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序章	 

	 

沖縄を取り巻く国際環境と地域協力の意義	 

 
青山学院大学国際政治経済学部	 教授  

羽場	 久美子  
 
 
１．沖縄を取り巻く国際環境	 

現代社会では歴史的なパワーシフトが展開している。それは、端的には欧米から

アジアへの力の移行という形で進んでいる。この移行の過程で、先進国型の近代と

いうものが様々な形で揺さぶられ、21 世紀の新しい国際秩序が生み出されようとし
ている。  
パワーシフトを提起した代表的な研究者の一人であるトフラー（Toffler, Alvin）

はパワーを軍事力・経済力・知力という 3 つの側面で説明した。ここでいう知力と
はおおよそ科学技術力と捉えることができる。  
領土不安の根源に先進国型の近代が揺さぶられていることによる不安定化があり、

そしてその背景にパワーシフトがある。先進国が頭打ち状態になり、新興国がそれ

を凌ぐ形で成長している。中でも中国は、有り余る経済力を軍事力の向上や世界へ

の投資へと振り向けている。最近では米国主導による資本主義経済の拡大を指すワ

シントン・コンセンサスという言葉に対して中国主導の経済政策という意味で北

京・コンセンサスというようなことがいわれている。実際に中国は、アジアやアフ

リカ諸国そして最近ではウクライナなどに対して積極的な投資や資金提供を行って

いる。  
グローバル時代の新興国が先進国に挑戦しつつあり、その挑戦を受ける側には精

神的不安が発生し両者の間で政治的緊張関係が起きている。これに対してナイ（Nye, 
Joseph S.）はある講演で、「恐れるな。恐れは緊張を生み、そしてそれが安全保障の
悪化に繋がる。我々は恐れるのではなくそれをチャンスと据えるべきだ」と発言し

ている。事実、米国は、アジアの成長をチャンスと据えてアジアに接近し中国と繋

がり、そこから利益を得ようと試みているように見える。  
グローバリゼーションという現象は現代にのみ当てはまるものではないが、21 世

紀のグローバリゼーションの特徴は競争力（competitiveness）にあると考えられる。
EU は 2000 年にリスボン戦略として競争力と教育力の強化を打ち出している。とこ
ろで、欧米が近代化した頃から競争力は重要な要因だったが、現代では競争力を構
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成する内容が変化している。かつて競争力を構成する要素といえば、強い軍事力、

国家経済、そして技術力であった。しかし、現在の競争力の内容は安い賃金、安い

商品、そして巨大市場の 3 つだと言える。賃金と商品が安いことに加えて市場が広
がることで利益が発展していくのである。巨大市場はとりもなおさず巨大人口を意

味するが、安い労働力、安い商品、巨大な人口というのは 20 世紀においては貧困の
象徴であった。しかし、トフラーが言うところの知力による科学技術の発展が、か

つて貧困の象徴であったこれら 3 つの要素を競争力に転化した。  
その意味で、競争力が最重視される現代のグローバリゼーションは、時代として

は、いわば「知の時代」だと考えることができる。この時代に我々に求められてい

ることは、技術力・地域協力・そして FTA の推進であって、軍事的敵対と不安定化
を促進することではない。米国もまたこのことをよく理解しており、経済面では中

国と結びつきつつ、友好国とは軍事面で結びつくというある種の「ダブルスタンダー

ド」をとっている。オバマ大統領は 200 万人雇用、輸出倍増の二つを第二期の最大
の公約として掲げているが、これを実現できるのは軍事協力ではなく中国との経済

協力だと考えているからである。  
 
 

２．新興国の成長と日本の課題	 

事実、中国経済は大きな成長を続けている。2010 年の段階で、中国の GDP は 5
兆 8,000 億ドルであったのに対して日本は 5 兆 4,000 億ドルであった。日本は中国
に追い抜かれたとはいえ、そこまで大きなひらきはなかった。しかし、2014 年 6 月
に発表された 2013 年の GDP は、2012 年の 5 兆 9,000 億ドルから 1 兆ドル下がっ
た 4 兆 9,000 億ドルであったのに対して、中国は、2012 年と比べ約 1 兆 5,000 億ド
ル増の 9 兆ドルという数字が出ていた。2010 年においては微々たる差だった日本と
中国の GDP が、2013 年には中国の GDP は米国（約 17 兆ドル）の半分を超えるほ
どにまで成長しており、日本との間に大きな差が生じている。  
中国を含む新興国のリーマンショック以降の成長は驚異的である。2008 年～2009

年に米国や EU、日本やイギリスがマイナス成長をしている中で、中国やインドは
7%台の成長を維持した。その後も成長を続け、EU や米国が 3%台の成長を続けた
2010 年には、中国とインドはそれぞれ 10%、8%の成長率を記録した。成長に伴う
社会階層の変化も重要である。ここ 10 年ほどでアジアの中間層は 1 億人から増え続
け、2010 年時点で 10 億人に達している。また、中国では家計の 1/4、GDP の半分
程度が貯蓄とされ、これらが投資にまわっている。こうした中間層の拡大を含む成

長の結果、2015 年にはアジアの地域協力関係は経済面では EU や米国を超えていく
と考えられる。すなわち、アジアは生産市場としてだけでなく世界の消費市場にな
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ると考えられている。  
目を日本に転じると、尖閣諸島、竹島・独島、北方領土などをめぐり、ほとんど

の隣国と対立している状況をどのように解決していくかが課題となる。これを克服

していかなければアジアの成長を武器に経済的な復活をとげることは難しくなるか

らである。  
ここで重要なのは地域の安定と協力であり、相互に協力していくことで ASEAN+

日中韓は米国に並ぶだけの経済力がある。ある研究では、アジアの域内貿易が欧州

連合（EU）の 65%とほぼ変わらない 60%台になってきているということがわかった。
すなわち、アジアの経済協力関係は EU 並みに発展している。  
北京と東京、つまり政府と政府とだけで協議を続けることでどうしても対立が生

まれてしまうのならば、地域こそがセンターになるべきではないだろうか。その際、

ハブとしての沖縄の役割は極めて重要である。台湾、韓国、朝鮮半島に近いところ

で地域経済圏を発展させることができれば、アジアは世界のトップに立つことがで

きるという自負をもって協力を促進していくべきだと考えられる。既述の通り、ア

ジアには今や 10 億の中産層が存在しているが、その一割は将来富裕層になるといわ
れている。つまり、日本の人口とほぼ同じ 1 億人の人々がアジアの富裕層になり、
世界の様々な物を買い漁ることができる時代がくるのである。こうした 10 億人の中
間層を基盤としながら、日本は周辺諸国と協力関係を結んでいくべきではないだろ

うか。  
 
 

３．東アジアの地域協力と日本・沖縄の可能性	 

先述のとおり、アジアの地域協力関係は進行してはいるが、先行しているとされ

る欧州とはだいぶ異なった発展となっている。欧州の地域統合は非常にシンプルで

ある。一例として、EU で経済協力関係を固め、安全保障では米国やカナダも参加す
る NATO がある。一方、アジアの地域協力は、それに該当するものはないといわれ
ながらも ASEAN をはじめとした 13 の組織がある。その内の 6 つの枠組み（APEC、
ARF、6 者協議、ASEAN+10、ASEAN+8、EAS）には米国も参加しており、そのほ
とんどが 21 世紀に作られている。米国だけでなく、EU やロシアもこれらアジアの
地域協力には積極的に参加している。ロシアは自らをユーロアジアであるといい、

米国はリバランス政策をとるなど急速にアジアに接近してきている背景として、ア

ジアと結びつくことが自国にとって有利になるという考えがあるからである。  
欧州とアジアでの地域協力をめぐるもうひとつの違いは、欧州は内側に向けて分

野別に機構化していることが挙げられる。ユーロゾーンや、パスポートがなくとも

国境間を移動できるシェンゲンエリア、経済領域などはすべて EU の内側にある。
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これに対して、アジアは域外に広がり米国や EU、ロシアと結びついている。  
筆者はこれを 21 世紀型の地域協力だと据えている。米国、ラテンアメリカや EU

などは外と繋がることで自国の経済発展を実現しようとしている。そのため、今後

あらゆる地域がアジアとの結びつきを重要視していくと思われる。そうした中でア

ジア型の地域協力発展というのは、今後研究に値する分野であろう。  
具体的な方向性として、多元的な地域協力関係を進めていくことが極めて重要だ

と考える。政治統合ではなく経済統合を進めていくことで、アジアの安定と発展・

繁栄を実現していくことが重要だからである。  
問題点は、13 ある組織の中にアジアがプロパーとなる組織が ASEAN、ASEAN+

日中韓、南アジア地域連合の三つしかないことである。そのほとんどが米国やヨー

ロッパ、ロシアにリードされているなか、アジアがプロパーとなる協力機構を強化

していくべきではないだろうか。2015 年には ASEAN+10 は、ASEAN の政治協力
にまで踏み込んでいく。日中韓はアジアの地域協力関係の中でも、もっとも険悪で

あると思われるが、それを安定化させるだけで、米国型の経済圏を形成できること

を認識すべきであろう。  
今や日米同盟かアジアかという時代ではない。米国自身がアジアと結びつくこと

で経済復興を図ろうとしている中で、日本が同じような政策をとって米国が反対す

るだろうか。米国の場合、経済と安全保障を使い分けるダブルスタンダードのスタ

ンスをとっているが、中国と韓国間、そして中国と台湾間でも同じようなスタンス

が見られる。ならば、日本もそれにならうと良いのではないだろうか。東西に橋を

架けることを日本が、沖縄が可能としている。  
日中で対立するのではなく、中国や韓国と経済共同を進め、沖縄が地域経済を復

興させ文化や芸能などのソフトパワーを活用しながら、共同関係を発展させていく

ことこそが、米国や欧州が地域協力の中で目指していることでもある。パワーシフ

トの時代に対立するのではなく、共存・共栄することが重要なのである。  
 
 

４．日本の役割と本研究の意義	 

では、そのような時の日本の役割として何が考えられるのだろう。その答えの一

つはパワーシフトの三つ目に挙げた知力を強化し、シンクタンクとソフトパワーの

強化を図ることではないだろうか。欧州や米国では数千のシンクタンクがあり、大

学や地域、官僚やメディアが協力し、自国が発展していくために何が必要なのか議

論している。アジアの人々は非常に勤勉で賢いにもかかわらず、共同のシンクタン

クがない。自国や地域の発展のために中国や台湾などと協働し、考えていくことが

必要なのではないだろうか。つまり、アジアシンクタンクのネットワークを市民側
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から作っていくのである。  
また、経済協力とともに、非伝統的安全保障といわれる食の安全・災害対策・伝

染病などに対して日本の技術力を活かしながら中国や地域の国々と協力していくこ

とも重要であろう。これらは早急に行う必要がある。中国の成長スピードに追い抜

かれ、軍事力も経済力も科学技術力も中国が日本より優位に立ってしまえば、日本

の存在は不要になってしまうからである。だからこそ今、日本ができることを提案

していくことは極めて重要なのである。  
国際社会のパワーシフトとそれに伴うアジア地域協力の可能性を考えた時、本共

同研究「国境をまたいだ地域協力の在り方についての比較研究」は沖縄と日本のこ

れからを考える上で非常に示唆に富んだ研究と言える。  
本共同研究では 2 本の研究論文が書かれている。東南アジアの地域協力について

書かれた渋谷論文では、メコン川を挟んだラオス―タイ国境における地域の経済的

発展とそれを取り巻く地域協力の進展や様々な課題について論じている。論文中で

はラオスが工業国として台頭しつつある中で貧しいラオスと豊かなタイという関係

が徐々に変化し、これに伴う人の移動も「ラオスからタイへ」という一方的なもの

からラオス国内での移動もうまれつつある姿が描かれている。こうした劇的な地域

の発展はここまで論じてきたパワーシフトやアジアのダイナミズムの証左とも言え

る現象であろう。渋谷論文では、一方でそうしたダイナミズムのもう一つの側面で

ある様々な課題についても言及している。ヒューマン・トラフィッキング（人身売

買）や移民労働者をめぐる諸課題は地域で共有し解決の道を探るべき課題であり、

今後の研究の深化が望まれる領域でもある。  
もう一つの論文である中林論文では、大災害等に際して市民の生命や財産を守る

ための取り組みである市民保護分野について、EU の制度的な発展と政策の内容が描
かれている。ある機能に特化した地域協力は、本稿でも指摘したとおり欧州の得意

とするところである。同時に、中林論文が扱っているテーマは、非伝統的安全保障

領域という今後アジアでの協力の深化が望まれる分野における欧州の先行事例であ

り、今後のアジアでの地域協力を考える上で示唆的である。  
両論文に共通するのは、地域協力の多元性に言及している点である。渋谷論文で

は、タイとラオスの両国政府だけでなく、両国国境を行き交う人々の属性や両国を

取り巻くメコン川流域の経済協力、そして ASEAN という多様なアクターについて

言及されている。中林論文でも、EU 自身の市民保護機能だけでなく、地元自治体や
ボランティア組織の育成を含む多様な主体による市民保護能力の発展が EU 自身の

市民保護の柱となっている点を指摘している。  
また、論文の対象地域と沖縄県とを取り巻く環境の類似性について言及している

点も両論文に共通するポイントである。一見、規模も状況も違うように見える沖縄
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と東南アジアあるいは欧州も、視点を絞り込み、専門家のフィルターを通すことで

様々な類似性が見出される。そこには沖縄が東アジア地域の中で発展し、独自の立

場と役割を獲得していくためのヒントが包含されている。  
本研究が沖縄県の地域協力研究を発展させる一つのきっかけとなることを願い、

共同研究の緒言としたい。  
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第１章	 

	 

アジアの地域統合と越境的な地域社会の変化	 

～メコン地域における境界地域における人の移動から～	 

 
法政大学大原社会問題研究所	 兼任研究員  

法政大学社会学部	 	 兼任講師  
渋谷	 淳一  

 
 

はじめに	 

アジアの地域統合は、しばしば比較される欧州のケースと異なり、様々な枠組み

が重層的に存在し、その総体として理解されるべきであろう。それは多国間での統

一された取り組みであることもあれば、2 国間での覚書の束として形成されることも
ある。こうして形成されたアジアの地域統合であるが、政府間の政治的な協力や経

済圏形成等の地域開発への関心に比べ、その結果としてどのような越境的な地域社

会が形成されているかという社会的な側面に関しては十分な関心が払われていると

は言い難いのが現状である。かつてはアジアの地域統合というと、冷戦時代の

ASEAN（東南アジア諸国連合、以下 ASEAN）のようなそれぞれの国民国家統合を
促進するため、越境的な地域社会の登場を敬遠する特徴を持っていた。しかし、1990
年以降のグローバル化や通貨危機を経る中で、デ・ファクトな地域化と呼ばれるよ

うな、地域規模での経済・社会の統合が政府間の協力や制度の有無に関係なく成立

した地域と見なされている。  
本稿では、アジアの地域統合の中でも CLMV（カンボジア・ラオス・ミャンマー・

ベトナム）と呼ばれる低開発地域にあたる国々を含むメコン地域のケースから、こ

うした統合により地域社会とでもいうべき越境的な空間が生まれ、どのような変化

が生じたのかを、人の移動を中心に考察するものである。  
具体的にはタイとラオスの境界地域を軸に検討を行う。両国国境には 1990 年代以

降、国際協力・地域協力により、国際橋が設けられ現在までに 4 本が開通した。そ
して、脆弱な状況にあった交通インフラは整備され、域内都市間を繋ぐ 3 つの経済
回廊と呼ばれる道路網が構築され（図 1）、人やモノの移動を促している。現在、メ
コン地域への経済的関心は極めて高く、こうした境界地域でビジネスに成功した富

裕層も登場している。しかながら、一方で非正規移民や彼らによる労働、ヒューマ

ン・トラフィッキング、越境的な犯罪といった問題への懸念が高まっている。  
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まず、こうした地域開発の根幹となった地域協力枠組みである大メコン地域経済

協力の概観を把握する。その上で、境界地域におけるビジネス、出稼ぎ労働、観光、

トラフィッキング等々の様々な人の移動について検討する。主要な関心は、1 つはこ
うした人の移動の実態と、地域社会への社会・経済的な影響である、もう 1 つは、
そうした地域化に対してどのような政府間での交渉や、政府の制度の取り組みがな

されているかという点である。以上を総括しアジアの地域統合が地域社会や境界地

域にあたえるインパクトを検討し、われわれは何を学びうるか考察したい。  
 

図１	 メコン地域と経済回廊（筆者作成）	 
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１．アジアの地域統合と地域社会	 

アジアの地域統合は、かつては地域協力程度のものとして重要視されてこなかっ

たが、1990 年代以降においては地域秩序を構成する不可欠の要素となっている。従
来、アジアの地域統合が重視されてこなかった第 1 の理由は、地域統合を超国家的
な組織を志向するものと捉え、いわゆる欧州型の地域統合のような主権の部分的な

移譲を含む政治統合が主眼におかれ、そうした動きがアジアではほとんど見られて

こなかったことによるところが大きい。これは第次世界大戦後のアジア諸国の多く

が脱植民地化と近代国民国家形成という難題の中で国際社会との関係を形成しなけ

ればならなかったことを考慮すれば、当然の結果であった。政治統合の遅れ、換言

すれば徹底した内政不干渉は、現在も色濃く残るものであるが、次の点においては

アジアの地域統合は無視できないものとなった。  
ひとつは事実上の経済統合が進んだことである、具体的にはアジアを規模とした

貿易・生産のネットワークが 1980 年代にはじまるアジアの経済成長の中で構築され
たことである。これは、政府や政府間による意図、あるいは政策が不在という意味

でデ・ファクトな地域化と呼ばれるものである1。  
ふたつ目は、重層的、多層的と呼ばれるような政府間による地域主義の乱立であ

る。これは 2 つの意味を持つ、1 つは地域の創出という側面で、アジア、東南アジ
ア、東アジア、南アジア、アジア太平洋といった形で様々な地域の規模で地域主義

が生まれている点である。もう 1 つは主に機能面に注目したもので、ASEAN のよう
に包括的な統合を目指すものもあれば、ARF（ASEAN 地域フォーラム、以下 ARF）
のような安全保障に特化したものや、APEC（アジア太平洋経済協力、以下 APEC）
や GMS（大メコン圏経済開発、以下 GMS）のように経済統合のみを念頭に置くも
のもあり、それらは重複する場合もある。  
各々の地域主義は基本的に独立したものであり、相互に補完することを企図する

ものでもなかった、その意味においては大小含めて十数を超えるアジアの地域主義

は乱立し、地域統合を主導する核のようなものは実質的にも、理念的にも存在しな

いのが現状である。しかしながら、冷戦後この地域で国家間戦争が生じなかったと

いう点と、いずれの国においても経済成長が進みアメリカ、欧州に並びアジアが世

界経済の 3 極として勃興した点2を踏まえ、十分にはモデル化はされていないが、欧

州とは別の地域統合の在り方として評価する声も大きい。  
こうした中で当然、社会統合も進む。地域統合における社会統合は政治・経済・

                                            
1 Hettne, Björn and Söderbaum, Fredrik, 2000, “Theorising the Rise of Regionness", 

Contribution to New Political Economy, Vol 5, No 3(Retrieved February 10, 
2015, http://gup.ub.gu.se/records/fulltext/191487/191487.pdf 最終閲覧：2015 年 3
月 15 日 ) 

2 羽場久美子、『グローバル時代のアジア地域統合』岩波書店、2012年、20-22頁。  
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安全保障と統合の主要な 4 領域の一角を占めるものである。これは国境が相対化さ
れる中で、社会間が統合され地域規模で社会空間が編成されることで、人々の活動

範囲の変化し、共通のアイデンティティ、共通の問題が意識される状況を意味する。

地域統合において、ある領域の統合の深化は他領域の統合を促すものであるとは必

ずしも言い切れないが、経済統合の深化は不可避的に社会統合をもたらす。例えば、

経営者から労働者に至るまで越境的な移動が生じ、そうした移動がもたらす新たな

課題とそれに対する対処を求められるからである。  
欧州では人・モノ・サービス・資本の域内移動の自由化を進める一方で、労働者

や社会的弱者といった取り組みも統合の社会的な側面として同時に進行し、経済成

長は社会的結束を強めるものでなければならないとされた。アジアでは対照的で、

社会・経済の統合が政府間の地域主義に先行しているため、こうした側面への取り

組みは後手に回っている。後述するように、数百万人規模での非正規移民を生み出

し、多くは受け入れ国で不法就労者として 3K（3D）労働に従事するが、多くは十
分な収入もなく法によっても保護されない、いわゆる脆弱な状態にある人々を生み

出している。また、各国政府の伝統的な内政不干渉主義の障害とアジアにおける全

体的な社会政策整備の遅れもあり、地域レベルでの社会問題への取り組みも遅れが

ちである。しかしながら、アジアの地域統合は決して社会統合の側面を無視してい

るわけではない。今後の雛形となりうる東南アジアの ASEAN においては、後述す

るようにその憲章と 2015 年末に迫った共同体形成の中で、統合がもたらす新たな課
題に取り組む姿勢を明確に示している。  
このような大きな動きの中で登場した越境的な地域社会は、地域化、政府間の地

域主義、各国政府の取り組み、従来の各々の社会が持った特長がせめぎ合う中で構

成されている。本稿では様々な移動を通して、断片的ではあるがどのように地域社

会が構成されているか検討していきたい。  

 
 

２．地域経済開発と地域社会	 

タイ‐ラオス間においては 19 世紀から 20 世紀にかけてのタイの前身であるシャ
ム王朝と当時ラオスを領した植民地フランスとの境界をめぐる対立の中で、メコン

川本流そのものが国境として位置づけられた。大河川はその両岸を単一の権力が統

治する場合、交易の要衝や中心地となり発展と遂げる場合があり、東南アジアの前

近代国家の多くはそうした性質を持ったが、この地域における近代の訪れはメコン

川を現実的にも象徴的な意味においても社会を分断するものとなった。そして、第 2
次世界大戦後はアジアの冷戦の中で資本主義陣営と社会主義陣営の両者の防波堤と

して機能することで、さらにそうした性格を色濃くする。  
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ラオスやベトナムの社会主義経済は、周知のように隣国の資本主義国家タイの経

済成長に大きな遅れをとった。また、タイ内部においてもメコン川流域にあたり、

イサーンと呼ばれるタイ東北部は、何度かの開発計画にもかかわらず、中心部に当

たるバンコクとの大きな格差が生じている。  
さらに、東南アジアという視点から見るとタイを除くと ASEAN 後期加盟国に当

たり、1980 年代には経済発展を遂げた原加盟国との様々な格差は、ASEAN デバイ
ドとして認識されている。政治体制の違いはともかく、経済格差は是正すべき課題

として捉えられている。  
1980 年代後半以降のメコン地域各国の市場の開放、国際社会への編入は、上述し

たように課題として認識される一方で、冷戦後の新しい地域秩序に向け、政治的に

も経済的にも新しいフロンティアに切り込むチャンスでもあった。このような状況

下で 1990 年代前半には様々な経済協力枠組みが検討され、いくつかの会合がなされ
たが3、アジア開発銀行（以下、ADB）が 1992 年に提唱した大メコン圏経済開発（the 
Greater Mekong Sub region project）に収斂される結果となった。  
当時ほとんどの枠組みが中国とミャンマーを除いたメコン川下流域の諸国を対象

としたものであり、その基幹事業もメコン川の豊富な水資源利用、すなわち大ダム

開発が多かったが、この計画では中国西南部（雲南省等）を含む 5 カ国および 1 地
方の地域経済圏の構築が目的とされ、その扱う重点分野も農業・エネルギー・環境・

人材開発・投資・通信・観光・貿易・輸送・マルチセクターの 10 分野と、水資源開
発に拘るものではなかった。GMS はメコン地域 6 カ国すべてがメンバーであり、そ
のうち 2 か国以上が合意もってプロジェクト化するという、柔軟なプラグマティズ
ムの下で運営されている4。現在では、この協力を経て GMS サミットと呼ばれる、
首脳会議も行われるに至っている。  
これまでの成果として、特に強調すべきは交通網の整備である。タイを除くこの

地域の道路は、2000 年当時においても舗装もままならず、雨季（5 月から 10 月）
には泥道となり大変な悪路となることで有名であったが、約 20 年かけてこれを整備
し、ほぼ東西、南北の回廊を整備、タイとラオス間のメコン川を跨ぐ国際橋も 4 本
建設した。これにより中国雲南省からラオス・タイを経てマレーシアに抜ける南北

のルート、ベトナムからラオスをへてタイ、将来的にはミャンマー・インドに抜け

る東西のルートがようやく構築されたことになる。これまでの小規模な貿易関係か

ら、地域規模の貿易・生産ネットワークと生む土台となることが期待され、すでに

                                            
3 この時期の過程については拙稿を参照。渋谷淳一、「「メコン」地域主義と「公共圏」：
開発と環境問題の視点から」『法政大学大学院紀要』65号、2010年、89-100頁。  

4 小笠原高雪、「メコン地域における開発協力と国際関係」石田正美  編『メコン地域開
発	 残された東アジアのフロンティア』アジア経済研究所、2005 年、47 頁。  
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その片鱗を見せている。表 1 はメコン地域の概況をまとめたものである。1 人当た
りの GDP を地域全体で見ると、アジア通貨危機による大きな失速があったものの、
ここ 15 年で約 2 倍の成長を遂げている。  

 
表 1	 メコン地域の概況	 

IMF	 Data	 and	 Statistics より作成（1 部推計値を含む）、タイ東北部に関しては	 

Office	 of	 the	 National	 Economic	 and	 Social	 Development	 Board より作成。	 

	 

	 

３．ラオスの経済の変貌――農林水産業の後退と新しい産業構造	 

このように地域規模での経済開発の機運が高まる中で、どのような経済・社会の

変化が生じているのか、南北に細長い国土のほぼ全体がメコン地域における境界地

域に当たるといっても過言ではないラオスの経済成長を見ていく。市場開放後の経

済がアジア通貨危機により通貨の急落でいったんは低成長に落ち込むが、2000 年以
降年率 6％以上の成長率を達成し、8％に迫る勢いである。かつては GDP の半分を
占め主要産業であった農林水産業も、2000 年の 52.1％から 2014 年には 23.5％にま
でにその割合を減らし、製造業が 22.7％から 33.2％、サービス業が 22.4％から 37.4％
へと成長している5。  

 
表 2	 ラオス経済の概況	 

IMF	 Outlook	 2014 より筆者作成。	 

 
 
 

                                            
5 Lao Statistics Bureau（http://www.nsc.gov.la/ 最終閲覧：2015 年 3 月 15 日）  

年 1995 2000 2005 2010 2014

G D P（U S億ドル） 18.8 15.72 27.17 68.42 117.07

G D P成長率 7.045 6.324 6.767 8.131 7.368

一人当たりのGD P（U Sドル） 385.837 291.735 469.187 1,069.75 1,697.06
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しかしながら、こうした変化にもかかわらず、農林水産業人口は依然として労働

人口の 8 割から 7 割を占めるとされ、2005 年のセンサスにおいても 82.4％6を占め

ていた（次回のセンサスは 2015 年である）。仮に農林水産業から製造業やサービス
業へと労働人口が移行してないとするならば、GDP の多くを占めるようになった第
2 次・第 3 次産業の経済成長の利益は国民全体で享受されていないことになる。ま
た、ラオス農業は焼畑による稲作生産を中心とした自給自足のための農業であった。

しかし、市場開放の中で商品経済が浸透し生活が変化することで、現金収入が必要

となったことで伝統的な農家は変化を迫られる方向にある。近年では同じ農家の中

でもキャッサバ、トウモロコシ、コーヒー豆等の換金作物の生産へと切り替えを進

める農家がいる一方で、これまで通りの伝統的な農業を行う農家もあり、換金作物

の生産に成功した農家とそれに失敗した農家や伝統的な農家の間に経済的な差が生

まれてきている。また近年ではコーヒーをはじめとした商品作物、有機・無農薬野

菜の生産や天然ゴム生産を目的とした外国からの投資も増えている。  
では、第 2 次産業はどのように勃興しているのか。多くの発展途上国と同じく外

国からの投資によりその端緒を開くが、鉱業と電力の割合が高いのがラオスの特徴

である。鉱業は銅の採掘であり近年の調査ではボーキサイト等の豊富な鉱物資源の

埋蔵の可能性が指摘されている。電力はメコン川およびその支流の水資源を利用し

た大ダム開発である。工業化や人口が乏しいラオスでは電力需要は限定的であるが、

タイ・ベトナムにおける電力需要は大きく、ラオスから 2 国へ送電すること企図し
ている。この意味において、ラオスは周辺国への売電を行う ASEAN のバッテリー

を目指しており、その中で大ダム開発は国家プロジェクトの中核を占めている。現

在、ダム 21 基で約 3,000MW の発電施設を持ち7、建設・計画中の電力事業を合わせ

ると約 20,000MW に達する。しかしながら、鉱山やダム開発に必要な莫大な資金を
自国でまかなえないラオスにおいては、基本的に外資が開発を主導し、鉱業と電力

を中心とした経済成長がその利益を国民全体への波及させる効果は限定的である。

例えば、大ダム開発には莫大な融資を受けたり、BOOT 方式8のような運営権を外国

資本に委ねることで開発が可能となるものであり、タイやベトナムから得られる売

電収入は 10 年単位で返済や、外国資本の回収に当てられることとなる。  
一方で製造業の成長はどのようになっているのか。従来、ラオスの製造業や木製

                                            
6 ラオス統計局
（http://www.nsc.gov.la/en/PDF/update%20Population%20%202005.pdf	 最終閲
覧：2015 年 3 月 15 日）  

7 ラオスエネルギー鉱山省エネルギービジネス局
（http://www.poweringprogress.org/new/power-projects	 最終閲覧：2015年 3月 15日） 

8 工事費用を民間のダム開発企業が負う代わりに、ダムの運営権を開発企業に一定期間
譲渡する方式。  



 
平成 26年度共同研究「国境をまたいだ地域協力の在り方についての比較研究」 

14 

品やビールなど一部の例外を除いて存在感が薄く、工業製品はタイや中国からの輸

入品に専ら依存するというのが一般的な評価であり、その意味でバーツ経済圏、元

経済圏という従属的な市場として扱われてきた。しかしながら、第 2 次産業も波は
あるものの成長を続け、近年では 10％以上の成長率を示している。ラオスの輸出品
目を見ると鉱物、電力に次ぐ品目として衣類があり、縫製産業が製造業の中心であ

る。特にタイに縫製工場を多く持つ日本企業の進出の機運が高まっている。こうし

た中で、ラオスは新たな工場建設地として注目が集まっている。これには様々な背

景が複合的に交錯しているが、第 1 にメコン地域の東西・南北の経済回廊が整備さ
れたことにより、内陸にあり港を持たないラオスでもタイやベトナムや中国へ工業

製品を安定して移動させることが可能となったこと（メコン川は自動車を運ぶよう

な大型船舶も運行可能であるが、ラオスから下流への航路にコーン・パペンという

滝があり、実質的に海へのアクセスを持たない。また乾季になると大幅に水量が減

少するため年間通しての安定した輸送が不可能である）。第 2 に、周辺工業国におけ
る労働者不足と、最近ではタイでの最低賃金の大幅な引き上げ 9に見られるように、

周辺工業国での賃上げがはじまっており、賃金が安いラオスに注目が集まっている

こと。第 3 に、特にタイに進出済みの企業にとっては、タイ語とラオス語の近似性
から、タイで育てた従業員をそのままスライドさせることも可能であるのでタイ・

プラス・ワンとして進出に前向きに考える方向にあることである。  
こうした流れを受け、2010 年より急速に経済特区の建設が、タイとの国境地域に

もあたる首都ビエンチャンと、タイからベトナムへの中継地に当たるカムアン県で

進んでいる。そもそもラオスの工業化は、FTA や関税や様々な貿易障壁が解消され
ても、ラオス人口が約 650 万人と限定的であり、一方で周辺工業国の多くの人口を
擁することから危ぶまれてきた。しかし、上述したような事情から、現在までのと

ころ成長が期待される傾向にある。  
またタイ側でも、これまで東北部ではほとんど建設されてこなかった工業団地が

整備されつつあり、これまで中央や東部へ出稼ぎに行っていたタイ東北部住民だけ

ではなく、ラオスからの出稼ぎ労働者を期待したものであろう。  
第 3 次産業は、各部門堅調な成長を遂げているが、中でも小売・卸売り部門が全

体を牽引する形となっている。2000 年前後までの首都ビエンチャンの印象は、首都
機能を持つ町村というものであったが、これまで見られなかった高層大型複合商業

施設や外資系大型スーパーがビエンチャンにも登場している。また、富裕層の登場

                                            
9 2010 年には 170～206 バーツであった 1 日当たりの最低賃金は、2014 年から全国一
律 300 バーツ（約 900 円）に引き上げられた。なおラオスの最低賃金は月額約 78 ド
ル程度（2015 年 3 月末日まで 4 月からは約 110 ドルに値上げ）。タイとラオスの賃金
格差は最低賃金水準で 2～3 倍異なる。  
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とモータリゼーションが急速に進んでおり、2012年に中古車販売の規制もあり、ピッ
クアップトラック型の新車販売台数が急速に伸びている。また携帯電話の普及率も

100％を超えている。こうした傾向は地方都市でも同様であり、2014 年 8 月に訪れ
たカムアン県ターケークでも、町並みは依然としてこれまでの高層建築物がほとん

どないラオス地方都市であったが、道路の両脇に新車が横付けされ、自動車販売店

が軒を連ね、アップルやサムソンをはじめとしたスマートフォンを操作する人々が

往来するという風景が見られた。  
また、こうした第 3 次産業の躍進の背景には外国人観光客の大幅な増加も見逃せ

ない。1995 年にはわずか約 35 万人程度だった入国者数が、2005 年には 100 万人を
超え、2009 年には 200 万人を早くも突破し、2013 年には約 378 万人にも上った10。

国別で見るとタイからの入国者が圧倒的に多く約 206 万人である、これは国境通行
証などの整備により越境が簡易化したことによるところが大きいと見られる。同様

に国境通行書証が利用できるベトナムと中国からの入国者数が続く形となっている。

域内からの旅行者の平均滞在期間は 2 日であり、小旅行や買い物、あるいは短期的
なビジネス等が主流であると考えられる。域外に目を向けると、ヨーロッパからは

約 21 万人が訪れ、アメリカからは約 6 万人となっている。観光資源としては世界遺
産となった古都ルワン・パバーンがあり、欧米のメディアで高評価されたことが近

年の旅行者の増加に繋がっている。また景勝地やトレッキング・ツアーの対象とな

る地域が随所にあることも強みである、これまでは雨季における道路事情の悪化に

よるアクセスの問題があったが、これは回廊整備の中で解消される傾向にある。ま

た、域外からの観光客の滞在期間は延びる傾向にあり、現在は 8.4 日である。こう
した中で手狭になったビエンチャンのワッタイ国際空港の拡張工事が日本の援助の

下で行われており、2018 年には完成する予定である。  
現在までのところ、域外からの旅行者の多くはバックパッカーである。よって、

ホテルも彼らに向けた 1 泊 10~20 ドル程度のゲストハウスが主流であり、中級、高
級ホテルは少ない。それ故に GDP に占めるホテル・レストラン産業のシェアは 1％
に満たないのが現状である。空路が整備される中でより広い層に向けた観光産業の

成長が期待される。  
 
 
 
 
 

                                            
10 ラオスの観光関連の統計に関しては以下を参照。ラオス統計局
（http://www.nsc.gov.la/en/Tourism2.php	 最終閲覧：2015 年 3 月 15 日）  
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４．メコン地域社会と様々な人の移動――ラオスからタイへ	 

４‐１．非正規移民と出稼ぎ	 

前項でみたように、ラオスの経済はメコン地域の地域開発を受けて、大きな変貌

を遂げている。こうした内部の変化の一方で、ラオス人の外への流れもまた重要で

ある。それは主にタイへの出稼ぎという形で 1990 年代以降顕著に現れている。  
ラオスからタイへの出稼ぎにおける業種は、工場での非熟練労働、農業や漁業関

係での労働、住み込みのハウスメイドが主である。現在では後述する登録制度がで

きたが、多くは密入国や短期滞在許可からのオーバーステイ状態にある人々であり、

いわゆる非正規移民であり労働許可を持たない出稼ぎ労働者である。  
出稼ぎの理由としては、ラオス側の要因としては、教育レベルが低い農村出身者

でもタイに行けばラオスで働くよりも 2倍から 3倍以上の高収入を得られる点、1990
年代以降のタイからの衛星放送や商品の流入の中でタイ文化に親しみを持ち、憧れ

を持つ若年層が増えている点、すでに述べたように言語的な近似性、民族的な親し

みといった点、ラオス内での労働力需要が乏しい点、タイへの密入国や仕事を斡旋

するブローカーが根付いている点などが上げられる。  
ラオスの伝統的な農村は半自給自足的な農業と、山や川での採集により決して飢

餓に陥っているわけではないが、現金収入は低く、市場経済が浸透し現金が必要と

なる中で相対的に不利な状況に陥っており、そうした生活に見切りをつけた若年層

がタイへの出稼ぎに出ている。多くはメコン川両岸で活動するブローカーに手数料

を払い、用意された船で国境警備の目をかいくぐりながらメコン川を渡河し、タイ

側でトラック等に載せられ指定の町まで運ばれていくことになる。  
タイ側の要因としては、1980 年代後半には本格化する経済成長、とくに海外から

の直接投資による工場建設による労働者需要が高まった点、一方でタイ人労働者の

海外への出稼ぎがはじまったことで、労働者不足に陥った点、タイ人労働者が 3K 労
働と呼ばれるような農業、漁業、建設業、工場での過酷な非熟練労働などが敬遠さ

れるようになった点が挙げられる。  
こうした労働需要にこたえたのは、当時すでにタイの難民キャンプで生活してい

たミャンマー人難民や先述したようなラオスやカンボジアからの非正規移民であり、

彼らがタイ経済の低層を支える構造が構築され、それが現在まで続いている。規模

としては域内の移民が約 200 万から 400 万人とされ、そのうちタイでの移民労働者
が約 200 万人以上に上ると考えられている。ラオスからの移民労働者も約 20 万人か
ら 30 万人と予測され、約 640 万人の人口のラオスにとっては人口の約 3％～5％近
くがタイへ出稼ぎをしている計算となる。  
タイ政府はこうした非正規移民に対して当初は黙認してきたが、増え続ける非正
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規移民に対して 1992 年以降取り組みが始まるが、不十分で場当たり的なものであり11、

本格的な取り組みは 2004 年の登録制度と呼ばれる政策まで先伸ばしにされた。登録
制度の概要はカンボジア・ラオス・ミャンマーの非正規移民に対して一時滞在 ID
カードを支給し、2 年間（更新が 1 回まで可能、最大 4 年）の労働許可を与え、さ
らにパスポートを持たない非正規移民に対して送り出し国と協力して国籍証明を行

うものであった。登録機会は紆余曲折の中で 2011 年まで設けられたが、約 200 万
人以上がこの制度に登録した。また新たな労働者を供給するために 3 国と覚書を結
び、合法的な受け入れの道も開いた。これらの政策は一定期間の労働と帰国をセッ

トにした政策であり、出稼ぎ労働者として管理する目的があった。しかしながら、

登録制度は手数料が高額であり、これらの政策により非正規移民をどこまで管理下

に置けたかは不明である。  
タイでは 2014 年 5 月のクーデターにより軍事政権下に入るが、6 月に軍が隣国か

らの移民労働者を取り締まるという噂が流布し、カンボジア移民を中心に国境に殺

到するという事件が生じた。結局この騒動で約 20 万人が帰国したとされ、急激な労
働者不足は深刻なダメージを与えた。これに対する軍事政権の対応は素早く、カン

ボジア・ラオス・ミャンマーの非正規移民の暫定的な労働許可を認め、身元登録や

健康診断を行い、暫定労働許可証を発行するワンストップセンターを全県に設ける

ことを決定し、6 月末にはカンボジア国境沿いの 4 県で開設した。この新たな登録
制度に 2014 年 6 月から 10 月までに労働者約 153 万人とその被扶養者約 9 万人が登
録した。ラオスからも約 21 万人の労働者が登録をした。2004 年当初は 3,800 バー
ツだった労働許可証も 900 バーツまで下がり、かなり高額であった国籍証明（パス
ポート発行）も 1,500 バーツにまで下がっている12。  
こうした動きは、軍事政権ゆえに国際社会からの人身売買や劣悪な移民労働者の

環境などへの批判に敏感であることが反映されているという解釈も可能であるが、

これまで管理し帰国を促す対象であった非正規移民を囲い込むという側面もある。

地域開発、回廊整備が進む中でラオスをはじめカンボジア、ミャンマーが工場など

の投資先として注目が集まる中で、タイへの出稼ぎを抑制する流れもあるからであ

る。実際に 2015 年 4 月からラオスにおいて 44％という大幅な最低賃金の引き上げ
も成される予定である。  

 

                                            
11 タイの移民労働者政策の変遷に関しては拙稿を参照。渋谷淳一、「「メコン」地域の人
の移動と規範形成──タイにおけるメコン移民の問題を中心に」宮島喬  吉村真子  編
『現代社会研究叢書  7 移民・マイノリティと変容する世界』法政大学出版、2012年。  

12 IOM Migrant Information Note Issue#25 
（http://th.iom.int/index.php/migration-resources/facilitating-migration/migration

-information-notes/Migration-Information-25-ENG/ 最終閲覧：2015 年 3 月 15 日）  
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４‐２．女性の移動とヒューマン・トラフィッキング	 

メコン地域の非正規移民の特徴として上げられることは、全体に占める女性の割

合の高さである。  
2013 年末のカンボジア・ラオス・ミャンマーに向けた労働許可証保持者（国籍証

明済み）の数を見ると、全体の 84 万 7,130 人のうち 34 万 7,588 人が女性であり、
ラオス人では 3 万 4,491 人に対して女性は 1 万 5,001 人であった。これはタイ語と
ラオ語の近似性から家政婦としての需要があることが大きい。このようにラオス人

のタイへの出稼ぎは男女ともに現れている傾向である。そして、タイでの滞在が長

期化する中で、ラオス人同士、あるいはタイ人との国際結婚、事実婚状態にあるカッ

プルも増加し、いわゆる移民 2 世も登場してきており、一部報道ではそうした移民 2
世が約 25 万人以上存在すると報じられている13。  
また、こうした登録制度の遡上に載らないヒューマン・トラフィッキングを視野

に入れると、女性の割合はさらに高いものとなる。しばしば、タイはトラフィッキ

ングの受け入れ国として指摘されるが、アメリカの『人身売買報告書』においては

ここ数年監視レベルが引き上げられてきたが、最新の 2014 年版ではついに最低レベ
ル（監視レベル 3）に位置づけられてしまった。2014 年 6 月にはタイの漁港におけ
る人身売買の実態が英紙ガーディアンによって明らかにされ国際社会の批判は高

まっている。具体的には、売春をはじめとする性産業、花嫁の売買や強制結婚、違

法養子、物乞い、強制的な 3K 労働・家政婦労働など様々なトラフィッキングが行
われており、その形態から女性が主なターゲットとなっていることが伺える。最近

でも、2015 年 1 月に売春を強要されていた 67 人の 14～20 歳のラオス人女性が保護
された事件があった。  
トラフィッキングや買売春について、2008 年の反人身取引法をはじめとして法制

度の整備は近年進んでいる。2014 年のヒューマン・トラフィッキングとして認知さ
れた被害者数を見ると合計は 595 人であり、そのうち 220 人が域内三国からの被害
者であり、ラオス人は中でも 108 人と最も多い14。政府の取り組みや国際社会から

の批判があるものの、この問題が解決に向かっているとは言い難い。この理由とし

ては、警察と性産業との癒着、主要産業である観光業と性産業の関わり等、タイ社

会と深く結びついており、容易な問題ではない。  
 
 

                                            
13 Nation 紙 2014 年 7 月 24 日参照。  
14 Thailand’s Trafficking in Persons 2014 
（http://www.thaiembassydc.org/wp-content/uploads/2015/02/Thailands-Traffickin

g-in-Persons-2014-Country-Report1.pdf	 最終閲覧：2015 年 3 月 15 日）  
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４‐３．富裕層の登場と越境	 

以上のような出稼ぎの流れだけではなく、ラオスの経済発展の中で生まれた富裕

層や中間層がタイへ越境し消費活動を行うケースが増えている。富裕層や中間層の

形成の分析はまだほとんどなされていないが、都市部における高級車販売や欧米ス

タイルのカフェやレストラン群の出店に大きな変化を感じさせる。  
 
 

表 3	 タイへの入国者数の推移	 

タイ観光省統計より作成。2007 年以降のルート別の入国者は不明。	 

 
表はタイへの正規入国者を示したものであるが、ここ 10 年でラオスからの入国者

は約 16 万人から約 98 万人に増加している。当然のことながら非正規移民は含まれ
ないので、観光や商用が主である。ラオス人がタイへ越境する要因となっているの

は、ラオスでは高所得者向けの産業が乏しいこと、タイ地方都市でもビエンチャン

よりも都市化が進んでいること、タイの方が食料品・生活必需品から贅沢品まで物

価が安いこと、越境通行証により簡易なタイへの入国が可能であり、加えて自家用

車の乗り入れが可能であることなどが考えられる。  
以上のように、非正規移民、ヒューマン・トラフィッキング、消費のための越境

と、それぞれ性質はことなるものの、国境は相対化され、メコン地域社会という規

模でそれぞれの人生設計が考えられているのが実態である。その意味で地域化、社

会統合は目覚しい速度で進展しているといえる。  
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５．人の移動と地域制度	 

こうした中で、地域レベルにおいても移民に対する取り組みがはじまっている。  
2008 年の GMS 首脳会議において、移民への取り組みを GMS 内で行うことが合

意された。2009 年の閣僚会議では移民の問題は人的資源開発分野に位置づけられ、
HIV や伝染病対策、トラフィッキングの撲滅などとともに、安全を促進することが
宣言された。また、同年の人的資源開発ワークショップにおいて、域内の非正規移

住労働者の存在と移住労働者とその家族の医療や教育といった社会サービスへのア

クセスの欠如を指摘し課題とした。2013 年から 2017 年の GMS 人的資源戦略フレー
ム行動計画においても、職業訓練、安全な移民労働が盛り込まれている。  
また、タイとカンボジア・ラオス・ミャンマー間における新規の非熟練労働者の

受け入れに関して 2 国間協定も整備され、正規の移民受け入れと送り出しの制度が
できあがった。内容としては現在の登録制度による正規化とほぼ同様で、2 年（最大
4 年）の労働許可と、終了後帰国し 3 年を経れば再度受け入れが可能となっている。
毎年 7 万人程度が正規の移住労働者として送り出されている。  

GMS の立場としては、そもそも高度人材を養成すること困難な環境にあることと、
正規の移民労働の仕組みの情報が伝わっていないことが、非熟練な非正規移住労働

者を生じさせているとし、地域の問題として取り組まなければならないとしている。 
また、今後の方針としては、2 国間了解覚書15（以下、MOU）を軸として、より

多くの情報の提供や、手続きの簡易化、非正規移民に関するリスクと正規移民の利

点の紹介、そして MOU の 6 カ国間での拡大などがあげられている。また、非正規
移民に対する正規化の検討や、受け入れ国における移民の保護という規範的側面に

ついても言及している。  
東南アジアでは、ASEAN 共同体形成へ向けて 2007 年に ASEAN 憲章が制定され

た。この憲章はこれまで地域で積極的な取り組みがなされてこなかった人権につい

て深く言及し、14 条で ASEAN 人権機構の設置を約束したことで大きな注目を集め
た。ASEAN にとって「メコン」地域は、共同体を推進する上での最も大きな課題の
ひとつである域内経済格差問題を内包しており、大きな関心が寄せられている。  

ASEAN では 2000 年に NGO、大衆指導者、活動家、シンクタンク代表など 300
人が参加した ASEAN 人民会議が開催され、いくつかの民間研究機関や NGO が提言
を作成したように、有識者レベルの地域主義への参加がはじまっている。  
憲章の作成過程において、ASEAN 首脳会議は有識者による賢人会議を設置し、憲

章案の作成に当たらせた。賢人会議が先述した民間研究機関や NGO などの提言を受
付け、彼らを会合などに招き議論を行い、その成果をもって憲章の原案をつくりあ

                                            
15 法的拘束力を持たない政府間の合意事項文書  
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げた。  
ASEAN 憲章は、ASEAN の原則や規範をはじめて成文化したものであり、2015

年に創設されるとする ASEAN 共同体の骨格をなすものである。賢人会議の原案は

旧態然とした内政不干渉主義を乗り越え、停滞した地域統合を活性化させ、再び求

心力を獲得する意図があった。  
このプロセスの中で移住労働者の権利の保護は賢人会議の憲章に盛り込まれた。

こうした背景としてはフィリピンやインドネシアのような移民送出国が、積極的に

移民を擁護してきてきたことや、受け入れ国マレーシアやシンガポールでも移民を

めぐる問題を長期に扱ってきており、移民問題に対する関心と一定の共通理解が

あったのではないかと考える。  
原案では、憲章冒頭の ASEAN の目的を記した部分に「不利な部門や移住労働者

の十分な可能性と効果的な参加を推進し、訓練や、マイクロファイナンス（小規模

融資）や、情報システムへの彼らのアクセスを増加させる」という項が設けられた。 
しかし、加盟国政府高官からなる上級作業部会では、この移住者をめぐる項は削

られ、他の点においてもかなり後退した憲章となった。これは受け入れ国側の反発

があったものだと考えられ、ASEAN の内政不干渉主義の壁が厚いことを知らしめる
事となった。  
だが、こうした市民社会の要請は、ASEAN 移住労働者委員会  の設置を促すこと

には成功している。このように一進一退の状況にあり、ASEAN における移民をめぐ
る規範形成は、必ずしも悲観的な状況にあるわけではない。  

 
 

６．暫定的な結論と沖縄県	 

以上、ラオス‐タイを中心にして、地域経済の成長、地域社会の統合について見

てきた。近年より強い傾向となってきているのは、統合の深化の中で、これまでの

貧しい農業国ラオスと豊かな工業国タイという関係が変化していることである。そ

の中でも顕著なのは、ラオスが徐々に工業国として台頭しつつあり、その中でこれ

までのようなタイへのラオス人の一方的な出稼ぎといった労働力の移動から、ラオ

ス内での労働人口を引きとめる方向に徐々に移りつつあることである。これはミャ

ンマー、カンボジアでも同様の流れが生じてきており、そしてタイでは失業率が 1％
を切る中で、地域の労働力の価値は上昇する傾向にある。  
こうした中で、これまで十分に保護されてこなかった移民労働者の社会的保護も、

問題は山積みであるが、前進する方向にあるのかもしれない。特に送り出し国、受

け入れ国の両方に移民労働者を擁護するインセンティブが生まれたことは大きい。

そうした流れを受けて、GMS や ASEAN 等の政府間の会議の場では移民労働は欠く
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べからざる問題となった。民間においても、これまでのような密入国や不法就労を

斡旋する違法なブローカーから、合法的な人材派遣会社がタイ周辺国へリクルート

に向かい、日本や欧米の企業に労働者を紹介するといったケースも登場してきている16。 
しかしながら、日本をはじめとした先進国の例を踏まえると、多くの場合におい

て出稼ぎ労働者は受け入れ国への定住傾向にあり、一時的な労働者としてのみ扱う

ことは現実的ではない。これを踏まえると、必要とされるのはそうした労働面の管

理や施策だけではなく、言語や家庭や子どもといったより広い領域を対象に移民労

働者のことを検討することであろう。  
また、労働移動だけでなく、経済成長と、越境移動の制度が整う中で、観光やショッ

ピングといった形での移動も飛躍的に伸びており、そういった中で域内の人々の生

活は地域という規模を基本に再編成されつつある。  
このようなメコン地域、タイ‐ラオスと沖縄県を比べてみると、実は相似性が高

い。それはメコン地域と北東アジア地域の中心に位置する点。近年、タイや日本が

経済的に停滞する中で経済成長を遂げ、特に観光産業が著しく成長している点、労

働移動に新しい動きが生じている点である。  
一点目に関しては、ラオスが経済回廊という陸路の中心点として機能し始めてい

る一方で、沖縄県では空路を中心に国際物流ハブ構想が推進されている。ネットワー

クの地理的な中心に位置することは、今日のように移動手段が整い、関税や貿易に

関するコストが低く抑えられた時代においては必ずしも優位性を意味しない。端的

に言えば通り抜けられるだけの存在になり、代わりに安い大量生産された工業製品

や農作物により自国の産業がスポイルされるという可能性がある。この点はラオス

が東南アジア、アジアを規模とした経済統合に参入する過程で最も専門家が危惧し

た点である。現在までのところこうした懸念とは異なり経済成長を遂げており、そ

れは本文で見てきたような地域規模での労働力需要の変化と、第二次産業における

変化によるところが大きい。沖縄県においても国際物流ハブとして北東アジアの他

の物流ハブに対してどのように優位性を維持するのかという点と、これを契機とし

て他の県内産業にどう波及させるかがカギとなるだろう。  
次に、二点目に関しては、すでに周知のように沖縄県の県内総生産成長率は東京

に迫るものであり、これを第三次産業、特に観光産業が牽引している。2014 年度の
観光客数は約 700 万人であり、うち約 90 万人が海外からの観光客となっている17。

                                            
16 SankeiBiz、「タイ、周辺国労働者を日系に派遣国内企業向け	 新たなビジネス始動」 
（http://www.sankeibiz.jp/macro/news/141023/mcb1410230500012-n1.htm	 最終閲
覧：2015 年 3 月 15 日）  

17 沖縄県、「平成 26 年沖縄県入域観光客統計概況」  
（http://www.pref.okinawa.jp/site/bunka-sports/kankoseisaku/kikaku/statistics/to

urists/documents/h26gaikyou2.pdf	 最終閲覧：2015 年 3 月 15 日）  
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外国人観光客の構成は北東アジアからの観光客が 8 割を占め、2014 年においては円
安の影響もあり約 6 割増加した。一方で、アジアとアメリカを除いた地域からの旅
行客が少ないのが特徴とも言える。メコン地域における観光客は域内諸国からの短

期の観光客と世界遺産観光を軸とした欧米からの観光客とそのカテゴリーが限られ

るが、沖縄の場合、国内観光客に加え、台湾や韓国や香港といった経済発展国・地

域、中国やベトナムといった新興国と様々である。ビーチ・リゾートとしてはグア

ム、バリ、プーケット等の様々な競合が存在しており、どう沖縄県の強みやブラン

ドイメージを形成するかが課題となろう。  
最後に、三点目に関しては、沖縄県では依然として若者を中心とした高い失業率

がある一方で、外国人労働者の増加が生じ、2014 年 6 月末時点で 3,388 人であり 5
年で倍増しているという18。教育・学習支援業の 547 人を除けば、宿泊・飲食サー
ビス業、その他のサービス業、卸・小売業がそれぞれ 300 人台となっている。現状
における規模はそれほど大きくないが、外国人向けの観光業の拡充や国際物流ハブ

としての機能の向上を見込むならば、英語やアジアを中心とした外国語を話す人材

の受け入れ、あるいは育成は急務であるといえるかもしれない。この意味でアジア

の中で成長する沖縄県を踏まえ、人材確保を長期的に検討することは価値あること

だろう。  
これまで、経済規模や政治体制等々、様々な理由から、沖縄県とアジアの新しい

地域との比較はなされてこなかったが、地域統合・地域化という潮流の中で、経済

や社会の再編成という意味では同様の状況・課題に直面しているといえる。かつて、

下位地域協力という名前の下で国家未満の越境的な協力関係が注目されたが、今こ

そそうした知見の収集や経験の共有が重要となってくるのではないか。  
 

  

                                            
18 琉球新報 2015 年 2 月 7 日参照。  
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~EU 市民保護からのインプリケーション~	 

 
知事公室	 地域安全政策課 
調査・研究班	 主任研究員 

中林	 啓修 

 
 
はじめに	 

東日本大震災に見られるように、現代の災害や危機事象は巨大化・激甚化する傾

向にある。国連国際防災戦略事務局（UNISDR）によれば、2000 年には 460 億ドル
だった災害被害総額は、2011 年には 3,630 億ドルに達している1。また、ミュンヘン

再保険会社のレポートなどによれば、より長期的な傾向を見ても被害額、発生件数

共に増加傾向にあることがわかる（図 1）2。 

図１：1990 年代以降の自然災害の発生傾向	 

Munich	 Re、“Natural	 catastrophes	 worldwide	 1980	 ‒	 2011”、p.4 より転載	 

                                            
1 UNISDR, The Economic and Human Impact of Disasters *in the last 12 years, 2012. 

01. 10. （http://www.flickr.com/photos/isdr/8567182347/in/set-72157628015380393/	 
最終閲覧：2015 年 3 月 27 日）  

2 Munich Re（ミュンヘン再保険会社）, “Natural catastrophes worldwide 1980 – 2011” 
（http://www.munichre.com/app_pages/www/@res/pdf/media_relations/press_release

s/2012/2012_01_04_munich_re_natural-catastrophes-2011_en.pdf	 最終閲覧：2015
年 3 月 27 日）  
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危機の巨大化・激甚化は、従来よりも広い範囲に影響を与えることとなり、結果

として、危機管理のための地域協力の重要性が高まっていると考えられる。 
国内での自治体間連携や中央政府と自治体との連携、あるいは近隣諸国間の連携

のみならず、国境をまたいだ自治体間の協力や政府と自治体との協力など、現代の

地域協力はより広域的であり、様々なレベルの主体が参加する非常に多様で複雑な

ものとなっている。こうした地域協力を強く押し進め、地域統合のレベルにまで到

達したのが現在の欧州連合（EU）である。 
本稿には二つの目的がある。第一の目的は EU による危機管理の取り組みを整理

し、その発展がどのようにしてもたらされたのかを明らかにする事である。これに

より、危機管理をめぐる地域協力の先進事例を明らかにする事ができる。EU におけ
る災害等に対する危機管理は政策上、市民保護（Civil Protection）として理解され
ている。EU とその加盟国において、市民保護は「天災または人災を防ぎ、それらか
ら市民を保護するための制度」（EU 運営条約 196 条）と考えられている。市民保護
に関する一義的な責任や権限は加盟国にあると定められており、EU の市民保護（以
下 EUCP）は加盟国による市民保護のための政策を補完するものとして理解されて
いる。本稿ではこの EUCP についてその経緯や内容を紹介していく。 
そして、本稿第二の目的は、EU の先進事例を踏まえて、沖縄県が危機管理におい

て行うべき、あるいは行いうる地域協力の具体像を検討する事である。地域的国際

機関である EU の取組みから日本の一地方自治体である沖縄県が示唆を得ようとす

ることの意義については若干の説明を要するように思われる。この点は次のように

説明できる。EU と沖縄県とではその成り立ちや規模が全く異なるが、現在の EU が
模索している危機管理での役割は、災害対策基本法の改正により現在の沖縄県に求

められる姿とよく合致する。後述の通り、現在の EU は従来の加盟国による市民保

護の支援にとどまらず、緊急時に加盟各国の準備が整うまでの被災地域へ救援を念

頭に独自アセットの整備を進めている。一方、日本では 2012 年 6 月の災害対策基本
法改正により、都道府県には、従来通り関係機関間の調整を主任務としつつ、必要

に応じ、市町村の防災業務を代替することが期待されている。すなわち、EU も沖縄
県も、①多様性のある比較的広い地域をカバーし、②多様な主体間の連携・調整を

主任務としつつ、③必要に応じ本来の対応主体にかわって危機への初動対応を行う

必要に迫られている。 
こうした観点から、EU における市民保護の取り組み状況を整理して行く中で、県

の危機管理能力の更なる向上を目指す際の示唆を得ることが本稿の第二の目的の主

眼である。 
本稿は 4 節で構成されている。1 節では、EUCP の歴史的経緯を説明している。

その後、2 節では EUCP を構成している様々な概念を明らかにし、3 節では EUCP
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の中心的な機能である市民保護メカニズムと「市民保護および海洋汚染の防止・予

防プロジェクト」について具体的に説明している。そして、4 節では EUCP が沖縄
県にもたらすインプリケーションについての考察を試みている。 
最後に、本稿は 2012 年 7 月 28 日に執筆者が「EU 市民保護と市民の安全意識」

と題して慶應 EU 研究会で行った報告および青山学院大学国際政治経済学部の羽場

久美子教授の大学院ゼミで同年 12 月 6 日に同じタイトルで行った報告時に作成・配
布した未定稿を部分的に下敷きにしている。これらの報告の機会に、多くの方から

貴重なご指摘やコメントをいただくことができたことをここに深く感謝申し上げた

い。 
 
 

１．EUCP の経緯	 

１－１．EUCP のはじまり	 

欧州共同体レベルでの市民保護が公式な場で最初に合意されたのは 1985 年の
ローマでの担当閣僚会議であったという3。1987年 6月 25日の欧州理事会決議では、
共同体のイニシアチブによる各加盟国の担当者や連絡調整役を網羅したリストの作

成、各国担当者間での定期会合の実施、そして、訓練（特にシミュレーション訓練）

を含む人事交流の 3 点を促進することがうたわれた4。 
EU 発足後、それまでの欧州理事会での取り組みを踏まえて、1994 年 10 月 31 日

に市民保護分野における共同体協力の強化に関する決議が採択された。この決議に

は、加盟国の担当者間でのネットワーク形成、欧州委員会による加盟国間調整の 24
時間態勢化、学校教育等を通じた災害に関する若年教育の充実といった内容が盛り

込まれていた。 
発足時、EU は加盟国による市民保護活動の調整役として位置づけられており、市

民保護のための制度や枠組みを持つことは想定されていなかった。しかし、欧州統

合の深化と共に、EU にも更に積極的な役割が期待されるようになってきた。そのた
め、EU は 1990 年代後半から市民保護の拡充をめざすことになる。 

 
 

                                            
3 The European Commission, EU focus on civil protection, 2002, p.8.  
ただし、欧州共同体予算には災害時緊急援助のための資金が 1977年から計上されている。
The European Commission, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 
EUROPEAN PARLIAMENT A PEOPLE’S EUROPE, COM(88) 331 final, 1988, p.20. 

4 The Council of Europe, Resolution of the Council and the representatives of the 
Governments of the Member States, meeting within the Council of 25 June 1987 on 
the introduction of Community Cooperation on Civil Protection, Official Journal C 
176 , 1987. 
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１－２．市民保護アクションプログラムの設置	 

1997 年 12 月には「市民保護に関する共同体アクションプログラム設立決定」が
採択された。この決定によって、市民保護アクションプログラムが実施されること

になった。市民保護アクションプログラムとは、加盟国における市民保護を平準化・

高度化するために EU が資金の一部を助成して行う取り組みのことである。市民保

護アクションプログラムでは、リスク評価・防災・減災、広報および警報、予防お

よび対処、事後分析、そして水平的活動の各項目について、国や関係機関から取り

組みを募集し、EU が資金の 75%を負担して域内における市民保護の充実をめざすと
いうものである。市民保護アクションプログラムは公募を通じて複数の取り組みが

選定され、これらは 1998-99 年、2000-04 年そして 2005-06 年の 3 回実施された5。

また、市民保護アクションプログラムと並行して、EU では海洋汚染対策についても
類似した枠組み（「海洋汚染に関する協力に対する共同体フレームワーク」、以下海

洋汚染フレームワーク）が整備され、2000 年から 2006 年まで行われ、のべ 35 のプ
ロジェクトが実施された6。市民保護アクションプログラムおよび海洋汚染フレーム

ワークはその後に統合され、「市民保護および海洋汚染の防止・予防プロジェクト」

（prevention and preparedness projects in the field of civil protection and marine 
pollution）として EUCP の重要な一翼を担っている。 

 
１－３．市民保護メカニズムの設置と発展	 

ここまで、1990 年代の EUCP における取り組みを見てきた。90 年代までの市民
保護における EU の役割はあくまで加盟国間の調整にしぼられていたが、2000 年代
以降、EU は自身による市民保護の能力の獲得をめざす事になる。こうして現在へと
至る EUCP の発展には、2 つの出来事が契機となっている。すなわち、9.11 事件と
2004 年 12 月のスマトラ沖地震に伴う津波である。 

9.11 事件では EU 市民にも多くの犠牲者がでたことから、改めて EU の危機管理
能力の向上が促された。この事件を契機に、EU は独自の危機管理システムの構築を
めざすこととなった。これは「市民保護メカニズム」7とよばれ、「市民保護の支援調

整に関する協力強化のための共同体メカニズムの設置に関する決定」（以下、市民保

                                            
5 The European Commission, Global evaluation of the Community Action 

Programme in the field of Civil Protection, the Community Mechanism to facilitate 
reinforced cooperation in civil protection assistance interventions and the Marine 
Pollution framework final report, 2005, p.9. 

6 Ibid., p.9. 
7 Council of the European Union, COUNCIL DECISION of 23 October 2001 

establishing a Community mechanism to facilitate reinforced cooperation in civil 
protection assistance interventions, 2001/792/EC, Euratom, Official Journal of the 
European Communities L 297/7, 2001. 
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護メカニズム決定）によって設置された。従来、EU は独自に市民保護を実行するた
めのアセットを保有してこなかった。しかし、市民保護メカニズムには監視・情報

センターの設立や調整チームの派遣、訓練プログラムの整備更には、市民保護モ

ジュールとよばれる物資備蓄および要員の待機制度が含まれており、従来よりも踏

み込んだ能力を EUに付与するものであった。市民保護メカニズム決定の文中では、
9.11 事件への言及はなく、むしろ、1991 年 7 月 8 日の自然および技術災害における
加盟国間の相互支援に関する会合および 2000 年 4 月 19 日の国連欧州経済委員会で
の会合を踏まえて設置されたとの説明がなされている。しかし、2002 年に刊行され
た EU の市民保護のためのパンフレットなどを読む限り、9.11 事件が市民保護メカ
ニズムの設置を促すきっかけとなっていたことは確実だと思われる8。 

2004 年 12 月に発生したスマトラ沖地震では、発生した津波によってスウェーデ
ンを中心に冬期休暇を東南アジアで過ごしていた多くの EU 市民が犠牲となった。

死者 240 名以上、行方不明者 3,700 名以上という EU 市民の犠牲者数は米国同時多
発テロ事件における犠牲者数（死亡・行方不明合計 500 名以上）を大きく上回って
いた。9.11 事件で端緒についた EU の市民保護メカニズムはこの災害を受けて大き
く発展していく事になる。例えば、欧州委員会委員長および欧州議会議長の要請に

よって 2006 年 5 月に公表された報告書「欧州市民保護部隊に向けて」では、2004
年 12 月のスマトラ地震をとりあげ、EU およびその他のアクターがそれぞれの緊急
対処能力の強化を図る契機となったことを指摘している9。更に、欧州委員会が 2008
年に公表した報告書「連合の災害対応能力強化」でも、EU の災害対処能力の向上が
求められる契機となった災害の筆頭にこの津波を挙げている10。 
スマトラ沖地震が契機となり、2005 年 6 月の欧州理事会決議では市民保護の拡充

が盛り込まれ、EU による緊急支援が必要な際に加盟国が短時間で提供可能な物資や
人員といったアセットの整備が要請された。これを踏まえて 2007 年には市民保護メ
カニズム決定が改訂された11。この改訂版市民保護メカニズム決定では、上記のよう

なアセットを市民保護モジュールという名称で整備することなどが盛り込まれた。

また、この改訂に先駆けて、市民保護の拡充に必要な予算措置を定めた理事会決定

                                            
8 The European Commission, EU focus on civil protection, 2002, p.7. 
9 Michel Barnier, For a European civil protection force: europe aid, 2006, p.7. 
10 The European Commission, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO 

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Reinforcing the 
Union's Disaster Response Capacity, COM(2008) 130 final, 2008, p.2. 

11 Council of the European Union, COUNCIL DECISION of 8 November 2007 
establishing a Community Civil Protection Mechanism (recast), 2007/779/EC, 
Euratom, Official Journal L 314/9, 2007. 
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が 2007 年 3 月 5 日に採択された12。 
 
 

２．EUCP の概念構造	 

EU の市民保護は補完性（加盟国と EU との役割分担）および連帯（EU と加盟国
および加盟国間での協力）という 2 つの原則に基づいて行われ、それらの活動は広
域性と包括性という考え方で特徴付けられる。以下、それぞれについて論じていく。 

 
２－１．原則：補完性原理と連帯	 

EU の危機管理は補完性原理（Subsidiarity）と連帯（Solidarity）という 2 つの
原則に基づいて実施されている。 
補完性原理は、EU における政策の立案・実施に関する大原則として確立されてお

り、危機管理においてもこれが適用される。これは、EU の危機管理と加盟国政府や
自治体が行う危機管理とが相互補完関係にあることを指している。補完性原理の解

釈には諸説があるが、EU 自身は、「加盟国レベルで対応するよりも EU レベルで対
応したほうが達成が容易な事案についてのみ EU で対応するという原則」という見

解を示している13。 
後述するように現在の「欧州連合の運営に関する条約」（EU 運営条約）では、市

民保護は一義的には加盟国が権限を独占する事項とされている。このため、EU には、
加盟国政府や自治体単独では対応できない広域的な危機への対応や、提供できない

機能（被災により深刻な打撃を受けた当事国政府にかわる一次対応や、被災地支援

に関する多国間調整など）の提供が期待されている。 
このような分担がある一方で、EU の危機管理には連帯というもう一つの原則があ

る。EU 運営条約第 222 条（対外行動における連帯条項）では、「1 連合と加盟国は、
加盟国がテロの標的や自然および人為災害の犠牲者となった場合には、連帯の精神

のもと、共同して行動しなければならない（以下省略）」と定められている。 
つまり、EU の危機管理は、補完性原理に基づく役割分担と、連帯条項に基づく共

同行動という 2 本の柱に基づいて実施されていくことになる。 
 
 
 

                                            
12 Council of the European Union,Council Decision of 5 March 2007 establishing a Civil 

Protection Financial Instrument, 2007/162/EC, Euratom, Official Journal L 71/9, 2007. 
13 Euro Voc 内" principle of subsidiarity "
（http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=request&uri=http://eurovoc.europa.eu/5812
最終閲覧：2015 年 3 月 8 日）  
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２－２．特徴：広域性と包括性	 

現在、EU は 27 カ国にまたがり、その領域は 420 万㎢を越える。EU の危機管理
はこの広大な領域全体にわたって機能することが求められている。特に、複数の加

盟国にまたがって発生した「クロスボーダーな」危機への対応が期待されており、

それ故、EU は広域的な危機に対応する能力の獲得を進めている。更に EU は、域外
で発生した災害や危機事象についても、必要や被災地域の要請にもとづいて行動す

ることとされている。この結果、現在の EU の危機管理は世界的な活動を視野に収

めている。 
そうした EU の危機管理では包括的なアプローチがとられている。これは、EU が

自然災害や事故、疫学的問題や大規模環境破壊、そしてテロなど、様々な危機への

対応を同時並行的に視野に入れていることを指している。2010 年 11 月に公表され
た報告書「域内安全保障戦略の実施：より安全な欧州を目指して」では、EU がこれ
ら多様な事象を危機管理の対象とすることについて、オールハザードアプローチと

いう言葉で表現している14。 
EU の領域には北極圏から地中海にまたがる広範な気候区分が含まれており、地理

的な多様性にも富んでいる。その結果、各国・各地域によって主要な脅威となる危

機の種類にはばらつきがある。表 1 は EUROBAROMETER による市民保護に関し
て加盟国で行われた意識調査の結果の一部である。これによれば、欧州の大水源で

あるアルプスに近く、大型河川も多い中欧諸国（チェコ、スロヴァキア、ハンガリー）

では、洪水や大嵐といった風水害に対する懸念が特に強く、一方、東地中海に位置

するギリシャやキプロスでは地震に対する懸念が際立っている。更に、スペインを

含めた地中海全体では山火事に対する意識も高い。目を北に転じて、欧州の内海で

あり、環境汚染に弱いとされるバルト海に注目すると、沿岸国（バルト三国、フィ

ンランド、スウェーデン）には海洋汚染に対する強い危惧があることがわかる。 
このように、EU は地域ごとに異なった危機の対象があり、必然的に EU レベルで

の危機管理は包括的なものとならざるを得なくなっている。 

                                            
14 Council of the European Union, "Internal Security Strategy for the European 

Union: Towards a European Security Models", 7120/10, 2010, p.14. 
ただし、EU がオールハザードアプローチに言及するのはこれが初めてではない。例
えば、欧州委員会の重要インフラ防護緑書や生物剤リスク緑書でも同アプローチが採
られている。  
The European Commission, Green Paper on a European Programme for Critical 
Infrastructure Protection, COM(2005)576final, 2005. 
The European Commission, Green Paper on Bio-Preparedness, COM(2007)399final, 
2007. 
なお、オールハザードアプローチについては以下も参照のこと。  
中林啓修「沖縄県の総合的危機管理能力の向上に関する研究」、沖縄県	 危機管理・
安全保障研究シリーズ No.1、2013 年、6-7 頁。  
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表 1：各国におけるリスク認識	 

（設問：貴国において最も大きなリスクと考えられる自然災害もしくは人為災害は何か。

最大 3 つまで回答可）	 （単位：％）	 

 
 

地
震 

山
火
事 

洪
水 

大
嵐 

津
波 

火
山 

噴
火 

土
砂 

崩
れ 

工
業 

事
故 

原
子
力

事
故 

海
洋 

汚
染 

厾
叏
他 

呁
吐
吆

叐
友
厦 

わ
厭
只

友
厦 

EU 平均  22 27 45 40 1 2 7 29 16 20 1 8 2 
ベルギー 14 10 49 54 2 1 9 47 25 29 1 1 0 
ブルガリア 76 45 67 24 1 2 10 17 18 6 0 0 3 
チェコ 3 31 91 69 0 0 6 29 11 0 0 0 0 
デンマーク 2 14 51 73 0 0 2 52 3 72 0 0 0 
ドイツ 6 7 23 49 0 1 5 36 33 13 0 20 1 

西ドイツ 7 5 21 46 0 1 4 37 35 13 0 22 2 
東ドイツ 4 16 31 59 1 0 9 31 24 11 0 12 0 

エストニア 2 71 25 51 1 1 1 30 4 61 1 1 1 
アイルランド 3 7 62 39 2 1 17 25 12 24 1 13 2 
ギリシャ 87 75 53 8 0 1 2 7 3 15 0 3 0 
スペイン 9 77 60 28 1 2 6 10 4 29 1 4 0 
フランス 21 21 34 58 2 2 5 42 33 36 1 1 1 
イタリア 58 17 22 18 3 11 11 24 9 12 1 14 3 
キプロス 82 70 13 39 3 0 4 13 2 32 2 1 0 
ラトビア 3 61 33 48 0 0 1 35 6 56 1 1 0 
リトアニア 7 59 21 42 4 4 2 25 23 50 1 4 2 
ルクセンブルク 12 8 27 45 2 2 7 38 44 10 0 7 1 
ハンガリー 16 25 71 75 0 0 5 28 13 0 0 0 0 
マルタ 48 1 30 29 5 0 7 19 2 55 1 8 1 
オランダ 3 14 55 39 1 0 2 44 13 35 1 5 1 
オーストリア 19 16 65 49 1 1 30 21 12 0 4 9 1 
ポーランド 7 43 73 64 2 1 3 21 4 9 1 1 3 
ポルトガル 40 75 33 20 2 1 13 13 1 5 0 5 3 
ルーマニア 69 18 47 27 2 1 15 10 10 15 0 4 2 
スロヴェニア 31 12 61 68 1 0 43 12 8 5 2 2 0 
スロヴァキア 5 39 78 67 0 0 6 43 12 0 0 0 0 
フィンランド 0 42 21 48 0 0 1 63 26 62 0 0 0 
スウェーデン 2 46 40 45 0 0 6 50 17 51 0 1 0 
イギリス 7 3 59 19 2 0 8 32 16 20 1 13 3 

太字：回答の上位 3項目、EUROBAROMETER,	 Civil	 Protection	 Full	 report,	 2009,	 p.75	 

 
 

３．市民保護メカニズムと市民保護および海洋汚染の防止・予防プロジェクト	 

３－１．市民保護メカニズムの概要	 

前節では、EU の制度や理念との関係から EUCP の概念構造を明らかにした。本
節では EUCP の中心的な取り組みである、市民保護メカニズムを紹介する。 
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EU 運営条約において、EU が市民保護分野で果たすべき役割は、「⒜市民保護の

ための要員を準備し、連合内の天災と人災に対応することにより、リスク回避に関

する国家、地域および地方レベルの加盟国の活動を支援および補足すること、⒝国

内の市民保護サービス間の連合内での迅速で効果的な活動協力を促進すること、そ

して⒞国際的な市民保護活動との整合性を促進すること」（同 196条）とされている。 
これらの役割を果たすため、EUCP には加盟国の危機管理能力を向上させるため

の資金プログラムと共に、EU による危機管理の調整や実施を行うための市民保護メ
カニズムとよばれる制度が存在している。この市民保護メカニズムは現在の EU に

よる危機管理における中心的な制度である。市民保護メカニズムは、EU の内外でテ
ロや事故を含む重大な災害が発生した場合やそうした事態の発生が切迫した状況で

の市民保護のために参加国間の協力を促進することを目的としている。市民保護メ

カニズムは EU の制度だが、実際には EU 加盟国（27 カ国）と EU 機関のほかに、
アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、クロアチアそしてマケドニアが

参加している。 
現在の市民保護メカニズムには、監視・情報センター（MIC）、共通緊急通信・情

報システム（CECIS）、訓練プログラム、調査・調整チーム、そして市民保護モジュー
ルという 5 つの主要なツールが含まれている。これらは、欧州委員会人道支援局に
よって管轄されている15。これは EU が行う他の市民保護の取り組みについても同様
である。ただし、EU における市民保護は第一義的には加盟国が担うべきものとされ
ている。つまり、後述する市民保護モジュール等、実際の救援・救難に用いられる

アセットは加盟国によって担われており、EU 機関は各種調整や関連分野のガイドラ
イン等の作成等が中心的な任務となっている。 
市民保護メカニズムは EU の域内だけでなく、域外で発生した災害についても被

災国の要請に応じて発動される。その意味で、市民保護メカニズムは EU 自身の危

機管理の手段であると同時に、被災地支援の手段でもある。 
EU の市民保護は被災国からの申請を前提に行われるが、その窓口は MIC で一元

化されている。市民保護メカニズム参加国が被災国であった場合、MIC は参加国の
担当部署にその事実を通知し、各国の担当部署は提供可能な支援手段を MIC に連絡
する。 
一方、域外の国から支援要請があった場合、欧州委員会は理事会議長国と対応を

協議する。議長国が当該事案を EU 条約に定められた EU の対外行動の範疇に属す
る問題であると判断した際には、議長国が EU の以後の行動を主導する。それ以外

の場合には、市民保護メカニズム参加国が被災国であった場合と同様の支援活動を

                                            
15 2010 年までは環境総局が担当していた。  
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MIC が行うことになっている。2002 年以降 2012 年までの間、EU の市民保護メカ
ニズムは内外から既に 170 件以上の支援要請を受けている（図 2 参照16）。 

 

図 2：EUCP への要請状況（2002-2012）	 

The	 European	 Commission,	 ECHO	 Factsheet	 EU	 Civil	 Protection,	 2013.05,	 p.2.	 

 
３－２．市民保護および海洋汚染の防止・予防プロジェクト	 

EU における市民保護は一義的には加盟国の役割となっていることから、加盟国の
市民保護分野での能力向上支援は EU の基本的な役割の一つとなっている。既述の

通り、EU はこの目的のために、1997 年から「市民保護に関する共同体アクション
プログラム」を、2000 年から「海洋汚染に関する協力に対する共同体フレームワー
ク」をそれぞれ実施してきた。これらは 2007 年から 2010 年までの準備期間を経て
統合され、現在では「市民保護および海洋汚染の防止・予防プロジェクト」

（prevention and preparedness projects in the field of civil protection and marine 
pollution）として実施されている。	  
同プロジェクトでは 2011 年には 9 件、2012 年と 2013 年は 12 件と 17 件、そし

て 2014 年には 31 件の取り組みが採択され、総資金の最大 75%の支援を EU から受
けて、EU 域内の様々な主体の危機管理能力向上に向けた様々な試みが行われている。
「市民保護および海洋汚染の防止・予防プロジェクト」には、2014 年の EUCP 予算
で全体の 1/4 強にあたる 720 万ユーロが割り当てられており、上記の市民保護メカ
                                            
16 The European Commission, ECHO Factsheet EU Civil Protection, 2013.05, p.2. 
（http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/civil_protection_e

n.pdf	 最終閲覧：2015 年 3 月 27 日）  
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ニズムと並ぶ EUCP の主要政策となっている17。 
「市民保護および海洋汚染の防止・予防プロジェクト」に採択されたプロジェク

トの主体は加盟国の政府機関や地方政府、NGO 団体あるいは民間企業や学術団体

（大学を含む）など多岐にわたっている。全てのプロジェクトは複数の加盟国にま

たがって実施されており、場合によっては加盟国以外の国からも参加機関がある。

例えば、2014 年の 31 件のうち、6 件は EU 域外の主体が参加していた18。これらの

プロジェクトは、遠隔地にある主体間が共通のテーマで結びついたものが主である

が、直接国境を接した主体同士が地域の市民保護の能力向上を図るために行ってい

るプロジェクトもある。 
これらの国境をまたいだ地域間協力は EU の政策上の用語としては国境間地域協

力（Cross-Border-Cooperation、以下 CBC）と呼ばれている。CBC は市民保護以外
にも様々な分野において一般的に用いられているが、「市民保護および海洋汚染の防

止・予防プロジェクト」での事例としては、例えば、スペイン・ポルトガル国境で

は、国境の山林地帯で発生する森林火災対策のため、リスク情報や気象情報等の共

有や機材の共通化に向けたプロジェクトが両国の気象機関や市民保護機関によって

進められている19。また、よりローカルな取り組み例として、2013 年に採択された
ハンガリー・ルーマニア国境で行われている洪水対策プロジェクトが挙げられる。

このプロジェクトでは両国を貫流するティサ川を挟んで隣接するハンガリーとルー

マニアの自治体において、洪水発生に関わる早期警報や対応スタッフおよびボラン

ティア団体の能力向上のための取り組みが行われている20。また、両国国境の自治体

における市民保護能力の向上は 2014 年のプロジェクトでもより拡大した形で継続
されている21。 

                                            
17 The European Commission, COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 

28.2.2014 adopting a financing decision for 2014 in the framework of the Decision 
No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council on a Union Civil 
Protection Mechanism, C(2014) 1195 final, 2014, pp.5-6. 

18 EU 人道支援市民保護総局 HP 内の次のサイトを参照  
（http://ec.europa.eu/echo/en/search/site/2014	 最終閲覧：2015 年 3 月 27 日）  

19 Spanish-Portuguese Meteorological information system for trans-boundary operations in 
forest fires  
（http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/se

lected-projects/spanish-portuguese_en	 最終閲覧：2015 年 3 月 27 日）  
20 Preparation of aid worker teams to be deployed on the HU-RO flood plain  
（http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/se

lected-projects/preparation-aid-worker-teams_en	 最終閲覧：2015 年 3 月 27 日）  
なお、ティサ川では過去にも地域の環境汚染につながるような大きな洪水が発生してい
る。これについては、中林啓修「国際環境保全の機能主義的パートナーシップ～ドナウ
川流域の事例を参考に～」、SFCジャーナル No.3 Vol.1、2004年 3月も参照。 

21 Strengthening cross border and inter-sectorial operability 
（http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/s
elected-projects/strengthening-cross-border_en	 最終閲覧：2015 年 3 月 27 日）  
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４．EU 市民保護からのインプリケーション	 

ここまで、EUCP の取り組みを概観してきた。現在の EU は市民保護メカニズム
の中で EU 独自のアセットの整備を目指しつつ、「市民保護および海洋汚染の防止・
予防プロジェクト」という枠組みを通じて、域内全体での危機管理能力の向上を図っ

ている。 
「はじめに」で述べた通り、EU と沖縄県では規模や成り立ちが全く異なっている

が、それでも、島嶼県として災害に対処する資源に限界があり、かつ国境を抱えた

自治体でもある沖縄県にとって、EU の取り組みから学ぶべき点は少なくない。そこ
で、本稿の締めくくりとして、沖縄県が防災分野での地域協力を展望する際に EU
の取り組みから得られるインプリケーションについて述べたい。 
まず、最大のインプリケーションは、EU における市民保護では地方自治体の能力

向上にも力点が置かれていることである。特に、本稿で紹介したような国境をまた

いだ地域間協力が市民保護分野でも推進されていることは注目に値しよう。本稿で

取り上げた CBC の事例は共に地域の切実な課題と合致した内容になっている。表 1
にある通り、山火事はスペインとポルトガルにおいて共に市民が最も懸念している

危機事象であり、ハンガリーとルーマニアにおける洪水もリスクの高い危機事象と

して認識されている。 
沖縄県を含む東シナ海沿岸でも、大型台風や感染症などは国境をまたいで共有可

能な危機事象と考えられ、こうした分野について情報共有や能力構築など目的を

絞った形で協力を推進していくことは有意義であろう。 
ところで、既述の通り、EU の地理的領域は非常に広域にわたっていることから、

加盟国が直面している危機事象も多岐にわたっている。これは沖縄県でも同様であ

る。例えば、沖縄県が 2013 年 12 月に行った「平成 25 年度	 県民安心感調査」では、
最も深刻だと考えられる危機事象について一定の地域差が見られた。例えば、大津

波への懸念は八重山に、大型台風への懸念は本島北部や宮古島に、そして航空機事

故（軍用機）への懸念は本島中部にそれぞれ集中していた（表 2 参照）。県域が広大
な沖縄県の特性に鑑みれば、県内各地域が抱えるリスクの解消に向けて県が関係市

町村の取り組みを後押しすることも意義のあることであろう。 
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表 2：沖縄県内におけるリスク認識	 

（設問趣旨：最も危険だと思う危機事象を一つ挙げてください）	 （単位：％）	 

	 	 本島南部	 本島中部	 本島北部	 宮古	 八重山	 その他の離島	 

大地震	 22.6	 17.1	 10.8	 16.5	 11.1	 11.5	 

大津波	 9.3	 9.4	 13.1	 9.4	 20.7	 15.4	 

大型台風	 13	 11.5	 25.4	 28.1	 11.9	 19.2	 

航空機事故（軍用機）	 3.8	 12	 4.6	 0.7	 0	 0	 

外国からの攻撃	 11.9	 9.6	 7.7	 9.4	 11.1	 11.5	 

『平成 25 年度	 県民安心感調査	 報告書』、2014 年、20 頁。	 

 
EUCP から得られる第二のインプリケーションとしては内外の危機管理の連動が

挙げられる。EU では域内の市民保護と域外での人道支援とを同一の組織で行う体制
となっている。このように内外の危機管理を連動させる発想は米国ハワイ州などで

も見られており、国際的な防災・危機管理の充実と地元の防災・危機管理の充実は

連動していると言える。EU の取り組みも、こうした観点から沖縄県にとって示唆に
富んだものと考えられる。 
本稿 2 節で紹介したように、1980 年代後半に EUCP も連絡リストの作成、各国担

当者間での定期会合の実施および人事交流からスタートし、現在では即応能力を高

めるために市民保護メカニズムの一環として独自アセットの整備を検討している。

この間に EUCP は 30 余年の実績を積み上げてきた。本稿で紹介してきた EU の取
り組みを踏まえ、段階的かつ戦略的な展望をもって中国や台湾といった近隣との地

域協力を推進することは、沖縄県の防災力向上と地域の安定に大きく資することを

指摘して本稿のまとめとしたい。 
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