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Trend Report
トレンド・リポート

自治地域政府への国庫からの資金支出の遅

の編入が適切に進められなかったこと︑②

二者間でお互いの合意のもとにある約束

豪

一九九六年︑イスラム教徒反政府武装勢

れ︵あるいは未払い︶
︑③和平合意後︑自

をしたとしても︑それが実行されるとは限

川中

力のモロ民族解放戦線︵ＭＮＬＦ︶とフィ

治地域をめぐる法律の制定︑改正について︑

和平合意と
クレディブル・コミットメント
リピン共和国政府との間で和平合意が成立

ＭＮＬＦの関与なしに︑中央政府︵議会を

発の遅れ︑の三点であった︒これらはいず

Ｍ︶政府の低い統治能力︑③ＡＲＭＭの開

②ムスリム・ミンダナオ自治地域︵ＡＲＭ

合意事項実施に関する政府の不十分な対応︑

た︒ここでの議論の焦点は︑①和平協定の

評価する小規模なワークショップが開かれ

九九六年の和平合意とその後のプロセスを

に︑アテネオ・デ・マニラ大学で︑この一

えていない︒そんな中︑二○○六年一○月

ら︑ミンダナオの紛争はまだ解決の日を迎

ュースだった︒それから一○年︒残念なが

定に対する姿勢︑行動が完全なものではな

ることから見て︑少なくとも政府の和平協

ＧＯの報告でこれらの問題が指摘されてい

りとした検証作業が必要だが︑独立したＮ

主張どおりかどうかを確認するにはしっか

いると主張している︒すべてがＭＮＬＦの

守る姿勢を見せておらず︑合意を損なって

フィリピン政府がこれらの点で和平協定を

府への移管︶
︑などであった︒ＭＮＬＦ側は︑

実施︑自治地域内の資源管理権限の中央政

︵特に新しい自治基本法の制定と住民投票

含む︶によって重要な決定がなされたこと

記し︑その上で︑第三者の存在によって合

車の売買の例では︑合意を契約書に書き

レディブル・コミットメントと呼ぶ︒

信頼性が高くなければならない︒これをク

にするには︑合意当事者がその合意を守る

とごねるかもしれない︒合意を有効なもの

けたあとに﹁やっぱり車を渡すのはヤダ﹂

ない︒売り手も︑一○○万円の支払いを受

一○○万円も支払えない﹂と言うかもしれ

車を引渡してもらったあとに﹁この車では

ると二者間で合意したとしても︑買い手は

らない︒例えば︑車を一○○万円で売買す

●和平合意ゲームにおけるコミッ
トメント問題

イスラム教徒の反乱の収束を期待させるニ

した︒それは一九七○年代から続いてきた

れも和平合意の効果を低下させ︑イスラム

合意が一方的に破られれば︑裁判所に訴え

意の執行を確実なものにすることができる︒
和平協定を結んだものの︑政府側は協定

でて合意を執行するように求めることがで

いことは確かだろう︒
実施に際して機会主義的な行動を示す︒エ

きる︒第三者による強制あるいは制裁の制

教徒住民の生活に大きな負担を強いる重大

スニック紛争をめぐる典型的なコミットメ

度化によって︑売り手︑買い手双方のクレ

な問題である︒このなかで本稿では︑①に
和平合意に関する政府の対応の問題点と

ント問題が︑フィリピンの一九九六年和平

ディブル・コミットメントはある程度達成

ついて取り上げたい︒
してワークショップで報告された事項は少

合意にも見て取れる︒

される︒問題はこうした第三者が存在しな

なくない︒その中でも特に議論が集中した
のが︑①ＭＮＬＦ兵士のフィリピン国軍へ
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うしたケースである︒そこで当事者のクレ

い場合である︒エスニック紛争はまさにそ
るＧの利得は﹇ ︑ ︑ ︑ ︑ ﹈
︑Ｍ

Ｄ︑Ｅで表される︒それぞれの結果におけ

ットを持つ︒ゲームの結果はＡ︑Ｂ︑Ｃ︑

結果Ａが得られる︒Ｍが再び抵抗行動を行

が協調路線を続ければゲームが終了して︑

か︑再び抵抗を行うか︑の選択となる︒Ｍ

Em Dg

Eg

の利得は﹇ ︑ ︑ ︑ ︑ ﹈となる︒

Dm Cg

よう︒理論を明確にするために単純化した

に至ったあとに焦点をあてながら考えてみ

グループの和平合意プロセスを︑特に合意

問題を理解するために︑政府と少数派反乱

が対応するという形でゲームが続くはずだ

さらにそれにＧが対応し︑それを受けてＭ

択する︒ＭがＧに対して抵抗した場合には︑

も抵抗して戦闘を続けるかのいずれかを選

を結んで協調路線を取るか︑Ｇにあくまで

第一ステージでは︑Ｍが︑Ｇと和平協定

る︒

果Ｃ︑Ｍが抵抗した場合は結果Ｄが得られ

をとる︒Ｍが権利侵害を受忍した場合は結

闘を開始する︵抵抗︶かのいずれかの戦略

を継続するか︑それともＧに対して再び戦

いて︑Ｍは︑権利侵害を受忍して協調路線

を破った場合︑ゲームの第三ステージにお

わる︒一方︑第二ステージでＧが和平協定

ゲームの形は次のようになるだろう︵図

が︑ここでは和平合意後のプロセスに焦点

ここで結果Ａ︑Ｂ︑Ｃ︑ＤにおいてＭと

G

ージに移動する︒Ｇが和平協定を遵守する

戦略選択がなされると︑ゲームは第三ステ

侵害するか︑いずれかの戦略を取る︒Ｇの

か︑あるいは︑合意を守らずにＭの権利を

和平の合意を尊重してＭの権利を保護する

ムは次の第二ステージに移る︒今度はＧが

一方︑Ｍが協調戦略を取った場合︑ゲー

利得 に比べて小さいのは︑本来和平協定

利得 が︑協定が守られた場合の結果Ａの

って︑協定を無視された結果Ｃで得られる

方にとって高いからである︒一方︑Ｍにと

った場合︑戦闘によって生じるコストが双

っても小さいのは︑Ｍが再び抵抗行動をと

結果ＢとＤの利得がＭにとってもＧにと

Ｍ

1

Cg

Am

2

Ag

Cm

3

Dg

Bm

4

Bg

Dm

（出所）筆者作成。

が規定するＧの譲歩がもたらすはずの利得

が よりも大きな利得をもた

が得られないからである︒これと反対にＧ
にとって

Ag

この和平合意ゲームにおいて︑第一ステ

る︒

さらなる利得の獲得が可能になるからであ

紙に戻すことでＧの負担が減る︑あるいは

らすのは︑和平協定で合意された譲歩を白

Cg

D（Dg、Dm）
抵抗
抵抗

ぞれ表１のようになると考えられる︒

を当てるため︑とりあえずＭが﹁抵抗﹂と

合意遵守／権利保護

A（Ag、Am）
協調

省略し︑その結果をＥとしておく︒

合意反故﹈
︑Ｍは﹇協調︑抵抗﹈の戦略セ

乱グループ︵Ｍ︶の二者︒Ｇは﹇合意遵守︑

ゲームはＭの戦略選択から始まる︒

うことになれば︑結果Ｂを得てゲームが終

ディブル・コミットメントを確保するのは
なかなか難しい︒

Cm Bg

Ｇにとっての利得の大きさの順位は︑それ

（出所）筆者作成。

１︶
︒プレーヤーは政府︵Ｇ︶と少数派反

エスニック紛争におけるコミットメント

Bm Ag

いう戦略を選択した場合の以後のゲームは

M
合意反故／権利侵害
協調

Am Cm

ージでＭが和平に合意した場合︑どの結果
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Am

Ｇ

抵抗
B（Bg、Bm）
協調（受忍）
C（Cg、Cm）
M

場合は︑Ｍがそれを受けて協調路線をとる
利得の大きさの順位
表１

政府と反乱グループの和平合意ゲーム
図１

結果（Gの利得、Mの利得）

E（Eg、Em）

場合でも︑Ｍにとっての利得は のほうが

下のノード︑すなわち︑Ｇが権利侵害した

調戦略がとられ︑結果はＡとなる︒一方︑

が より大きい利得なので協

ド︑すなわちＧが権利保護した場合は︑Ｍ

戦略決定するノードである︒一番上のノー

てみよう︒この最後の第三ステージはＭが

ムの最後のステージからさかのぼって考え

が均衡として導き出されるだろうか︒ゲー

造から考えて︑必然的な結果ともいえる︒

に問題が生じるのは︑インセンティブの構

一九九六年の和平協定に対する政府の対応

インセンティブは弱くなる︒こう考えると

のとき政府にとって和平協定を忠実に守る

リピン政府が考えることになるだろう︒こ

︵Ｍにとって Cm＞Dm
である限り︶
︑ＭＮ
｜
ＬＦは政府の合意反故を受忍すると︑フィ

るほどの権利侵害をしない限りにおいて

平協定が結ばれれば︑戦闘のコストを上回

に沿って説明することができよう︒一旦和

に対して送っているからだ︒ＭＩＬＦの交

信頼性がない︑というシグナルをＭＩＬＦ

きたとしても政府がそれを必ず守るという

後のプロセスの現状が︑仮に和平合意がで

とＭＮＬＦとの間の一九九六年の和平合意

信が潜在的に存在している︒それは︑政府

ない︒背景にＭＩＬＦ側の政府に対する不

見られている︒問題はそれだけにとどまら

な問題を議題にしているだけに︑双方の歩

という紛争の最も根本的で︑かつ解決困難

うはなかなかまとまらない︒土地の所有権

ジで選択する︒Ｇはあえて和平協定を尊重

い利得の得られる戦略を直前の第二ステー

を比較して︑より大き

ともうひとつの結果Ｃ

め知っているＧは︑その協調路線の結果Ａ

ス政権は一九九八年に任期を終え︑その後

シグナルを得たためだろう︒しかし︑ラモ

ら政府のコミットメントを信ずるに足りる

そらく︑交渉の過程で当時のラモス政権か

和平合意という選択をしたのだろうか︒お

階でＭＮＬＦはこのような結果が生まれる

び政府とイスラム勢力の間で対立が高まっ

が︑政府によって実質的に反故にされ︑再

一九七六年にトリポリで結ばれた和平協定

ある︵ Business World, August 27, 2005
︶
︒さ
らにさかのぼってみれば︑マルコス政権下︑

ミットメント問題に警戒感を示したことも

渉代表が過去の和平協定における政府のコ

みよりがつかないというのが最大の原因と

より大きいので協調戦略がとられ︑結果

それでは︑そもそもなぜ︑一九九六年の段

にとって

しても協調戦略を選択することをあらかじ

はＣとなる︒第三ステージでＭがいずれに

して結果Ａを得るより︑和平協定を守らず

は異なる政権がフィリピン政府を代表して

たという経験もある︒

果を選ぶしかない︒受忍である︒結果Ｃが

は与えられた選択肢のなかでよりましな結

ないインセンティブを持つことになる︒Ｍ

してしまったら︑Ｇは常に和平協定を守ら

ムの条件のもとでは︑一旦Ｍが和平に合意

得ることができる︒そうすると︑このゲー

Ｆ︶がある︒ＭＩＬＦも現在フィリピン政

ループ︑モロ・イスラム解放戦線︵ＭＩＬ

ＮＬＦだけではない︒もうひとつ大きなグ

ンダナオに存在するイスラム武装組織はＭ

との和平交渉に影を落とすからである︒ミ

ットメントがないことが︑他の反政府勢力

とだ︒それは︑政府のクレディブル・コミ

厄介なのは︑問題がここで終わらないこ

均衡として結果Ｃに落ち着くことになった︒

保する手当てが取られていなかったなかで︑

く現れている︒また︑武装解除が和平合意

アリと行動をともにしなかったことにもよ

件で︑ＭＮＬＦのほかの指導者たちがミス

てＭＮＬＦの指導者ミスアリが蜂起した事

年に政府の一方的な住民投票実施に抵抗し

るということができない︒それは二○○一

を統一することが難しく︑一致して抵抗す

少数派グループ内で権利侵害に対する認識

始するというのは︑きわめて難しい︒まず︑

れてから権利侵害に対抗して再び抵抗を開

一般的に考えて︑一旦和平合意が達成さ

で得られる利得

一九九六年の和平合意をめぐるフィリピ

府と和平交渉を行っているが︑こちらのほ

●フィリピンの和平交渉

均衡となる︒

ン政府とＭＮＬＦとの関係は︑このモデル

Cg

で得られる利得

権利侵害すれば結果Ｃを導き出せるのであ

きた︒制度的に政府のコミットメントを確

Bm

るから︑そちらのほうがより高い利得 を

Cm

Am
Cg Ag

Dm
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の条件になっていれば︑和平合意後に反乱

ィブル・コミットメントを実現することが

待するような制度の枠組みを作ると︑結果

提供を期待する︑それも継続的な提供を期

和平協定において過度に政府からの資源の

一般的に言えば︑少数派の重要な権利に

さらに︑政府に対し︑合意にコミットす

できるだろうか︒和平協定をめぐる制度設

をせざるをえない︶和平合意をしてしまわ

関わる決定に関して︑少数派に拒否権を与

るインセンティブを与えることが重要であ

計において︑この問題を解決する手立てが

ないほうが︑利得が大きくなると反乱グル

えることが有効と考えられる︒政府が少数

る︒Ｇの得る利得の大きさが Ag＜Cg
では
｜

グループが武力面で劣位に置かれるのは確

ープが考えることは十分ありうる︒先ほど

派の権限侵害に当たるような行為を行おう

なく︑ Ag＞Cg
となるようにするというこ
｜
とである︒残念ながら決定打は思い当たら

実だ︒そうであれば︑できるだけ譲歩を引

の和平合意ゲームにおいて︑結果Ｅが戦闘

とした場合︑少数派がそれを防ぐことので

ないが︑さまざまな圧力によってＧにとっ

として政府の機会主義を助長することは確

による高いコストを含んだものであったと

きる拒否権の設定である︒例えば先の資源

て結果Ｃのコストが高まるようにすること

可能となるだろうか︒

し て も︑ Ｍ に と っ て 利 得 の 大 き さ が

域の権限変更決定に自治地域の承認を必要

管理の問題に絡めていえば︑少数派自治地

は可能だろう︒

き出すためにも︑
︵自分たちも大きな譲歩

であれば︑Ｍは和平合意をせず︑
Em＞
｜ Cm
抵抗行動を継続させるだろう︒いくら和平

とするような制度的な装置の確保である

かだ︒

協定がもたらす結果Ａが好ましいものであ

︵法律の制定か︑憲法条項の設定など︶
︒

もちろん︑こうした提案は政治的に非常

ったとしても︑政府がそれにコミットしな

スニック紛争解決はそう簡単にはいかない

に困難なものであり︑実現化に大きな労力

派自治政府の運営に国庫からの支出が適切

のだろう︒

しかし︑これだけでは不十分だろう︒と

になされていない︑という不満に関しては︑

いことが明らかであれば︑和平合意は実現

エスニック紛争を深化させる原因︑裏返

そもそも自治政府の財政基盤を国庫に頼っ

が必要であるということは十分予測できる︒

せば︑エスニック紛争を解決するカギとな

いうのも︑もうひとつの問題は政府の積極

る課題は複数存在する︒それを前提とした

ている構造そのものが問題なのである︒中

しない︒

うえで︑以上のような議論を考えると︑そ

央政府が税金を徴収しそれを分配するとい

また︑本稿では触れなかったが︑コミット

うしたカギとなる課題のひとつとして︑政

う構造から少なくとも自治政府が離脱する

的な権利侵害ではなく︑不作為であるから

府の和平協定に対するクレディブル・コミ

ことができれば︑つまり︑自治政府自身が

メントの問題は政府だけでなく︑少数派反

ットメントの実現が浮きあがってくる︒先

税を徴収する権限を持てば︑中央政府の機

だ︒これに対しては政府が機会主義的行動

ほども触れたようにこうした紛争において︑

会主義的行動の影響は小さくなる︒もちろ

乱グループの側にも存在する︒それゆえエ

交渉の仲介者は存在しても︑合意を執行す

ん︑ここで自治地域内だけで十分な歳入が

をとる余地を減らすしかない︒例えば少数

る第三者というのは存在しない︒政府が合

確保できるだけの税ベースがあるかどうか

●政府のクレディブル・コミット
メント

意を実行しないとしても︑制裁を与える主
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