたことを知っていた。ベ

リンダは、魚販売 の再開資金がなくなることを恐れ 、村人による予算の借り受けを認めようとし

なかったのである。

表6-13 魚 販 売経 費

(2005年8月16日-17日)

出所) 聞き取 り調査および領 収書か ら

作成 した。

結局 、10月 に入っても海の荒れ は静まらず 、村人は2006年1月 の小学校 の政府直轄化開

始 に向けて、小学校 の増築と教師宅の建築に追われることとなった。

さらに、11月 から外国人旅行者を乗せた旅客船Spirit of Sobmon号 が 月に1-2回 、ビチェ

村 に停泊するようになり、村 人は木彫 り・石彫 り細工などの土産物や農作物を販売できるよう

になった。2005年12月7日 に行われた旅客船への土産物販売では、村 人11人 が計1,250SID

(約18,750円) の ほかハサミや衣類などを得ていた。また農作物販売については、村人44人

が計1,247SID (約18,705円) を得ていた。

2005年12月 には海が穏やかになり、一部の村 人は魚販売の再開を希望していたものの、

建築作 業に追われ 、また旅 客船への土産物や農作物販売を収入源 にし始めた村人らは、魚

販売再開に向けた具体的な活動をしようとはしていなかった。

3.3. 地域 発展 への「きっかけ」としての魚販売

魚販売 は、住 民間の不和の解消、気前の 良い漁獲物などの贈 与・分配、雇用労働 ではなく

相互扶助を活発化しつつ、現金収 入を獲得していくという「豊かさ」に向けた地域 発展への試

みであった。

魚販売の開始 は、商 業伐採契約の破棄を後押しするという役割を担い、商業伐採導入に関

する住民間の不和を解 消に向かわせることになった。しかしながら、2005年1月 に行われた2

回の魚販売では、当初計画していたすべての漁獲物の 買い取 りと余剰漁獲物の村全体への
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分配という気前 の 良い振 舞いや相互扶助 は行われず 、出漁 するためのカヌーの取り合 いが

生じたほか 、利益 の着服疑惑とそれ にともなう積極的な魚販売への関与 の冷笑など、新たに

住 民間の不和を生み 出すことにもなっていた。

さらに収入源としても、天候 不順や海の荒れ による不漁が続 いたほか、ホニアラでは同郷

者から気前の良い振舞いとしての魚の提供 、安売りが求め られ 、さらにはサラッディによる不

明瞭な支 出も利益を減少させ、魚販売の赤字化に繋びついた。

村人らがnoro概 念を重視 し続 けるためには、「noro概 念に反すること」を強 く恥じる気持ち

が重要であった。しかしながら魚販売では 、販 売利益 をあげるために「気前 良く振舞えないこ

と」を恥としない「したたかさ」が必要 とされた。ビチェ村居住者 らを主要な成 員とする相互利用

ネットワークにおいて、「気前の 良い魚の贈与 ・分配」の活発 化を試みる一方で、その延長線

上に位置するホニアラ在住のM集 団の成員らに対しては、利益を上 げるために「気前 良く振

舞わないこと」を恥 としない「したたかさ」が求 められるという難 しさを、魚販売は内包していた

のである145。

一方、魚販売は商業伐採契約の破棄を後押しすることになったほか、2005年8月 に再開し

た魚販売では、村全体の利益のために無償での漁労活動を行うことが村人に強く認識され る

ようになっていた。天候不順 により実施にまでは至らなかったものの 、村全体での無償での共

同漁労による魚販売用の予算の充 当が計画され 、村人全体の 同意を得ていた。魚販売を成

功させるために、個人の利益ではなく村全体の利益を優先する認識が村に広がり始めたので

ある。

さらに、2005年7月 から2006年1月 にかけて、村全体での建築作業が続 けられたことは、

相互扶助活動の活発化に結びつくこととなった。2005年11月 か ら2006年1月 にか けては、

素潜 り漁の得意なフェロールやトムソンを始めとする村 人4-5人 のグループが獲ったカンムリ

ブダイ (topa、Bolbometopon muricatus) などの大型魚を、村全体に分配するという相互扶助 が

3回 行われていた。

魚販売が中断した要因のひとつは、村全体での共同労働による教会、小学校 の増改築 、教

師 宅の建築作業を進 めることの必要性であった。村人は、魚販売による現金収入 の増加 より

も、村 全体 の利益 になるような施設を相互扶助によって建 築することを重視 したとも言い換え

られよう。

魚販売は 、住 民間 の不和を解消することもできず 、ビチェ村の人々全体に対する日常的な

145 宮内 (1998a: 183 -184) は、 ソロモ ン諸島にお ける開発 のオルタナテ ィブを 考える うえで、

住民が 自律性 を持 ちなが ら、政治や貨幣経 済な どへの関わ りを高めてい くエ ンパ ワメン ト

(empowerment) を中心に置 くべ きことを指摘 してい る、,魚販売における 「したたか さ」の獲

得は、貨幣経済 と関わってい くために必 要な強 さを獲得 してい くこととも言い換 え られ よう。

しか しなが ら、 「したたか さ」の獲得の過程 で、 「恥 」に対す る認識 が失われてい くことは、

村人の 「正当性」に対す る認識 を も変 えることになる可能性が ある。一 部のチー フや仲介 者に

より、村人の承諾を得ない まま進め られ た商 業伐採 は、主導者 らが村の 日常生活の なかで 共通

認 識 とされている 「恥」を感 じない、 もしくは、無視す る図太 さを持 ってい るがゆえに行われ

る ことになった とも考 えられ る。
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気前の良い漁獲物の贈与・分配にもつながらなかった。収入源としての役割も長続きしなかっ

た。しかしながら、村人の収入源の選択肢を増やすとともに、雇用労働ではない無償 での労働

提供を村全体のために行おうとする相互扶助的な意識を強めていくきっかけのひとつになっ

た といえよう。
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