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危機に直面するガラパゴス
要旨
1.

_

重要ポイント

最近 の 15 年 間、ガ ラパゴ スは経 済的、 社会的 、文化 的及び 生態学 的に激 しい変 化を
強いられてきた。

2.

こ れ ら の 変 化 の 第 一 の 原 因 は 、 総 収 入 が 毎年 平 均 し て 14％ 増 加 し て い る 観 光 産 業 に
主導された経済成長である。

3.

観光産業の変化は［ホテルと船舶合計の］ベッド数［（収容人数）］が 1991 年の 1,928
床から 2006 年の 3,473 床に増加したこと、及びガラパゴスへの訪問者数が 1990 年
の 40,000 人から 2006 年の 140,000 人へと増加したことに示されている。

4.

中央 政府 の不 安定性 及び ガラ パゴス の複 雑な 制度 ／組織 的枠 組み が、ガ ラパ ゴス にお
ける中央政府のリーダーシップを弱めている。

5.

政府 の存 在の 弱さに 、地 元利 益に焦 点を 絞っ た地 方自治 体及 び地 域のリ ーダ ーシ ップ
が相まって、長期的戦略を有さないまま観光産業の成長が可能になった。

6.

観光 市場 は一 層の規 模の 拡大 に向か い、 ガラ パゴ スの主 要な 比較 優位性 ［で ある 生物
多様 性］ から 離れた 方向 に向 かいつ つあ る。 同時 に、観 光産 業市 場は地 元の 所有 権か
ら離れた多国籍投資者・事業者へシフトしている。

7.

現在、ガラパゴスの観光産業の総収入は 418 百万ドル（502 億円）であり、そのうち、
地域経済の実入りとなるのはおよそ 60 百万ドル（72 億円）と見積もられる。

8.

観光 産業 、中 央政府 の歳 出、 二国間 及び 多国 間援 助並び に個 人の 寄付金 がガ ラパ ゴス
経済における最も大きな収入源である。

9.

漁業収 入はガラパ ゴスの総収 入の４％に 満たない。 漁業活動は 1990 年代初め から半
ばまでのナマコ漁のピーク時には現在より重要であった。

10. 観光 産業 から の利益 の流 れは 地元小 企業 の無 秩序 な成長 を促 し、 次いで 諸島 への 移民
の増加を引き起こした。
11. 公共 サー ビス 及び職 に対 する 地域の 需要 は、 成長 の悪循 環の 一部 である 。職 及び 公共
サー ビス が提 供され るに つれ 生活水 準が 向上 し、 諸島は 移民 にと ってよ り魅 力的 な場
所となっている。
12. ガラパゴスへの補助金及び経済奨励金もまた、無秩序な成長の原因である。
13. 観光 産業 の成 長及び 人口 増加 により 、航 空便 や貨 物船の 入港 数が 増加し 、諸 島の 隔離
性が 低下 した 。それ によ り、 固有の 生物 多様 性に とって 最も 大き な脅威 であ る侵 略的
外来種の到来も増大した。
※［

］は訳者による補足、脚注はすべて原注である。

※本文中に表れる金額（米ドル）については、1 ドル＝120 円として日本円に換算した。
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１．危機に直面するガラパゴス
ガラパゴスの稀有な生物多様性を失う危険性は、主として次の３つの観点から考える
必 要 があ る 。 １ ）今 で も 本来 の 生 物 多様 性 の 95％が 維 持 さ れて い る 世界 で 最 後 の海 洋 諸
島で あり、生 物学的 及び生態 系的な 完全性の 世界的な “判断 基準”を 象徴し ている。 ２）
諸島 はユニー クであ り、その 生物多 様性はチ ャールズ ・ダー ウィンの 偉業を 通じて科 学の
歴史 及び人々 の考え 方に大き な影響 をもたら してきた 。３） ガラパゴ スの生 物多様性 は地
域経済の基盤であり、また、エクアドル経済への重要な貢献者でもある。
ガラパゴスにおける開発の現在の方向性が継続すれば、観光産業及びその関連ビジネ
スの 失敗を招 くだろ う。この 失敗は ガラパゴ ス住民と エクア ドル国家 の両者 にとって 重要
な経 済的資源 の損失 をもたら すだろ う。外来 種の侵入 、汚染 、及び天 然資源 の過剰採 取は
持続 不可能な 経済モ デルの徴 候であ る。この モデルが もたら す生態学 的ダメ ージは不 可逆
的であり、かけがえのない地球の宝を失うことに帰結する。
他の諸島と同様に、ガラパゴスは脆弱である。ガラパゴスの生物多様性は、外来種、
天然 資源の過 剰採取 、汚染、 自然災 害・人為 的災害及 び気候 変動に非 常に影 響を受け やす
い。 今まで、 ガラパ ゴスの生 物多様 性は比較 的よく維 持され てきてい る。事 態は、科 学者
たち が生態学 的復元 よりむし ろ標本 採集に重 点的に取 り組ん だ一世紀 前より も間違い なく
よく なってい る。し かし、諸 島の生 物多様性 の長期的 未来は 、短期的 な持続 可能な開 発に
関する意思決定にかかっている。
ガラパゴスにおける持続可能な開発は、世界中の島嶼の開発に影響するのと同様の要
因に より複雑 化して いる。世 界の島 々の大多 数は資源 に乏し く、市場 性の高 い商品が ほと
んど なく、外 部の市 場への輸 送コス トは高い 。島にお ける生 産コスト は、規 模の利益 がな
いこと、また、ほとんどの原材料を本土から輸送しなければならないために高い。さらに、
一般的に、島では居住人口が少なく教育にコストがかかるため、教育された人材が少ない。
持続可能な開発に関わるこのような制限が、住民に水道、教育及び医療などの公共サ
ービ スを提供 すべき 地元の自 治体の 能力にも 影響を与 えてい る。島嶼 におけ るこれら のサ
ービ スの提供 は、規 模の経済 の欠落 、育成さ れた人材 の不足 、及び高 い原材 料コスト にも
苦しんでいる。要するに、島嶼での生活は大陸での生活より困難であり費用がかかる。
このような島嶼の社会経済学的及び生態学的な特徴並びにガラパゴス保全の世界的重
要性は、この諸島が開発のための特別なモデルを必要としていることを意味している。
これまで、ガラパゴスにおける開発は、市場主導の開発に焦点を絞り、公平性や長期
的に 持続可能 な開発 には最小 限の考 慮しか払 わない“ 開拓者 精神”に 基づい て行われ てき
た。 このこと は、急 速な成長 と繁栄 の時代を 経て、や がては 破局に至 ってし まう事業 によ
く反 映されて いる。 オットセ イの乱 獲及びガ ラパゴス を拠点 とした捕 鯨業の ような先 例と
とも に、最近 の漁業 にもいく つかの 事例が挙 げられる 。我々 は、現在 、観光 開発にも 類似
のパターンを見ている。
ガラパゴスの現在の状況をもたらした原因については多くの議論がある。概してこれ
らの 論議は確 かな情 報ではな く、仮 説と経験 に基づい ている 。次に示 すよう な意見は ガラ
パゴ スに関し てよく 見られる 議論で ある。１ ）海外の 利害が 観光産業 をコン トロール して
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いる 。２）観 光産業 は地元に 利益を もたらさ ない。３ ）ガラ パゴス国 立公園 管理局及 び国
立 ガ ラ パ ゴ ス 庁 （ INGALA） は 制 度 ／ 組 織 と し て 失 敗 し て き た 。 ４ ） 国 際 社 会 は ガ ラ パ
ゴス 保全に多 額の資 金を費や してき たが、そ の効果は ほとん どない。 ５）キ トの中央 政府
の不 安定性が 危機を 引き起こ した。 ６）政府 は人民を 顧みず 、動植物 のこと しか考え てい
ない。７）ガラパゴスにおける政治的リーダーシップに今日の問題の根本的原因がある。
これまで、こうした議論は包括的・技術的な分析ではなく、解釈や利害関係者の特定
の 観 点に 焦 点 を絞 っ て い た。 本 稿 では 、 生 物多 様 性 （Bensted-Smith, 2002 年 ）、 紛 争
（MacDonald, 1997 年、Heylings と Cruz, 1998 年、Bonilla, 2007 年）、観光産業（Epler,
1993 年、MacFarlamd, 2001 年、Blanton, 2006 年、Epler, 2007 年）、ガラパゴス経済
（Taylor, Dyer ら, 2003 年、Taylor, Hardner ら, 2006 年、Taylor, Stewart ら, 2006 年）、
及び移民（Kerr, Cárdenas ら, 2004 年）の分析を含む、ガラパゴスに関するいくつかの
調査研究を要約する。
ガラパゴスにおける意見の不一致は、実際の違いから生じるというよりむしろ、観点
の違 いに起因 してい るようで ある。 多くの人 々は、統 治、制 度／組織 、教育 システム 、経
済及 び諸島の デリケ ートな生 態系な どの面で 、ガラパ ゴスが 危機を経 験しつ つあるこ とを
認識 している 。多く の利害関 係者は ガラパゴ スの開発 が間違 った方向 へ進ん でいると 確信
して おり、ま た、そ の変化率 が指数 関数的で あること を懸念 心配して いる。 また、ガ ラパ
ゴス における 変化の 根本的な 原動力 は観光産 業の成長 にある というこ とでは 大方の見 解は
一致している。
ガラパゴスにおける諸問題の根本的原因。異なる関心と真の協力の構築を結びつける
こと ができる リーダ ーシップ 。包括 的分析及 び異なる 利害集 団間の真 の協力 による解 決策
の実 行。こう したこ とに焦点 を絞る 緊急の必 要性があ ること を認識す ること が非常に 重要
である。原因への対処を誤ると、長期的解決策に対する現実味のある希望を持てないまま、
問題をより複雑にしてしまう。
エクアドル大統領は、ガラパゴスが危機に直面しており、その保全は国家的優先課題
で あ る こ と を 示 し た 。 国 際 連 合 教 育 科 学 文 化 機 関 （ UNESCO ） と 国 際 自 然 保 護 連 合
（ IUCN） も また 、 ガラ パ ゴス の 保全 と その 未 来 への 関 心を 表 明し た 。大 統 領宣 言 及び ユ
ネス コによる ガラパ ゴスの危 機遺産 リストへ の登録は 、持続 可能な社 会の構 築を通じ て、
ガラパゴス保全の未来を確実なものにするための最高かつ最後の機会を提示している。
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２．ガラパゴスは絶えず変化している
ガラパゴ スは、15 年以 上前から始ま っている加速的 な変化期にあ る（図１）。 経済的観
点から、観光産業はここ 15 年間で年間 14％の経済成長を遂げた（Epler, 2007 年）
（注１）。
この並外れた成 長率は同時期の観光船の数 が 67 隻から 80 隻へとわずか な増加しか示し
ていないにもかかわらず起きている（Epler, 2007 年）。1998 年以前に、ガラパゴス国立
公園管 理局は小型船 舶の収容人 数を 16 人ま で増加させる ことを許可 した。この変 化によ
り、ここ 15 年間で船舶の収容人数が 1,048 人から 1,805 人に増加したことを部分的には
説明できる（Epler, 2007 年）。今日、船舶は以前より多日数（平均して一年につき 60 日
以上多く）稼動している。旅行業者は今や年平均 222 日間稼働している（Epler,

2007 年）。

同時 に、旅行 者のガ ラパゴス 平均滞 在日数は 減少して いるが 、ガラパ ゴスで 過ごす時 間の
大幅な短縮は 1991 年以前 に起きたものであった。これらの変化に よって、観光産業が加
速的 に成長す ること になった 。おそ らく、観 光産業の 影響を 調べる最 善の指 標は、船 舶の
船客数と滞在日数の関係を評価することである。この指標［船客数

滞在日数］は、1 991

年から 2006 年にかけて 145,408 人日から 363,226 人日へと 150%の増加を示している
（Epler, 2007 年）。
ホテル 滞在型の観 光は船舶滞在 型の観光と 同程度の成 長をしている 。ここ 15 年 で、ホ
テル数は 33 軒から 65 軒へと倍増しており、ホテルのベッド数［収容人数］は、880 床
から 1,668 床へと増加している（Epler, 2007 年）。同期間に、レストランとバーは 31 軒
から 114 軒 へ増加している （Epler, 2007 年）。 ホテルを利用す る観光市場は、 島に拠点
をお く日帰り 旅行を 除いては 、大部 分の（海 や陸地の ）ビジ ターサイ トへの 交通手段 を提
供できないために、限られたものとなっている。
今やホテルは船舶と同等数のベッド数［収容人数］を有しているが、ホテルは船舶の
わずか 10%の収入しか得られない（Epler, 2007 年）。この現象は、大多数のホテルが［ガ
ラパ ゴス観光 ］市場 の中で、 低予算 旅行者を 含む購買 力の低 い層に対 してサ ービスを 提供
して いること や、ホ テルを利 用する 旅行者数 が船舶を 利用す る旅行者 数に比 べ大幅に 少な
いこ とから生 じてい る。同様 に、ホ テル滞在 型の観光 産業の 成長は、 陸地を 拠点とし た日
帰り 観光の成 長と結 びついて いる。 ホテルの オーナー は自ら 日帰り観 光を提 供するか 、日
帰り観光を提供する旅行業者と提携する必要性があることを認識している。
ガラパゴス国立公園管理局は、自身が、新たな観光営業許可を発行すべきとの圧力下
にあ ることに 気づい ている。 この圧 力の背景 にある原 動力は 、これら の新た な営業許 可が
地元 住民に利 益の増 加をもた らすた めに必要 だという 前提［ に立つ考 え方］ である。 ホテ
ル、 漁業、地 元経営 のダイビ ング業 者、外部 の投資家 、及び 規模の経 済を増 大させよ うと
して いる既存 の民間 観光業を 含むい くつかの グループ は、こ れらの新 しい営 業許可に 興味
を示している。
注１）観光産業は加速度的に成長しており、その成長率は、既存のガイドによる管理、トレイル、旅程、
及び観光営業許可件数の制約の存在を通じ、民間企業の市場への参入能力によってのみ制限されている
ことが明らかである（MacFarland, 2001 年、に記載）。
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図１: ガラパゴスにおける人口及びガラパゴス訪問者数の増加
これまで、観光産業の成長についての議論は、新たな観光営業許可［発行の可否］を
決め るための 基礎と しての、 個々の ビジター サイトの “収容 能力”の 調査研 究の利用 に焦
点を 絞ってき た。収 容能力の 調査研 究は、特 定のサイ トにお ける訪問 者の影 響を調べ るも
のであ るが、よ り広範な システム ［（諸島 の生態系 全体）］ における 訪問者総 数の影響 を決
定す るための 強力な 技術的根 拠を提 供するも のではな い。ガ ラパゴス におけ る観光産 業の
最も 深刻な影 響は直 接的に起 こるも のではな く、むし ろ町や 諸島への アクセ スの増加 を通
した 間接的な もので あるとし ても、 新たな許 可に関連 した意 思決定は 、観光 産業の地 域へ
の影響のより包括的な分析に基づいてなされるべきである。
ガラパゴスにおける営業許可件数の増加は、短期的には住民に流れる資金量を増やす
だろ うが、必 ずしも 長期的な 持続可 能性には 貢献しな い。新 たな営業 許可に よる観光 産業
の成 長は、我 々が既 に持続不 可能と 認識して いるより 急速な 成長サイ クルを 導くだろ う。
本来 の所有者 から経 済力のあ る所有 者への営 業許可の 委譲が 増加し、 ガラパ ゴスにお ける
不公正性を悪化させることになってもおかしくない。
成長の悪循環を図２に示す。移民により人口増加が継続する。この人口増加は、職と
資源 利用に対 する需 要と圧力 の増加 につなが る。これ らは観 光産業と 漁業の 拡大を導 き、
最終 的には生 活水準 を高める 。そし て次々に 移民労働 力の必 要性が増 大し、 さらに人 口を
増加させる。
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図２: ガラパゴスにおける成長サイクル
諸 島 の 生 物 多 様 性 に 対 す る こ の 成 長 サ イ ク ル の 影 響 は 詳 細 に 記 録 さ れ て い る (BenstedSmith, 2001 年)。現在、ガラパゴスには、500 種の固有植物に対し 748 種の外来植物が
存在する。諸島で 2007 年に記録された外来種は 1,321 種で、1900 年の 112 種よりも 10
倍以上多い（図３）。
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図３: ガラパゴスにおいて記録された外来種の総数
絶滅危惧種に関する IUCN レッドリストによれば、今や、ガラパゴスの 180 種の固有
植物の 60%が脅威にさらされている 。少なくとも 490 種の昆虫と 53 種の昆虫以外の無
脊椎動 物がガラパゴ スに侵入し 、これらの うち 55 種が固 有の生物多 様性に深刻な 影響を
引き起 こす可能性が ある。さら に、科学者 たちは 18 種の 外来脊椎動 物の存在を確 認し、
そ の うち 、 13 種 が侵 略 的 であ る と 考 えて い る 。 新た な 脊 椎 動物 種 が 到来 し 続 け 、極 め て
侵略性の高い種がすぐにもガラパゴスに定着し、グアムにおけるミナミオオガシラヘビ
（brown tree snake）による影響のような壊滅的な被害をもたらすかもしれない。イセエ
ビ 、ナ マ コ及 び ハタ の よう な 海洋 資 源は 急 激 に減 少 して い る。 2001 年の ジ ェシ カ 号石 油
流出事故もまたガラパゴスの急速な経済成長の結果である。
過去においては、観光産業、経済成長、地元産業の発展、移民、及び公共サービスに
対す る需要と 、侵略 的生物種 、過剰 採取及び 汚染の間 にある 結びつき は明白 にされて いな
かっ た。しか し、こ れらの結 びつき を重要視 し、これ らが循 環的関係 にある ことを明 示す
る い く つ か の 調 査 研 究 が あ る（ Kerr, Cárdenas ら 2004 年 、 Taylor, Stewart ら 2006
年、Cruz Martínez と Causton, 2007 年、Proaño, 2006 年、Epler, 2007 年）。
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３．観光市場の変化
ガラパゴスにおける初期の観光産業は、ダーウィンについて学び、ダーウィンの自然
選択 による進 化論を 導くのに 役立っ た驚異的 な生物種 を観察 しようと 訪れる 、自然を 愛好
する 旅行者に 特徴付 けられて いた。 多くの旅 行者にと って、 ガラパゴ ス諸島 を訪れる こと
は生 涯の夢の 実現で あった。 このタ イプの旅 行者は、 ガラパ ゴスのユ ニーク さに比較 優位
性の 基礎を与 える。 つまり、 これら の旅行者 にとって 、他の 旅行先は ［ガラ パゴスの ］競
争相 手ではな いので ある。こ のよう な観光客 は観光産 業の成 長にとて も敏感 で、観光 産業
がガ ラパゴス に与え るダメー ジを心 配してい る。彼ら はその 上、小さ な地元 の旅行業 者や
ガラ パゴスに 特化し た専門業 者に［ よる比較 的快適性 の低い サービス に］も 非常にた やす
く対応してくれる。
やがてこの“先駆的市場”は、マチュピチュ、ンゴロンゴロ、コモド島、イースター
島及 びオース トラリ アのグレ ートバ リアリー フのよう な場所 も訪れる 、より 主流の“ エコ
ツー リスト” をも取 り込んで 拡大し ていった 。この新 たな旅 行者は、 快適性 を求める 点で
一層 選択的で あり、 世界中の 他の地 域への旅 行も手掛 ける多 国籍旅行 業者の サービス を受
ける方が居心地がよい。
今日、我々はさらに、全く異なる活動性の高い観光市場に参入しようとしている新た
な投 資家をガ ラパゴ スに見る 。この 新たな市 場とは、 スポー ツフィッ シング 、浜辺で のキ
ャン プ、大型 船での クルージ ング、 サイクリ ング、カ ヤック 乗り、ま たさら に、パラ シュ
ーテ ィングま で含ん でいる。 このよ うな活動 は世界中 のどこ でもでき ること であり、 相対
的に 言えば、 ガラパ ゴスにお ける比 較優位性 はほとん どない 。この新 たな市 場及び関 連イ
ンフ ラの開発 は、楽 観的で、 よく練 られた計 画性に欠 けてい る。短期 的に、 こうした 活動
［を 売り物に した観 光］は、 新たな 観光客を 惹きつけ るかも しれない が、や がて、こ れら
の旅 行商品は 他の地 域の類似 のもの と競争せ ねばなら ないだ ろう。そ の結果 、低価格 化サ
イク ルとマー ケティ ング、イ ンフラ 費用の増 大を招く 。長期 的には、 ガラパ ゴスにお いて
こ の 種 の市 場 を 開 放 する こ と は 、 旅行 者 1 人 あ た りの 平 均 支 出 額の 減 少 を 引 き起 こ し 、
システムを継続的な過度の成長へ推し進めることになる。
観光市場におけるこの変化は、おそらく、ガラパゴスにおける観光産業の将来にとっ
て最大の脅威である（Blanton, 2006 年）。Plog（2001 年）による他の観光市場における
市 場 サ イク ル の 分 析 で は 、変 化 パ タ ー ン は ［永 遠 に ］ 自 己 増 殖的 と い う よ り も 、［ あ る 限
界に達すると］長期的には旅行者の減少及び収入の低下をもたらすことが確認されている。
観光 産業にお ける市 場サイク ルは最 終的には 完全な崩 壊に至 ることも あり得 る。ガラ パゴ
スに おいてこ のこと は、実入 りのよ い産業の ブームと 破局を 再び運命 づける ものであ り、
この崩壊はまた、不可避的に生態系の劣化を招くことになる。（図４）。
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図４: ガラパゴスにおける観光市場及び観光業者の変化の予想モデル

４．旅行業者の変化
観光市場の変化は旅行業者の種類の変化にも関連している。ガラパゴスでは、船舶所
有 者 の 約 40%が 地 元 業 者 で あ る が 、 海 外 の 旅 行 業 者 に 対 し て 形 勢 不 利 に な っ て き て い る
（Taylor, Stewart ら , 2006 年）。ガ ラパ ゴス にお ける 観光 事業 の営 業費 用は 、大 陸に お
ける 営業費用 よりも 高くつく 。つま り、経費 削減及び 効率化 に焦点を 絞る大 きな企業 はよ
りよ い商品を 旅行者 に提供で きる。 この環境 では、小 さい企 業が大き な旅行 業者と張 り合
うのは 難しい。 この競争［ の結果］ は、大型船 舶（船客 数 45-100 人）が より多く の旅行
者を 集めるこ とに顕 れており 、ガラ パゴスの すべての 観光船 舶の総収 入の合 計の半分 を、
最も規模の大きい８隻が得ている（Epler, 2007 年）。
多 国 籍 旅 行業 者 は 、［ ガ ラ パ ゴ ス観 光 の ］ 規 模 が 拡 大し 、 市 場 が 世 界 の い くつ か の 主 要
なエ コツーリ ズム地 域におい て休暇 を過ごす 機会を模 索する 旅行者へ シフト してきた ため
に、 ガラパゴ ス市場 に惹きつ けられ ている。 多国籍旅 行業者 の利益は 小規模 旅行業者 より
も大 きくなる 傾向に ある。な ぜなら 多国籍旅 行業者は 、市場 アクセス 、投資 資本の利 用機
会、 規模の経 済、高 い効率性 を有し 、よりす ぐれた快 適性を 提供でき 、また 、国内外 の航
空会社とより密接な提携を結んでいるからである。
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ガラパゴスにおける観光産業は第一の比較優位性である自然に親しむ観光や、ダーウ
ィン に関連し た観光 から離れ た方向 にシフト し始めて いる。 冒険旅行 、より 大型の船 舶に
よるクルー ズ（最大 500 人もの船客 ）、低料金ホテル、 そして、スポーツフィ ッシングを
含め た活動主 体の旅 行が今や 提供さ れるよう になって おり、 今後、世 界の他 の同じよ うに
魅力 的な地域 におけ る類似の 商品と 競争しな ければな らない 。もし、 新たな ビジター サイ
トが 開放され たとし ても、既 存のビ ジターサ イトと同 程度の ハイレベ ルな生 物学的価 値を
満足 しそうに なく、 それ故、 ガラパ ゴス観光 の全体的 質を低 下させる ことに なるだろ う。
いくつかのビジターサイトは既に、明らかに訪問者過剰状態であり、ガイドの質は低下し、
また 、高額を 支払う 少数の旅 行者で はなく、 より多数 の旅行 者を求め る方向 へとシフ トし
始め ている。 旅行者 が［ガラ パゴス で］経験 できるこ とが低 減するに つれ市 場は衰退 し、
旅行 業者は価 格を下 げ、マー ケティ ングとイ ンフラ経 費を増 大させざ るを得 ない。こ うし
た変化が、他の地域で起きたように、［ガラパゴスの］観光産業を崩壊へと導くだろう（Plog,
2001 年）。

５．地元の利益
ガラパゴスでは観光産業が地元住民にもたらす利益のフローについて、もしくは、利
益の フローを もたら さないこ とにつ いて数多 くの議論 がなさ れてきた 。この 議論は、 観光
産業 の新しい モデル の創出を 迫る圧 力［を考 える上で ］の基 礎となる 。この 議論は部 分的
には 、観光産 業がど の程度ま で経済 の原動力 となるか という 点での諸 島間の 差（主に サン
タ・クルス島、サン・クリストバル島、イサベラ島）をめぐって行われてきた。
観 光 産 業 は 急 速 に 成 長 し て き た 。 ガ ラ パ ゴ ス に お け る 船 舶 に よ る 年 間 総 収 入 は 、 1991
年の 19.6 百万ドル（23.5 億円）から 2006 年の 145.5 百万ドル（174.6 億円）へと増加
した（そのうち 25 百万 ドル（30 億円）が国際旅行業者の収入とな っている）。同期間に
おけるホテルの年間総収入は 1.1 百万ドル（1.3 億円）から 10.7 百万ドル（12.8 億円）
と な っ て い る （ Epler, 2007 年 ）。 こ の 経 済 成 長は サ ン タ ・ ク ル ス 島 で 特 に 顕 著 で あ る 。
ここ では、所 有権、 雇用、地 元での 手工芸品 の購入、 レスト ランやバ ーでの 消費が地 域コ
ミュニティの主要な利益フローとなっている（Proaño, 2006 年）。正確な経済データを得
るの は難しい が、地 元住民へ の最も 大きな利 益フロー は雇用 によるも のと考 えてよい だろ
う。Taylor、Stewart 及び Hardner（2006 年）は、観光産業がガラパゴス経済の主要な
柱と なってお り、地 元に多大 な利益 をもたら している ことを 示してい る。今 日、サン タ・
クル スでは、 観光産 業が、プ エルト ・アヨラ で増加中 の建設 業、商業 、サー ビス業、 スー
パー マーケッ ト及び クリーニ ング店 といった 中小企業 の基盤 である。 既存の 観光産業 の枠
組み 内で住民 の雇用 を増加さ せれば 、観光産 業から地 元住民 への利益 フロー を増やす こと
がで きる。ガ ラパゴ スをカリ ブ海の 島々と比 較するな らば、 ガラパゴ スは既 に“地域 参加
を伴 う観光産 業”を 示してい るとい えるのか もしれな い。こ れらの利 益はよ り効果的 な地
域計 画と訓練 によっ てさらに 改善で きるもの である。 しかし ながら、 利益は 新たな移 民の
到来によって減少する（Taylor、Stewart 及び Hardner, 2006 年）
Kerr、Cárdenas ら （ 2004 年 ） は 、商 業 的 開発 、 人 材及 び 移 民の 間 の 結び つ き につ い
ては 、より深 い分析 と考察が 必要で あると提 言してい る。賃 金、イン フレ、 雇用及び 移民
の 間 の 関連 性 の 理 解 を 含 むそ う し た 分 析 が 、プ エ ル ト ・ ア ヨ ラ（ サ ン タ ・ ク ル ス島 ）、 プ
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エル ト・ヴィ ジャミ ル（イサ ベラ島 ）及びプ エルト・ バケリ ソ・モレ ノ（サ ン・クリ スト
バル 島）のよ うな町 の持続可 能な開 発のより よい計画 を立て るのに必 要であ る。移民 によ
る主 要な脅威 は、町 を基盤と した小 企業が賃 金の安さ から非 住民を雇 うこと 、または 、自
営業 ではガラ パゴス 以外から 親戚を 雇えるこ とから生 じる。 地元労働 力が不 十分なた め、
サー ビス業、 建設業 、農業及 び漁業 といった 領域にま で島外 からの新 たな労 働者が求 めら
れて いる。バ ー、レ ストラン 、そし て他のサ ービスも また地 元住民の 代わり に移民を 雇用
しているようだ。
いくつかの社会経済学的分析によると、移民労働者の方が地元労働者よりコストが掛
から ない傾向 にあり 、また、 住民の 収入期待 額は小企 業にと ってはし ばしば 高すぎる こと
が示されてい る（Henderson、Zurita ら 2005 年）。 この社会経済学的、文 化的実態は、
経 済 成 長 が ほ と ん ど 必 ず 移 民 の 増 加 に 帰 結 す る こ と を 示 し て い る 。 INGALA と 地 方 自 治
体は 、地元で 得られ る人材の 実情に 基づいて 、ガラパ ゴス住 民のため の持続 可能な商 業的
選択 肢の設計 に責任 を持たな ければ ならない 。それま では、 経済成長 は多く の場合、 規制
的管理とは無関係に移民の増加に直接的に影響を及ぼすだろう。

６．ガラパゴス経済の収支
複数の分析者（Taylor, 2006 年に要約されている）が、ガラパゴスの観光業の地域コミ
ュニティへの貢 献は、観光産業総収入の 7~ 10％であることを示している 。この推測は地
域コ ミュニテ ィにお ける消費 額（ホ テル、レ ストラン 、工芸 店）の分 析に基 づいてい る。
Taylor ら（2006 年）は、家 計を通じたキャッシュフローを分析し、 雇用のもたらす［間
接的 な］利益 を含め れば、そ の貢献 度はより 一層大き くなる と論じて いる。 地域経済 にお
ける 観光産業 の直接 的・間接 的効果 を算出す ることが できる 社会会計 モデル を用い、 彼ら
は観 光産 業の 地域 コミュ ニテ ィに 対す る年間 貢献 額が 、62.9 百万ド ル（ 75.5 億 円） に達
すると見積もっている。
Epler（2007 年）はガラパゴスの観光産業総収入を 418.8 百万ドル（502.6 億円）と見
積も ってい る。そ の内訳は 、ガラ パゴス の観光 船舶が 120.5 百万ド ル（144.6 億円）、国
際航空が 108 百万ドル（129.6 億円）、エクアドル本土内での消費が 105.8 百万ドル（127.0
億円）、ガラパゴスとエクアドル本土間の航空が 37.7 百万ドル（45.2 億円）、エクアドル
以外 の代 理店 が 24.6 百万ド ル（ 29.5 億 円）、ガラ パゴ ス内 のホ テル、 レス トラ ン及 びサ
ービス業が 22.8 百万ドル（27.4 億円）となっている（図 5 参照）。Taylor の計算法を Epler
の デ ー タ に 適 用 す る と 、 観 光 産 業 総 収 入 の お よ そ 15.5％ が 地 元 住 民 の 手 に 渡 る こ と に な
る。 しかしな がら、 これらの データ はガラパ ゴスにお けるす べての旅 行業者 から正確 な財
務情報を得ることが難しいことを考慮すると精査の必要がある。
ガラパゴスにおける中央政府、地方自治体、及び独立政府機関の運営に必要な年間経
費は、2006 年で 36.5 百万ドル（43.8 億円）と見積もられた（Díaz Guevara, 2006 年）。
この 合計には 諸島の 警察や軍 事基地 ［に係る 費用］を 含まな い。経済 的観点 から、最 も重
要 な組 織は ガ ラパ ゴ ス国 立公 園 管理 局（ 合 計額 の 推定 31％ ）、県 の教 育 局（ 15％）、サ ン
タ ・ク ルス 当局 （14％） であ る。 また 、こ の 合計 額の およ そ 60％が 中央 政府 、40％が ガ
ラパゴスの観光収入に依っている（Díaz Guevara, 2006 年）。
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ガラパゴスで活動する NGO（CDF、WWF、コンサーベーションインターナショナル、
WildAid 及び Fundación Galapagos）の 2006 年度予算は 5.8 百万ドル（7.0 億円）と見
積もられた（Epler, 2006 年）。
1998 年から 2005 年にかけて、2 国官及び多国間援助により、総額 54.5 百万ドル（65.4
億円）（年平均 6.8 百万 ドル（8.2 億円））が供与されたと見積も られた。うち年平均 5.5
百万ドル（6.6 億円）が公的機関により、1.3 百万ドル（1.6 億円）がガラパゴスにおける
NGO によって使われ たと見積もられる。2006 年と 2007 年に、 USAID（米国国際開発
庁）によるガラパゴス海洋保護区の支援、国連開発計画（UNDP）の Global Environmental
Facility（GEF ： 地 球環 境 ファ シ リ ティ ー ）外 来 種 プロ ジ ェク ト な ど、 い くつ か の 主要 プ
ロジ ェクトが 完了す るため、 ガラパ ゴスに対 する二国 間及び 多国間援 助が減 少するこ とに
なりそうだ。

Expenses prior to arriving in Galapagos

Expenses within the destination

Secondary businesses

Tourism Operators
8 Large Boats

Public and social
services

$60 M
International
Airlines

Tourism
Agencies

National
Airlines

Tourism Operators
72 Boats ( Diving /Land )

Transport

$61 M

$25 M

$108 M

Expenses in other
countries e .g., to
Macchu Picchu

$38 M

Communication

$11 M

Expenses nationally
in hotels and
transport

$29 M

Banks

Tourism Operators
66 Hoteles

Tourism
Day Tours
Pesca Vivencial
Farms and Tunnels
Restaurants
Crafts

Financial flows
( through )
Owners
Purchases
Employment

Training and
teaching

Commerce
Fishing

$12 M

$63 M

Agriculture
Construction

Management and Control
GNP , Municipalities

TOTAL: $263 M

$12 M

TOTAL: $156 M

Research

TOTAL: ~$63 M

図５: ガラパゴス関連の観光支出の分配 (Epler 2007 年, Taylor ら 2006 年に基づく)
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残念なことに、経済情報は得にくい。その結果、ガラパゴスへの資金の流れに関する
正確 な見積も りは不 可能であ り、そ れ故、島 民一人当 たりの 総生産額 を推定 すること は難
しい。Taylor ら（2006 年）は、観光産業はガラパゴス経済に年間 63 百万ドル（75.6 億
円）を もたらすと見 積もってい る。その内 訳は、エクア ドル政府の 歳出がおよそ 22 百万
ドル（26 億円）、二国間及び多国間援助（注２）が 6.8 百万ドル（8.2 億円）（NGO から
の 1.3 百万ドル （1.6 億円 ）を含む ）である 。NGO は自 らの事業 収益、基 金及び個 人か
ら約 4.5 百万ドル（5.4 億円）をもたらし、漁業は 3 百万ドル（3.6 億円）以下である（図
６参照）（注３）。

NGOs Bilateral/Multilateral
1%

NGOs - Donations
5%
Fishing
3%

Public Sector from
Tourism
12%
Public Sector
Bilateral/Multilateral
6%

Public Sector
39%
Tourism
51%

Public Sector
Central Government
22%

図６: ガラパゴスへの資金フローの推算 (Taylor 2006 年及び Epler 2007 年に基づく)
観光産業がガラパゴス経済の原動力となっていることは明らかである。また、公的機
関も重要である。NGO と漁業の貢献度はそれぞれ 3 位と 4 位になっている。
注２ ）2007 年 では 、 Araucaria がガラ パゴ ス国立 公園管 理局 （GNPS） を、イ タリ ア政府 は INGALA
内の PROINGALA を、USAID は自治体及び GNPS を、JICA は GNPS を、UNDP-GEF は INGALA、
GNPS、SICGAL 及び CDF を、KFW 及び UNDP は再生可能エネルギー計画においてエネルギー・鉱
業省を支援している。
注３）ここに示したデータは実際の支出額ではなく予算を示しており、実際の経済を理解するためには、
ガラパゴス経済の収支についてより深い分析の必要性を認識することが重要である。
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７．漁業と諸島間の相違
ガラパゴスにおける水産業の歴史はブームと破局の歴史であり、ナマコ、ハタ、イセ
エビ 、及びお そらく 他の種の 生物に ついても 、その生 息数の 深刻な減 少を引 き起こし てき
た（Hearn, Murillo ら 2007 年）。このような過ちの根本的原因は、漁業をコントロール
す る こ とが で き ず 、 結 果 的に 資 本 過 剰 に な った ［（ 漁 民 な い し漁 船 数 が 資 源 量 に対 し て 過
大になりすぎた）］ことにある。Murillo、Reyes ら (2007 年) は、2006 年のイセエビ漁
の大部分 は、ガラパゴス の 1,000 人を超える 登録された漁師 のうち、たった 250 人の漁
師が行ったのみであったと考えている。
1990 年代 の 初め か ら 、漁 業 はナ マ コ漁 が 主 体で あ った 。 ナマ コ 漁は 間 違 いな く 地域 住
民、 とりわけ 、イサ ベラ島と サン・ クリスト バル島に おいて 重要な収 入源で あった。 最近
の 3 年間で、漁業の重要性は疑いなく低下しており、8 百万ドル（9.6 億円）に及んだ年
間総収入が、今や 3 百万ドル（3.6 億円）未満に過ぎない（Hearn と Murillo, 2007 年）。
この 減少の影 響は、 とりわけ 、観光 業が急速 に成長し なかっ たそれら の島々 において 多く
の軋 轢を引き 起こし ている。 観光産 業の利益 のほとん どがサ ンタ・ク ルスに 流入する とい
う認 識が問題 を悪化 させてい る。ガ ラパゴス における どのよ うな解決 策も、 諸島間の 社会
経済的、文化的な相違を考慮に入れるべきである。
島嶼の特徴は既に強調しておいたように、市場との隔たり、規模の経済の欠落、そし
て、高付加価値商品がほとんどないことであり、これらは、ガラパゴスに“新たな水産業”
があ りそうに ないこ とを意味 してい る。目下 のところ 最も重 要な産物 はナマ コ、ハタ 及び
イセエビであり、漁師の数を減らすことでより効果的に管理すべきである。

８．観光産業における新たな地元経営者
新たな観光営業許可に対して地元住民は多大なる関心を抱いており、今後数年間に新
たな 営業許可 が与え られるだ ろうと のかなり の期待が ある。 持続可能 な開発 の文脈に おい
て、 この選択 肢をど のように 考える かは非常 に重要で ある。 信用枠、 訓練、 そして市 場分
析なしに地元住民が観光事業の所有者になっても、それを十分に活用することはできない。
最終 的に、新 たな営 業許可は 既存の 民間観光 企業か、 あるい は、ガラ パゴス から利益 を得
よう と模索し ている 新たな投 資家の 手に落ち ることに なるだ ろう。新 しい観 光産業の モデ
ル− “地域参 加を伴 う観光産 業”− に大いな る興味が 注がれ てきてい るが、 この概念 はあ
ま り 十 分 に 確 立 さ れ て お ら ず 、 ま た 、 Cordero 、 Gonzalez ら (2004 年 ) が 記 し た よ う
に公平性、あるいは、ガラパゴスの保全に貢献しそうにない。
観光事業の地元所有が急速に増加することはは、現在、主に２つの理由により現実味
がな い。１） 投資の 裏付け、 訓練、 そして、 経験もな しに経 営初心者 が効果 的に競争 する
ために必要なサービス（快適性、安全及び価格）を提供することはできないだろう。また、
２）ガラパゴス には現在 66 軒のホテルと 80 隻以上もの船舶が営業して おり、いくつか
の ビジ ター サ イト には す でに 過剰 な 負荷 が かか って い る。 ホテ ル と船 舶の 既 存の 収容 能
力に は、ホテ ルの稼 働率増加 と船舶 の稼働日 数増加に よる拡 大の余地 がまだ 残ってい る。
所有者を 2 倍にしても（現在約 100 人） 公平性に大きな変化を与えることはなく、総供
給を 拡大する だけだ ろう。こ のよう な形でガ ラパゴス への旅 行者数を 増大さ せれば、 移民
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を増 加させ、 深刻な 生態学的 、社会 的、及び 、文化的 な問題 を悪化さ せるだ ろう。す べて
の地 域住民の ために 新たな営 業許可 を創出す ることは 明らか に不可能 である が、革新 的な
営業 許可管理 を通じ て、観光 産業利 益をより 公平に分 配する ための多 くの方 法が考え られ
る［はずだ］。
地元住民による営業許可の利用を増大させようとする圧力は、ガラパゴスを、新たな
急速 な成長と 崩壊に 向かわせ るが、 こうした 成長は、 移民の 増加や新 たな外 来種の到 来の
よう な生態学 的災害 に帰着す る成長 サイクル の継続に 結びつ いている 。さら に、経済 が成
長す るにつれ て不公 平性が拡 大する のは常で ある。ガ ラパゴ スも、現 在の開 発の方向 性で
は例に違わないだろう。

９．観光産業の与える影響
ガラパゴスにおける観光産業の最も大きな影響は、ビジターサイトのスケールではな
く、 社会的、 経済的 及び文化 的変化 を通じて 地域のス ケール で及ぼさ れる。 ビジター サイ
トは 、トレイ ル、固 定された 旅程、 訪問者に 同行する ガイド 、また、 営業許 可件数の 制限
のような標準的な保護区の管理により比較的よく管理されている (MacFarland 2001 年)。
ガラ パゴス国 立公園 管理局は ビジタ ーサイト をモニタ ーし、 また、負 荷の増 大に対応 して
サイ トを閉鎖 したり 旅程を変 更した りできる 。その結 果、サ イトへの 直接的 影響は最 小限
に抑えてきた。
しかしながら、観光産業の成長は地域のスケールではあまりよく管理されてこなかっ
た。 観光産業 はガラ パゴス住 民に利 益を与え 、生じた 富は地 域経済の 二次的 なビジネ スの
基盤 となる。 残念な ことに、 これら のビジネ スの多く は都市 計画を通 じた効 果的な規 制を
受け なかった 。観光 産業と地 域経済 の成長は 移民の増 加と新 たな地元 民によ る事業の 爆発
的増 加につな がった 。同時に 、水、 医療、教 育及び衛 生のよ うな公共 サービ スの需要 が増
加し 、地域の 地方自 治体の能 力を大 きく超え ている。 地元住 民への公 共サー ビスの提 供に
は コ ス トが 掛 か る た め 、［本 来 は ］ 地 方 税 収に よ り 賄 わ れ る 必要 が あ る 。 残 念 なこ と に 、
多く の移民は 住民登 録をせず 、徴税 制度は十 分に確立 してい ない。つ まり、 費用を賄 う方
法なしに公共サービスに対する需要が増大しているのである。
観光産業と人口がともに増加すると、ガラパゴスへの航空便数、出入港数、貨物船数
が 増加 し 、よ り 多量 の 燃料 が 諸島 に 運び 込 ま れる よ うに な り、 2001 年の タ ンカ ー ジェ シ
カ号のような石油流出 事故の危険性が増加する。ガラパゴスへ の商業航空便は 2001 年か
ら 2006 年の間に 193%も増加した（Cruz Martínez と Causton, 2007 年）。新たなアク
セス 経路によ り外来 種の侵入 を防ぐ 自然の障 壁が壊さ れ、潜 在的に諸 島にと って最大 の脅
威で ある侵略 性の高 い外来種 数の増 加をもた らす。同 期間に エクアド ル農業 衛生サー ビス
検疫部局（SICGAL）の検査官の数は 20%削減された(Cruz Martínez and Causton, 2007
年)。
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10．リーダーシップと統治
ここ数年にわたり、中央政府の不安定性がガラパゴスの公的機関のリーダーシップに
多大 な変動を 引き起 こしてき た。中 央政府、 地域の効 果的リ ーダーシ ップが 欠如する 中、
民間 企業（地 域、国 内、国際 ）は市 場機会を ほしいま まに利 用してき た。観 光産業は 効果
的な 規制とそ の施行 がない中 で発展 し、長期 的な持続 可能性 ではなく 短期的 な利益に 焦点
を絞ってきた。
興味深いことに、県、自治体、議会及び軍における地域レベルのリーダーシップは、
ガ ラ パ ゴ ス 国 立 公 園 管 理 局 、 INGALA 及 び 中 央 政 府 の 省 庁 よ り も 安 定 的 だ っ た 。 こ の 不
安定 な環境下 で、エ クアドル の中央 政府は国 家の最大 の利害 に焦点を 絞った 活動を行 うこ
とが 困難であ ること に［よう やく］ 気付いた 。エクア ドル政 府は、ガ ラパゴ スの未来 のた
めに 戦略的ビ ジョン を構築す る上で リーダー シップを 示し、 ビジョン の実現 を確実に する
ための責任 を担わなければならな い。つまり、4 月 10 日の大統領宣言は、こ の方向に向
けての最初のステップである。

11．ガラパゴスにおける補助金及び奨励金
ガラパゴスに長年適用され、今日も継続している数多くの補助金及び奨励金は、集団
の利益ではなく、個人利益や企業利益を生み出す傾向にある(Kerr, 2004 年、Taylor, 2002
年 )。 例 と し て は 、 航 空 便 の 運 行 、 エ ネ ル ギ ー ・ 燃 料 、 及 び 公 的 機 関 へ の 補 助 金 が 挙 げ ら
れる。観光産業及び漁業における不適切な規制と財政政策の形をとった価格の歪みもある。
これらの奨励金や補助金は、結果的に経済的非効率性を生じさせ、外部性（注４）を隠し、
市場の歪みをつくりだしている。
補助金は、当初、比較的少数の人口を対象に、最低限度の生活水準を確保し、保護地
域で の生活に 特有の 隔離性や 制約に 対して住 民に補償 するた めに適用 された 。公共サ ービ
スの 費用は、 遠隔地 域では輸 送コス トがかさ み、規模 の経済 を確立す るのが 困難であ るた
め高 くつく。 このよ うな長年 続けら れてきた 補助金の 適用を 継続する ことで 、ガラパ ゴス
は移 民にとっ てより 魅力的な 場所と なり、ま た、提供 される サービス の実際 のコスト に比
べ生活コストが低くなることを意味する。
既存の補助金水準の評価に関する調査研究はほとんどない。Kerr、Cárdenas ら (2004
年) は、2000 年 の補助 金総額（ 航空便運 行、燃 料輸送、 電力及 び公共サ ービス） は 14.4
百万ドル（17.3 億円）と見積もっている。Jácome (2007 年) は 2005 年の年間補助金額
は電力部門に 4.83 百万ドル（5.80 億円）、また、化石燃料に 13 百万ドル（15.6 億円）で
あっ たと見積 もって いる。よ り効果 的な財政 政策を確 立する ために、 補助金 及び奨励 金の
水準及び影響に関する包括的な調査研究が必要である。
注４）市場の外部性は長期にわたる集団の利益に関わる活動あるいは個々の意思決定の負の結果として
理解されている。
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12．結論
多くの要因がガラパゴスの現在の状況を生み出している。しかしながら、中枢的な要
因は、中央政府のリーダーシップが不安定であることの影響である。これは、INGALA、
ガ ラパ ゴス 国立 公園 管理 局及 びガ ラパ ゴ ス検 疫審 査シ ステ ム（ SICGAL） のよ うな 機関 に
顕れ ている。 中央政 府のリー ダーシ ップの弱 さに、短 期的成 長に焦点 を絞っ た地域の リー
ダーシップが結合して、観光産業及び無秩序な経済開発の急激な成長に帰結している。
2007 年 4 月 10 日のエクアドル大統領宣言が提示したのは、地域、中央政府および国
際社 会にガラ パゴス の方向性 の戦略 的変化を 実行する 最後の 機会なの かもし れない。 大統
領は 社会変化 のすべ てのプロ セスに おける最 初のステ ップを 踏み出し た。す なわち、 変化
する ことの必 要性を 認識する こと（ この場合 、ガラパ ゴス保 全を国家 の優先 課題とす るこ
と ）で ある 。こ の 行動 はさ らに 、 UNESCO の 世界 危機 遺 産リ スト への ガ ラパ ゴス の登 録
によって支持された。
次の非常に重要なステップは、ガラパゴスに必要な変化を実行するために求められる、
リー ダーシッ プ相互 の連携を 明確に 定義する ことであ る。こ の連携は ガラパ ゴスの未 来へ
のビ ジョンを 構築し なければ ならな い。これ は、ガラ パゴス の地域計 画及び ガラパゴ ス特
別 法 で 部分 的 に 達 成 さ れ ては い る 。 こ の ビ ジョ ン は 、［ 人 々 に］ 効 果 的 に 浸 透 させ な け れ
ば な ら ず、 リ ー ダ ー シ ッ プ相 互 の 連 携 は 、［ビ ジ ョ ン の ］ 実 行と 、 明 確 に 定 義 され た 役 割
と責 任の下に 存在す る効果的 な制度 ／組織的 枠組みを 確保す ることに 焦点を 絞るべき であ
る。
ガラパゴスは、世界中で起きている社会的、政治的、経済的及び生態学的変化の縮図
であ る。世界 中で人 口が増加 し、資 源利用に 対する需 要は増 加し、グ ローバ ル化及び 市場
の自由 化が進展 するにつ れ、その 焦点［（ 資源の採 取先）］ をシフト している 。これら の変
化が 次々と生 態学的 変化を生 じさせ ている。 同時に、 意思決 定はより 複雑性 の増した 社会
的、 文化的環 境の下 で行われ ている 。諸制度 ／組織が 新しい 状況下で 生き残 るために は変
化 が 必 要で あ る 。 こ の 変 化に は 、［ そ の 制 度／ 組 織 に 対 す る ］よ り よ い 理 解 を 得て 利 害 関
係者を巻き込めるよう、社会的相互協力を促進するための能力強化が含まれる。
島嶼は、世界の縮図として社会及び生態学的変化の詳細な吟味を可能にし、また、し
ばし ば、この ような 変化のモ デルと して利用 されてき た。島 嶼は大陸 地域よ り急速に 影響
を受 ける。そ れ故、 ガラパゴ スで起 きている 変化は、 他の地 域の将来 をよく 反映する と言
える だろう。 ガラパ ゴスにお いて持 続可能な 社会を確 立する こと、す なわち 、諸島の 長期
的保 全を確実 にする ことは、 世界中 の地域に モデルを 提供す ることに もなる 。逆に、 我々
がガ ラパゴス で持続 可能な社 会と長 期的保全 を達成で きなけ れば、世 界のど こでその よう
なことができるであろうか。
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