
１．なぜ宿営地に焦点を当てるのか

⑴ 課題設定

国連カンボジア暫定機構（UNTAC: United Na-
tions Transitional Authority in Cambodia、１９９２
年２月～９３年９月）は、国連平和維持活動（以
下 PKO）の歴史において画期的な取り組みであっ
た。PKO が伝統的に担ってきた停戦監視や武装
解除といった任務に加え、制憲議会選挙の実施、
難民の帰還、人権の監視、復旧・復興支援といっ
た多岐にわたる大規模な活動を成し遂げたことに
より、PKO が量的かつ質的に拡大するのを後押
しする事例となった。文民行政部門などの課題が
残された分野もあったものの、総じて「第２世代
PKO（あるいは、複合型 PKO）」の成功例のひ
とつと見なされている。

UNTAC の成功を形づくった約２２，０００名の定
員のなかには、日本の自衛官や文民警察官も含ま
れていた。そのなかで大部分を占めていたのが、
陸上自衛隊施設部隊によって構成された UN-
TAC 日本施設大隊である。第１次派遣（１９９２年
９月～９３年４月）と第２次派遣（１９９３年３月～９３
年９月）で６００名ずつ（計１，２００名）がカンボジ
アに赴き、内戦時に破壊された国道２、３号線や
橋梁の修復を主な任務としながら、UNTAC 構
成員に対する医療提供などの追加任務も請け負っ
た。これらの活動は UNTAC のなかで高く評価

され、自衛隊にとって初めての PKO もまた成功
体験とされている。

このように、UNTAC は介入者側において成
功例とされることが多い。約１年７カ月（自衛隊
は約１年）という限られた期間で多様な任務を遂
行し、新生カンボジアの土台を整えたことが評価
されてきたのである。しかし、UNTAC がカン
ボジア社会に与えた影響を検討するのであれば、
活動期間中の任務の成否という介入者側の視点だ
けで評価を定めるべきではない。というのも、被
介入者である現地の人々から見たら、大規模な部
隊がカンボジアに生活拠点を築き、そこに身を置
いて生活したこと自体が大きな社会変化である。
その変化は現地社会にとって良いものばかりとは
限らず、撤退後にまで尾を引くこともあるかもし
れない。

そこで浮かび上がるのが、UNTAC がカンボ
ジア社会に与えた影響を長期的な見地から検討す
るという課題である。それも UNTAC としての
任務の成否を評価するための枠組みではなく、大
規模な部隊がカンボジアで生活拠点を築いたこと
による影響を捉えるための枠組みが必要となる。
以上の問題意識に基づいて、本稿では UNTAC
日本施設大隊の生活拠点である宿営地に的を絞っ
て事例分析を行う。具体的には「UNTAC 日本施設
大隊の滞在は現地社会にいかなる影響を及ぼした
のか」という問いについて、宿営地が設置された
場所をめぐって繰り広げられた介入者と被介入者
の相互作用の変遷を視野に入れて考察していく。

UNTAC日本施設大隊はカンボジア社会に
いかなる影響を及ぼしたのか
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⑵ 本稿の位置づけ

これまでの研究を振り返ると、被介入者側の視
点を踏まえて平和構築を見つめなおす試みが増え
てきている流れにある。この新たな潮流は「ロー
カル・ターン」などと呼ばれ、現地政府や現地コ
ミュニティにおけるローカルな規範／実践が担っ
てきたガバナンス上の役割を浮き彫りにした論考
が多く見られる（Björkdahl et al. eds. ２０１６；
Öjendal et al.２０１７；井上２０１６；林２０１７など）。
議会制民主主義や法の支配といった西洋的な国家
制度の構築を重んじる「リベラルな平和構築」を
論敵として、外部の価値基準に基づく介入が孕ん
だ難点を剔抉した成果とも言えるだろう。

ただし、この潮流では制度面への介入に関心が
集まっており、国連を中心とした平和構築を包括
的に見つめなおすには至っていない。介入者側が
設定した目的以外の部分で及ぼした影響について
は捨象されてきたといってよい。しかし、在日米
軍基地などの在外基地を思い浮かべると、軍隊の
トランスナショナルな活動がホスト社会に及ぼす
影響の大きさは想像に難くないだろう。平時の民
軍関係については軍隊の人類学と称する研究群が
検討を進めてきたものの（田中編２０１５；So／rensen
and Ben-Ari eds. ２０１９など）、紛争後社会に展開
した PKO 部隊とホスト社会の相互作用について
の探究はまだ見られない。

先述した本稿の問いは、この間隙を縫うものと
して位置づけられる。結論を先取りすれば、UN-
TAC 日本施設大隊の滞在はカンボジア政府によ
る農作地の収奪を引き起こすきっかけとなってい
た。施設大隊が介入者として滞在したあいだは被
介入者にあたる近隣住民と良好な関係にあったも
のの、帰国時に宿営地を残置したことでカンボジ
ア政府という第２の介入者を招来することにな
り、ひいては近隣住民の農作地が不当に奪われる
事態を招いていたのである。以上の経緯を詳らか
に描き出すことで、介入者側では意識化されない
領域であっても、被介入者側から見ると尾を引く
ような影響があることを示唆したい。

もちろん、こうした叙述には日本の外交政策が
及ぼした影響を明るみに出すという一面もある。
UNTAC は自衛隊が初めて派遣された PKO だっ
たからこそ、当事者やジャーナリストが書き留め
た資料的価値の高い文章はもとより、緻密な調査
に基づく論考も多い研究対象であることに違いは

ない。しかし、それらは総じて日本側（日本政府
ないし自衛隊）のあり方を理解するための試みで
あって⑴、自衛隊がカンボジア社会に及ぼした影
響は検討されてこなかった。そうしたなかで、本
稿はカンボジア社会の側から日本の外交政策を捉
えなおすという意義を帯びる。新たな視角から
UNTAC の経験を振り返ることで、これまで見
落とされてきた教訓を引き出すことになろう。

⑶ 調査方法

UNTAC 日本施設大隊の宿営地に焦点を当て、
そこで繰り広げられた介入者と被介入者の相互作
用の変遷を跡づけるにあたって、本稿では次の２
つの手順を踏むことで当時のリアリティに迫ろう
と試みた。

まず、カンボジアにおいて半構造化インタ
ビューを実施した。宿営地近辺に位置するカンボ
ジア南部タカエウ州ドーン・カエウ郡 TA 村を
主たる調査地としつつ、そこから２０km ほど離れ
た同州トラムコック郡 TP 村と首都プノンペンで
も比較調査を行った。２０１９年１２月２２日～２８日
にかけて計２４名（TA 村では１４名⑷、TP 村では
５名、プノンペンでは５名）を対象として、① UN-
TAC 前後の個人史、②当該地域における UN-
TAC の活動、③ UNTAC 日本施設大隊をめぐる
記憶、について現地語であるクメール語を用いて
尋ねた。これに加えて、首都プノンペンでは
UNTAC に加わった計３名の日本人（元自衛官２
名、元国連ボランティア１名）からも話を聞くこ
とができた。

しかし、UNTAC 期からはすでに２５年以上が
経過している。当事者であっても UNTAC 期と
は異なる環境に身を置いており、当時とは異なる
理解が生まれている可能性も小さくない。そこで
上記の聞き取り調査で得た着想を踏まえて、その
時々に記された文献資料から当時の語りを抜き出
すという第２の作業に取りかかった。新聞などに
断片的に散らばっている当事者たちの語りや記録
を収集し、聞き取り調査から見えてきた実情をそ
の時々に書き留められた言葉を用いて再構成する
手法である。

この作業においてクメール語や英語で記された
カンボジアの新聞も調べたものの、UNTAC 日
本施設大隊に触れた記事はわずかしか見当たらな
かった。その一方で、日本の新聞をあたってみる
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と、宿営地近辺の状況を報じた特派員の記事が思
いのほか多く残されていた。自衛隊が初めて参加
した PKO ということで、活動の実態について日
本側の社会的関心が高まっていたからであろう⑸。
このような事情を反映して、本稿では日本の新聞
に残された当事者たちの語りを引用することが多
くなっている⑹。

以上の２つの手順を踏むことで、宿営地という
特定の場所をめぐって生じた変遷を浮かび上がら
せる。日本政府ないし自衛隊の側で把握されてい
た情報を調べるために、防衛省と外務省に対する
情報公開請求で得られた未公刊資料も併せて活用
している。

⑷ 本論の構成

宿営地をめぐる介入者と被介入者の相互作用の
変遷を捉えるという枠組みに沿って、本論では次
の順序で議論を進めていく。まずは、UNTAC
日本施設大隊を形づくる歴史的な文脈について概
観しよう（第２節）。そのうえで、宿営地に照準
を絞って UNTAC 日本施設大隊の来訪前（第３
節）・滞在中（第４節）・帰国後（第５節）の変遷
を跡づける。各節の要点としては、宿営地には
TA 村の人々の農作地が含まれたこと（第３節）、
施設大隊と近隣住民が良好な関係を築いたこと

（第４節）、帰国時の資機材供与が農作地の収奪を
引き起こしたこと（第５節）があげられる。これ
らについて各節で詳述したうえで、終節（第６節）
では冒頭の問いに立ち返って考察する。

２．UNTAC日本施設大隊を形づくる歴史
的文脈

⑴ UNTAC設立の経緯

UNTAC の一員としての自衛隊の活動を振り
返るにあたって、まずは UNTAC 設立の経緯を
振り返っておこう。カンボジア王国は１９５３年に
フランスからの独立を遂げたものの、独立後も国
家の担い手の座をめぐって熾烈な政治対立が続い
ていた。その対立は１９７０年代に入ると全面的な
内戦へとつながり、大量虐殺を断行したポル・ポ
ト政権期（１９７５～７９年）を経て、ベトナムや中
国、アメリカをはじめとする国際的な対立を反映
した構図を生み出した（天川２００１a）。このよう

に長期化した内戦の背景として、ベトナム戦争を
めぐる大国の地政学的関心は無視しえないもので
あった（五十嵐２０１６、pp.２０８―２０９）。

その後、１９８０年代末になって和平交渉が国際
的に動き出し、１９９１年１０月にパリ和平協定が調
印されるに至った。紛争当事者４派の代表たちに
よって構成される最高国民評議会（SNC: Su-
preme National Council of Cambodia）がカンボ
ジアの主権を代表する唯一の合法的な機関とな
り、国連が設置する UNTAC のもとで制憲議会
選挙を実施することを記した合意であった。明石
康が国連事務総長特別代表に着任すると、UN-
TAC は SNC から協定の実施に必要となる権限を
委任され、関連機関を監視しながら新政府樹立ま
でのあいだ統治機能の一端を担った（１９９２年３月
１５日～１９９３年９月２４日）。冷戦終焉へと向かう
大国間協調の機運のなかで、カンボジア紛争の終
結と国連の介入が現実のものとなったのである。

ただし、UNTAC という外部アクターが統治
機能の一端を担ったことに対し、カンボジアのな
かでは反感を抱いた人々もいた。たとえば、カン
ボジア外務国際協力省の長官を務めたウッ・キム
アン（Uch Kiman：カンボジア人民党）は、UN-
TAC を「カンボジアの主権を著しく侵害するも
のであった」と述べ、それを「明石の保護領」と
いう言葉で表現している（Kiman１９９５, p.６２）。
というのも、クメール語を解さない「初心者たち」
の監督を受けて、機微に通じた SNC の人々が頭
を下げる屈辱的な状況に置かれたと捉えていたか
らである（Kiman１９９５, p.６２）。キムアンの言葉
を借りれば、UNTAC による主権侵害は「私た
ちが飲まなければいけなかった最も苦い薬であっ
た」ということになる（Kiman１９９５, p.６２）。少
なくとも、SNC の最大勢力であったカンボジア
人民党の人々にとって、UNTAC は忌まわしい
過去であった可能性が高いと考えられよう。

⑵ 要員派遣に込められた日本側の期待⑻

他方で、カンボジア和平ないし UNTAC に
並々ならぬ決意をもって関与したのが日本であっ
た。陸上自衛隊施設大隊が背負った歴史的な意味
合いを捉えるために、日本政府が UNTAC に人
員を派遣するまでの流れを本項では振り返ろう。

カンボジア和平の機運が高まるなかで、日本政
府は国際的な役割を担おうとして外交努力を重ね
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ていた（池田１９９６；河野１９９９；谷野２０１５）。そ
の甲斐あって、第１回パリ和平会議（１９８９年）
の第３委員会（復旧・復興と難民帰還を担当）で
はオーストラリアとともに共同議長を務め、さら
には紛争当事者たちの対話促進に向けて「カンボ
ジアに関する東京会議」（１９９０年）を開催してい
る。こうした積極的な和平工作の背景には、「世
界に貢献する日本」として「増大した国力に相応
しい役割を積極的に果たすことは当然の責任」と
する竹下登首相（１９８７年１１月～１９８９年６月）の
志向性を見て取れよう（竹下１９８８）。この「信念」
を具現化した「国際協力構想」では、「軍事面の
協力を行いえない」からといって「世界の平和に
ついて拱手傍観すべきでない」という認識のもと、
「紛争解決のための外交努力への積極的参加、要
員の派遣、資金協力等を含む、新たな『平和のた
めの協力』の構想を確立」することを第１の柱と
して掲げていた（同上）。これは竹下首相の突飛
な「信念」であったわけではなく、１９７０年代末頃
から外交従事者たちが「経済大国」としての当為
と現実の乖離に向き合うなかで形づくられてきた
見方であった（大山２０１５、pp.２―３；大山２０１９、
pp.３―９）。

このような歴史的な経緯に加え、湾岸危機・戦
争時に資金的な「貢献」だけでは国際的な批判を
免れえないという言論が広まった。これにより、
日本政府が国連平和維持活動への要員派遣を模索
する流れはさらに勢いづけられた。「国際貢献」
という言葉が「一国平和主義」を斥けながら流布し
たこともあって、自衛隊海外派遣に対する社会的
意識までも変容の兆しを見せていた（大山２０１７）。
そうしたなかで、牛歩戦術をはじめとする反対派
の抗議を受けつつも、１９９２年６月１５日に「国際
連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

（国際平和協力法）」が成立した。日本政府は調査
団をプノンペンに派遣して現地情勢を探りなが
ら、「初めてなので、慎重なうえにも慎重に」（宮
澤喜一首相）同法が定める参加５原則と抵触しな
いかと検討を重ねた（朝日新聞１９９２年７月３日）。
そして、国連から正式な要員派遣要請があったこ
とを踏まえて、「なし得る最大限の人的な貢献を
積極的に果たしていくため、これらの要請すべて
に応分の貢献を行う」（実施計画）という観点か
ら、「カンボディア国際平和協力業務実施計画」
と「カンボディア国際平和協力隊の設置等に関す
る政令」を９月８日に閣議決定するに至った。大

東亜戦争に突き進んだという歴史の十字架を背負
いつつも、「経済大国」としての「責任」に見合っ
た「貢献」を果たす――このような意味合いを帯
びながら「カンボディア国際平和協力隊」の隊員
たちは任地に赴くことになった。

⑶ UNTAC日本施設大隊の任務

日本政府は国連からの要請にしたがって、停戦
監視要員（計１６名）、選挙部門（計４１名）、文民
警察部門（計７５名）、施設部隊（計１，２００名）に
要員を派遣して UNTAC に協力した。 このうち、
本稿で取り上げるのは圧倒的な人数を擁した施設
大隊の活動である。自衛隊施設科とは、旧日本陸
軍などでいう「工兵（engineer）」にあたる職種
であり、各種施設機材を用いて戦闘部隊の作戦遂
行を支援することを基本的な任務とする。UN-
TAC 日本施設大隊としては荒廃した国道２号線
と３号線の補修を主たる業務としつつも、UN-
TAC の要請に基づいて給水や給油、医療の提供
などの追加業務にも応じた。それだけでなく、宿
営地の周辺住民との触れ合いを「もう１つの PKO
活動」と位置づけて、井戸掘りや医療の提供、住
民向けのコンサートなどの民生支援を派遣前から
検討していた（読売新聞１９９２年９月１６日）。日
本国内では自衛隊海外派遣に対する反対派の抗議
が熱を帯びていたからこそ、現地の人々から反感
を買わずに良好な関係を築くことが重要性を増し
ていたのだろう。これらの２つの任務を視野に入
れることで、施設大隊の活動は「（国際平和維持
活動の）後方支援」というよりも「（復興への）
移行支援」に近いものとして捉えられてきた（本
多２０１７）。

３．宿営地はどのような場所に立ち現われ
たのか

上述のように、施設大隊はカンボジアで多岐に
わたる活動を行っていた。これらの活動の結節点
となったのが施設大隊の生活拠点にあたる宿営地
である。本節では、宿営地が立ち現われるまでの
状況を明らかにしよう。

⑴ 宿営地の候補地が定まるまで

日本施設大隊の宿営地をめぐって、当初 UN-
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TAC のなかではプレアヴィヒアとバンテアイ・
ミアンチェイという北部２州が候補地としてあ
がっていた（庄司２０１５、pp.１１５―１１７）。しかし、
両州はクメール・ルージュの影響が残った地域で
安全確保が難しく、「日本人特別代表の恩恵」を
受ける形でタカエウ州に配置されることになっ
た。タカエウ州は首都プノンペンに近いうえに、
フランスの歩兵部隊が警備を担当する比較的安全
な地域と見られていたからである。同州の知事を
務めるスー・ピリンからは、①旧陸軍用地または
飛行場跡地、②トレアン郡、③バティ郡、という
３つの候補地が提示され（朝日新聞１９９２年８月１８
日）、最終的には、カンボジア陸軍の兵舎跡地を
仮宿泊地としながら飛行場跡地に宿営地を建設す
ることになった（読売新聞１９９２年９月２９日）。
奇しくも、そこは旧日本陸軍がマレー半島上陸作
戦に向けて新設した飛行場の跡地であった（前田
１９９３、pp.１６０―１６３）。約半世紀のときを経て、日
本人がふたたび同地に戻ってきたことになる。

⑵ 宿営地が囲い込んだ空間

宿営地が設置された飛行場跡地は、タカエウ州
ドーン・カエウ郡（日本ではタケオ市とも表記）
にある州都付近に位置している⑼。タカエウ州は
カンボジア有数の米生産高を誇る稲作地帯として
知られており、当時の州全体の人口は約６４万人
で、ドーン・カエウ郡の人口は２６，０００人ほど（う
ち９割以上が農民）であった（朝日新聞１９９２年
９月３０日夕刊）。施設大隊の自衛官らは「見わた
す限りの水田とヤシの木が点在する、いかにもカ
ンボディアらしい景色」のなかに身を置き（和田
１９９４、p.２３）、牛やアヒルの放牧を目にしては
「のどかですね」と口にしたようである（朝日新
聞１９９２年９月３０日夕刊）。しかし、田園風景が
広がっていても１世帯あたりの水田面積は小さ
く、稲作だけで生計を立てられる世帯はほとんど
なかった（矢倉２００８）⑽。そのため、農民たちの
大部分は稲作のほかにも畜産や漁業、非農業自営
業といった土地の制約を受けない事業にも従事し
ながら、いかにして所得を拡大できるかと苦慮し
ていたのが生活の実態だったようである。

ドーン・カエウ郡 TA 村の村民にとって、こ
の激動は自分たちの生活空間のなかで繰り広げら
れたものであった。というのも、宿営地は約２３
万 m２もの広大な敷地を囲い込むものであり、そ

こには飛行場跡地だけでなく村民たちの農作地も
含まれていたからである。その農作地はクロムサ
マキ政策にもとづく共同耕作地だった時代を経て

（天川２００１b）、施設大隊が来るまでは TA 村の
２０ほどの世帯がカボチャやスイカ、イモなどを
育てていた土地であった。村民たちの話による
と、まずタカエウ州政府の役人たちが「UNTAC
のために土地を貸してくれないか」と村に尋ねて
きたようである。長期にわたる内戦が終わった安
堵感もあって、「新たな国づくりのために」と村
民たちは快諾したということだった。そこからほ
どなくして「日本の軍人（tehian japon）が少し」
やってきて（第１次・第２次先遣隊）、その後「た
くさん」の「日本の軍人（tehian japon）」（第１次派
遣施設大隊本体）が訪れて宿営地建設を始めた経
緯を村民たちは記憶していた⑾。宿営地建設が進
むにつれて、外周には有刺鉄線が張られて土塁が
築かれることになり、村民や家畜などが自由に行
き交っていた農作地は異なる空間へと姿を変えて
いった。

⑶ 立ち現われた異質な空間

カンボジアに到着した施設大隊がまず行ったの
は、宿営地を建設する作業であった。約１年間の
活動期間（１９９２年９月～９３年９月）のうち、そ
の前半期を担当した第１次派遣施設大隊（１９９２
年９月～９３年４月、計６００名）を構成する２つ
の施設中隊が宿営地建設を担った。当初は１１月
中の完成が見込まれていたが（読売新聞１９９２年
９月２０日）、豪雨によるぬかるみや不発弾の処理
などで作業が遅れるようになり、すべての施設が
完成したのは１９９３年１月末のことであった（読
売新聞１９９３年１月２７日；読売新聞１９９３年３月
８日夕刊）。隊員の英気を養うためにも「国内の
駐屯地なみの厚生施設をそろえたい」と（朝日新
聞１９９２年９月１０日）、エアコン付き大食堂や日
本式風呂、映画や音楽の鑑賞室などを備えた施設
も設置された。ただし、他国部隊が旧兵舎などに
借り住まいしたり、仮設テントで過ごしたりして
いるなかにあって⑿（前田１９９３、p.１６０）、この「贅
沢な宿営地（luxurious base camp）」には他国部
隊からの「羨望」と「嘲笑」のまなざしが向けら
れていたようである（Shenon１９９３）。日本の国
会では、いかなる状況でも「自己完結」的に活動
しうる組織として自衛隊の活用が正当化されてき
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たが、現地では明らかに異色な空間であったこと
は疑いのない事実であろう。

４．宿営地はどのような場所だったのか

では、異質な空間が立ち現われたことによっ
て、現地の人々の日常にどのような変化が生じて
いたのだろうか。筆者らの聴き取りによれば、
TA 村の住民たちは自らの生活を豊かにする機会
をつかむべく隊員たちに働きかけていた。施設大
隊の滞在期に村民たちが得たものを大別すると、
経済、衛生、安全、という３つの機会があげられる。

⑴ 売り手と買い手を超えて――経済的な機会①

近隣住民たちがまず目をつけたのが、施設大隊
との関わりを通して所得向上という経済的な機会
をつかむことであった。宿営地から約１．５km 離
れた州都中心部には、間口２m ほどの小さな店
が数百並んだタカエウ・マーケットがある。泥だ
らけの通路をブタやニワトリが走り回るような
「衛生的とは言えない」状態だったものの、内戦
が終わってからは復興に向けて活気づき始めてい
た（読売新聞１９９２年９月２５日夕刊）。そうした
なかで、近くに宿営地が設置されるという情報を
耳にした売り手のなかには、「うちのブタ肉は新
鮮よ。自衛隊の人たちは大歓迎。ぜひ買い物に来
てほしいわ」と目を輝かせて語った人もいた（同
上）。

宿営地の建設が始まったばかりの頃は、この
マーケットのほかには生活用品を売る店が少な
かった。そのため、「自前で用意しない限り『食
べる』ことだけでも大変な」状況と当初は報じら
れていた（読売新聞１９９２年１０月１３日）。しかし、
施設大隊の生活拠点が現地で知られ始めると、そ
の周りに新たな店が立ち並ぶようになった。施設
大隊の仮宿泊地前に店を移した女性曰く、たばこ
が売れて「前よりもうかる」とのことであった（朝
日新聞１９９２年１０月１３日）。彼女は施設大隊が本
宿営地に移ったら元の場所に戻るらしく、「それ
までいっぱいもうけたい。明日はここに来る店が
増えるかもしれないし」と意気込んでいた（同上）。
来訪から１か月が過ぎた頃には本宿営地付近にも
タバコや缶ビールを扱う店が現れ、シンガポール
から無関税で運ばれたビールは１缶５０円ほどで
売られたようである（読売新聞１９９２年１０月３１

日夕刊）。隊員たちは露店やマーケットに足を運
ぶようになり、「食べ物の点で言えば、いまのカ
ンボジアは日本より暮らしやすいかもね」とビー
ルを飲みながら語っていた（朝日新聞１９９２年１１
月７日）。

筆者らが TA 村を訪れたときも、施設大隊に
ビールなどを売っていた女性たちに出会えた。
元々はスイカなどの果物をタカエウ・マーケット
で売っていたが、施設大隊が来てからは夕方に宿
営地前での販売も始めたということだった。缶
ビール１缶を１ドル（１ドル＝２，５００～２，７００リエ
ル）で売っていたようで、当時は牛肉１kg が
３，３００リエルだったことを思えば（朝日新聞１９９２
年１１月７日）、かなり割の良い商売だったと言え
るだろう。この価格には、隊員たちへの給与がド
ル払いだったという事情も関係している。元隊員
の話によれば、ドルしか手元に無かったために最
少額が１ドルとなり、何を買うにしても１ドルは
払ったようである。バナナ１房を買いたくて１ド
ルを出したところ、トラックの荷台いっぱいのバ
ナナが差し出されたという逸話も元隊員が教えて
くれた。ドルを介することで現地価格の何倍もの
買値で売買が行われていたのである。高値で買い
取る隊員たちに売り手が喜ばないわけはなく、隊
員たちにとっても初めての国際平和維持活動とし
て現地住民との友好関係の構築は欠かせなかっ
た。そうしたなかで、両者は単なる売り手と買い
手の関係にとどまらず、休日には隊員たちが周辺
住民を買い物や観光に連れ出したり、あるいは近
隣住民が隊員たちを自宅に招いてご飯を出したり
するほどにまで親睦を深めていった。

⑵ 空き缶から小学校へ――経済的な機会②

高温多湿の気候にも後押しされて、ビールや
ジュースはじめとする飲料はよく売れたようであ
る。常時数百名の隊員たちが過ごす生活拠点とな
ると、空き缶が勢いよく積み重なったことは想像
にかたくない。この膨大に積み重なった空き缶
は、宿営地周辺で暮らす子どもたちにとってまさ
に宝の山であった。空き缶をタカエウ・マーケッ
トのスクラップ店に持っていけば、６個で１００リ
エル（約６円）に換金できたからである（朝日新
聞１９９２年１０月２６日夕刊）。そのため、仮宿泊地
にいたときからすでに、朝５時には数十人の子ど
もたちが来て空き缶やペットボトルを集めていた
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という（読売新聞１９９２年１０月７日夕刊）。ここ
で得た収入を子どもたちは母親に渡して、生活費
に充てたようである（朝日新聞１９９２年１０月２６
日夕刊）。本宿営地前で空き缶を集めていた子ど
もが言うには、「今までは何もなかった所だった
が、１日に１０個も集まるようになった。お金が
増えたのでお母さんが喜んでいる」ということで
あった（同上）。

本宿営地では当初、ビニール袋に空き缶をまと
めて子どもたちに渡していた。しかし、日本から
の派遣隊員が概ね現地にそろってからは個別の手
渡しを禁ずる方針を掲げた。「ごみに子どもを群
がらせているようで見苦しい」というだけでなく、
「一部の子どものためだけでは不公平」と感じた
ためである（同上）。公平性を期すためにも隊員
たちがまとめて換金し、それを地元の小学校など
に寄付する方向に切り替えられたのであった。最
終的にはノートや鉛筆はもとより、黒板やラジカ
セといった教育設備も寄付しており、宿営地に隣
接するチューティエル小学校の学習環境整備に寄
与することになった（読売新聞１９９３年６月１日；
読売新聞２０１７年６月１５日）。TA 村の住民たち
は２５年以上を経てもこのことを記憶に留めてお
り、隊員たちは「子どもたちが勉強できるように
学校を作ってくれた」と筆者らに感謝を述べた人
も多かった。

⑶ 健やかで明るい日々の到来――衛生と安全

これまでの経済的な機会をめぐる事例では女性
や子どもの語りが中心を占め、当時の新聞などを
振り返っても男性はほとんど登場していない⒀。
カンボジアでは小売業の大半を女性が担っていた
ことに加え（西谷２００１、pp.７１―７２）、施設大隊が
男性だけで構成されていたことも無関係ではない
だろう。これに対して、男性の村民たちもあげて
いたのが、衛生面の改善と安全の確保という２つ
の点である。

陸上自衛隊では施設大隊を派遣する前から周辺
住民への医療提供を視野に入れていた（読売新聞
１９９２年９月１６日）。宿営地には医官３名を含む
衛生班１８名が詰めるため、近隣住民たちも治療
を求めてくると想定されたからである。「出来る
だけ面倒を見てあげたい。問題が起これば私が責
任を取る」という西元徹也陸上幕僚長の意向も
あって（同上）、最終的に２，０００人以上の UNTAC

要員や現地住民に対して治療を施している（読売
新聞１９９３年９月１４日夕刊）。村民たちは治療を
受けたことに加えて、手洗いや加熱殺菌といった
衛生上の知識を教えてもらったとも語っており、
そこから腹痛がなくなったという人もいた。ここ
で学んだことは現在の生活にも活きており、施設
大隊が来てから衛生状況が改善したということで
あった。隊員たちによる民生支援が支援者側の期
待通りに功を奏していたと言ってよいだろう。

また、村民たちは宿営地があるときは昼夜を問
わず「明るかった」とも話していた。というのも、
タカエウ州にはほとんど電気が通っておらず、日
が沈むと漆黒の闇夜が訪れるのが日常であった。
カンボジアのなかでは「安全都市」と言われても
夜は地元の人々も強盗を恐れるような状況で（朝
日新聞１９９２年９月３０日夕刊）、有刺鉄線を張り
巡らした宿営地でも、小型発電機１台、小型エア
コン１台、エンジンオイル１７０缶が夜間に盗まれ
る事件があった（朝日新聞１９９２年１１月１４日）。
この事件以降、施設大隊は宿営地に見張り台を建
て、サーチライトで照らしながら夜通し監視を行
うようになったのである（同上）。村民たちはこ
の情景を記憶に留めていたようで、「夜も昼のよ
うに明るく」、夜盗も減って安心した日々を過ご
せた時期だったと語っていた。宿営地という空間
自体が、近隣住民の安心・安全に寄与していたと
いうことになろう。

⑷ 遠景としての宿営地――良好な情景は村を越
えたか

近くに宿営地が設置されたことで、少なくとも
TA 村の住民たちは良い変化を感じ取っていた。
それは筆者らが聞き取った村民たちの語りだけで
なく、当時の新聞に記された発言などからも推し
はかりうる情景であった。しかし、これはあくま
でも宿営地の周辺住民に限られた見え方であった
ことは留意すべきであろう。

ここで、同じタカエウ州のなかでも宿営地から
２０km ほど離れたトラムコック郡 TP 村に軸足を
移してみよう。この村の住民たちも宿営地につい
て見聞きすることはあったが、施設大隊と親密な
関わりを持つにはやや距離が遠かった。そのた
め、施設大隊が来たからといって経済的な機会は
あまりつかめず、なかには「日本人と日本製品を
持ってきてすべて日本に持ち帰った（カンボジア
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の現地経済には資さなかった）」と語る村民もい
た。広大な敷地に「贅沢な宿営地」が現われたか
と思ったら、１年も経たずに消失したという情景
が残ったのだろう。それだけでなく、UNTAC
の車は日本車が大部分を占めていた（読売新聞
１９９２年９月２８日夕刊；朝日新聞１９９２年１０月２９
日）。村民たちも「TOYOTA」や「HONDA」が
砂埃を巻き上げて走る光景を目にしたが（朝日新
聞１９９２年１１月７日）、これらの車も UNTAC の
撤退とともに一挙に姿を消すことになった。こう
した要因が相俟って、施設大隊ないし日本はタカ
エウ州の人々の生活には目を向けずに自分たちの
ために金を投じた、という見方も生まれていたの
である。

これとあわせて、施設大隊の道路補修も予期せ
ぬ副作用を伴った。「道がきれいになってうれし
い」という声だけでなく、「ちょっぴり怖い」と
いう声もあがったのである（朝日新聞１９９２年１２
月１７日夕刊）。補修が進んで道路の凹凸が埋まる
と、そこを猛スピードで駆け抜ける車が増えたか
らである（同上）。UNTAC のなかには、施設大
隊が補修した国道３号を「ジャパンハイウェー」
と呼ぶ人々もいたようだ（朝日新聞１９９３年９月
１５日）。しかし、カンボジアでは UNTAC が来る
まで車は少なく、バイクや自転車が自由に行き交
う交通状況にあったため、UNTAC 車の急増に
よって交通事故が相次ぐようになった。施設大隊
の車両も例外ではなく、少なくとも３件の死亡事
故に関わっている⒁（読売新聞１９９３年１月１３日；
朝日新聞１９９３年７月３０日）。国道３号沿いにあ
るムオイ・ウサピア高校の副校長が「道路が良く
なって交通事故は増えたが、平和のために道路を
直しに来た自衛隊に私は感謝する」と語っていた
ように（朝日新聞１９９３年９月１５日）、TP 村の
住民たちも道路修復の利便性に加えて UNTAC
車の危なさについて筆者らに語ってくれた。

このように、宿営地の近隣住民たちがあげた経
済や安全という機会をめぐって、距離が離れると
ともに真逆の見え方が生まれていたのである。タ
カエウ州を離れて首都プノンペンにまで行くと、
筆者らが尋ねた範囲では施設大隊のことを知る人
はおらず、代わりに UNTAC がカンボジアに及
ぼしたマクロな影響について分析的に語る人々が
多かった。皆が UNTAC 期を「公平」な選挙が
行えた良い時代だったと述べたものの、①カンボ
ジア経済のドル化が進んだこと、② HIV が一気

に広まったこと、③選挙後に２人首相制が採られ
たこと、などが尾を引いていると個々別々に指摘
された。カンボジアと一口に言っても、当時どこ
で生活したかによって UNTAC をいかに経験し
たのかは大きく異なっているのである。こうして
みると、施設大隊の活動を振り返るにあたって、
場所という観点を意識せざるをえないことが明ら
かであろう。

５．宿営地跡地はどのような場所となった
のか

施設大隊は約１年間の活動を終えたら日本に帰
国することになる。しかし、施設大隊が帰国した
からといって、それ以前の状況に戻ったわけでは
ない。本節では宿営地の跡地に焦点を当て、施設
大隊の帰国後に生み出された新たな関係を視野に
入れよう。

⑴ 惜しまれる別れと「プレゼント」

施設大隊は UNTAC からの撤収命令を見据え
て、帰国の途に就くための準備を始めた。１９９３
年６月３日には隊内に「撤収プロジェクト班」を
編成し、同年９月中旬からの撤収に向けて計画を
練ることとなった（朝日新聞１９９３年６月４日）。
ここで浮かび上がったのが、冷房を完備したプレ
ハブなどをタカエウ州に「プレゼント」するとい
う案である（同上）。「職業訓練センターなどとし
て譲る」（大隊幹部）ために、６月にはタカエウ
州政府との協議が始まっていた（同上）。「日本の
部隊で働きたい」と宿営地に周辺住民が押し寄せ
たり、州政府からも「技術習得のためにも、ぜひ」
と懇願されたりした経緯を踏まえ（読売新聞１９９２
年１１月１３日）、「職業訓練センター」という案が
出てきたのかもしれない。しかし、「プレゼント
する本当の理由」は、プレハブなどを持ち帰るの
が大変だったからと言われている（朝日新聞１９９３
年６月４日；日本経済新聞１９９３年５月２７日）。
カンボジアはペストの指定地域だったため、プレ
ハブの解体や運搬にかかる手間に加えて、動植物
検疫のための洗浄が煩瑣を極めるという現場の実
情があったのである。

寄贈する資機材の扱いについてカンボジア政府
から具体案が示されず、外務省とカンボジア政府
の調整は長引いて（読売新聞１９９３年８月１７日）、
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結論が出たのは宿営地の撤収まで１週間を切って
からであった。最終的には、４０棟のプレハブ住
居をはじめ、ベッドや医薬品、発電機など、総額
１１億円相当の資機材をカンボジア政府に寄贈し、
医療や教育なども含めた多目的な「地域開発セン
ター（仮称）」を設置する方向で合意されたと報
じられた（読売新聞１９９３年９月８日夕刊；防衛
庁内局運用課１９９３）。陸上自衛隊幹部は「混乱し
た地域にあった宿営地が、医療センターとして生
まれ変わることに意義がある」と述べ、カンボジ
ア暫定政府高官も「日本とカンボジアの友好のシ
ンボルとして幅広く活用していきたい」と喜んだ
とされている（同上）。施設大隊の宿営地は UN-
TAC の活動ための一拠点から、日本とカンボジ
アの友好関係を刻み込んだ復興の拠点へと姿を変
えることになったのである。宿営地撤収時（９月
１２日）には譲与式を開いて、今川幸雄カンボジ
ア大使とカンボジア暫定国民政府のソク・アン、
ベン・セレイウット両官房長がそれぞれ文書に調
印し、施設大隊の資機材は正式にカンボジア政府
に引き渡されることになった（朝日新聞１９９３年
９月１３日）。

しかし、これらの報道には誤解が含まれてい
た。防衛庁内局運用課から外務省国連政策課に送
られたメモ書きには、資機材の寄贈をめぐる「カ
ンボディア側からの要請は『医療センターとして
利用する』というような具体的なものでなく、単
に資機材を譲り受けたい旨の要請」だったと記さ
れている（防衛庁内局運用課１９９３）。撤収直前ま
で政府間の調整が長引いたことと併せて考える
と、カンボジア政府側に明確な目的意識があって
資機材を譲り受けたというよりも、日本側が持ち
帰るのに困って交渉を重ねたという方が実情に近
いだろう。そうなると、カンボジア政府には当初
から「地域開発センター（仮称）」を管理・運営
する意欲はほとんどなかったと言えそうである。

政府を介した「プレゼント」だけでなく、隊員
と近隣住民のあいだでも贈り物や惜別の言葉が交
わされていた。宿営地撤収日には正面ゲート前に
数百人ほどの地元住民が集まって、手紙や花束、
手編みのマフラーなどを隊員に渡した人もいた

（読売新聞１９９３年９月１１日夕刊；読売新聞１９９３
年９月１３日）。TA 村の人々も隊員たちから様々
な贈り物をもらっていたが、深く記憶に刻まれた
のは「また戻ってくる」という言葉であった。筆
者らの聞き取り調査では、多くの村民たちが「日

本人はまた戻ってきてくれるに違いない」と信じ
ていたことを明かしてくれた。それも、隊員たち
が個別に旅行で訪れるという意味ではなく、ふた
たび部隊として戻って来るのを待っていたという
語りであった。ある男性の村民は「もう一度日本
の軍隊に来てほしい」と述べており、UNTAC
を主権の「侵食」と咎めたキムアン外務省長官と
は真逆の語り口であった⒂。このような語りが出
てくる背景としては、施設大隊との関係性が心地
よかっただけでなく、宿営地の跡地をめぐって生
じた後述の土地問題も絡んでいた。

⑵ 新たな介入者による跡地の活用

３．⑵で述べたように、旧日本軍の飛行場跡地
と周辺の農作地を借りる形で施設大隊の宿営地は
設置された。しかし、施設大隊のプレハブなどを
カンボジア政府に「プレゼント」したことにより、
農作地が元の持ち主たちに返却されることはな
く、宿営地跡地はカンボジア政府という新たな介
入者が管理を引き継ぐことになった。TA 村の住
民たちも、①施設大隊の帰国直後は UNTAC 期
の収入で余裕があり、②「地域開発センター」の
活性化を期待したことあって、③いずれ政府から
土地代が払われるならば問題ない、と静観してい
たようである。ところが、そうした村民たちの見
込みとは裏腹に「地域開発センター」の構想は数
年も持たずに頓挫することになった。

日本政府としてはセンター構想を軌道に乗せる
べく、在カンボジア大使館から草の根無償資金協
力を行っていた。「農村開発トレーニングセン
ター」（１９９４年）と「タケオ州農村開発センター
建設計画（フェーズ２）」（１９９５年）という案件で、
計１，５５６万円を拠出して職業訓練用の機材購入な
どを支えようと試みている。しかし、同センター
の管理・運営を担った農村開発省からプロジェク
トの実施報告書が提出されず、１９９５年度をもっ
て資金協力は打ち切られることになった（朝日新
聞１９９８年７月２５日夕刊）。「農村開発センター」
は実際に設置されてはいたものの、９５年になっ
ても「日本施設大隊」の看板や９３年版の日本の
カレンダーが掛かったままで、とても機能してい
るとは言いがたい状態であった（読売新聞１９９５
年９月２０日）。TA 村の住民のなかにはセンター
の関係者から「受講すればお金を払う」と誘われ
てサクラを務めた人々もいたが、「パンフレット
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を配るだけで役に立つものではなかった」、「給与
をもらっても通いたくない苦行だった」と語って
いる。
「農村開発センター」は単に放置されただけで

はなかった。むしろ、盗難や売却、譲渡といった
形で、一部の政府関係者たちが不正に活用してい
た（Roeun and Maeda２０００）。早くも１９９４年と
９５年の２年間で、車両３台やエアコン４２台など
２８，０００ドル相当の資機材が売却され、他にも１４１
品目が「失われた」ようである。そして、９８年まで
には１５０を超えるプレハブも「農村開発センター」
から姿を消した。プレハブの多くは２０００年にシ
ハヌークヴィルのホテルから出てきたが、そのホ
テルの所有者は農村開発省長官のジュム・チャイ
リー（Yim Chhay Ly：カンボジア人民党）であっ
た。チャイリー長官をはじめとする農村開発省の
高官には様々な汚職の疑いがあり、キアット・
チョン（Keat Chhon：カンボジア人民党）経済
財政省長官の言葉を借りれば「カンボジアの喉に
刺さった魚の骨」であった（Maeda and Kimsong
１９９９b）。彼らは国有地を不正に私有化したり
（Maeda and Kimsong１９９９a）、日本政府の ODA
プロジェクトを私的目的で運用したりしており

（Maeda and Kimsong１９９９b）、「農 村 開 発 セ ン
ター」の変遷もその一環として見ることができよ
う。公共サービスの大部分を援助機関からの資金
で賄う状況のなか、経済財政省は援助機関からの
圧を受けながら関係者の懲罰を掲げたりもしてい
たが、実際に農村開発省の長官たちを罰するには
至っていない。

⑶ 残された心のしこり

村民たちの期待に反して「農村開発センター」
は活性化せず、宿営地跡地には余りものプレハブ
数棟だけが残った。残ったプレハブも室内は荒れ
果て、床には砂埃がたまっている有様であった

（朝日新聞１９９８年７月２５日夕刊）。かつての賑わ
いを知るスー・ピリン元州知事は「今やこの地域
はゴーストタウンのように見える」と述べていた

（Soenthrith and Maeda ２０００）。近くの飲食店で
は「UNTAC 時代に比べると客は半分以下」に
なったという（読売新聞１９９５年９月２０日）。村
民たちも UNTAC 期の貯蓄はすぐに底を尽き、
そこから生活が苦しくなったと語っていた。そう
したなかで、宿営地のために貸し出した農作地の

ことが村民たちの心のしこりとして残っていた。
施設大隊が帰国して間もない頃、村民たちは宿

営地跡地に残されたプレハブや車両のことを施設
大隊が戻ってきたときのためでもあると考えてい
たようである。しかし、施設大隊の再訪がないば
かりか、「農村開発センター」の失敗や相次ぐ盗
難を目の当たりにして、男性の村民たちは土地の
返却を求めて農村開発省との交渉に乗り出した。
村民たちは、①地域のために利用しないのなら土
地を返してほしい、②国有地とするのであれば代
金を払ってほしい、と何度も主張したものの、い
ずれも聞き入れられることはなかったという。カ
ンボジア政府からしたら、日本政府から「プレゼ
ント」を譲り受けたときに国有地となったという
立場であろう。村民たちは訴訟を起こす術を知ら
なかったと話していたが、仮に訴えたとしても法
的解決が見込める状況でもなかった（前項）。筆
者らの聞き取り調査のときに、女性の村民たちが
「日本の軍人（tehian japon）のおかげで収入が
増えた」と嬉しそうに語ったのに対し、男性の村
民たちがやや曇った表情をしていたのはそのため
であった。村民たちが気づいたときには異議を唱
える時機を失しており、対価さえ得られぬまま農
作地を奪われていたのである。

施設大隊が目の前の宿営地にいたときは、村民
たちは主体的に働きかけて生活向上の機会をつか
み取っていた。しかし、外務省を介して両国政府
間の「プレゼント」交渉が始まったときから、村
民たちは自らの農作地の扱いをめぐって蚊帳の外
に置かれるようになった。村民たちの異議申し立
てがカンボジア政府に響くこともなく、村民たち
は苦汁を舐めるよりほかになかった。先述の「も
う一度日本の軍隊に来てほしい」という男性村民
の語りは、このような文脈のなかで語られたもの
であった。施設大隊がいて「公正」かつ「安全」
に対話できる状況のなかで、農作地の問題を解決
したいという願望も含まれていた。ともすれば
「他人任せの心理」（読売新聞１９９５年９月２０日）
にも見えうる発言ではあるが、宿営地跡地で顔を
紅潮させながら筆者らに熱弁をふるう姿には、や
りどころのない怒りともどかしさが表れていた。
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６．宿営地に焦点を当てることで何が明ら
かになったのか

⑴ UNTAC日本施設大隊の滞在が現地社会に及
ぼした影響

「UNTAC 日本施設大隊の滞在は現地社会にい
かなる影響を及ぼしたのか」という冒頭の問いに
立ち返って、これまでの叙述を整理することにしよ
う。宿営地という場所に焦点を当てて介入者と被
介入者の相互作用を跡づけてきたことで、以下の
２つの影響を及ぼしていたことが明らかになった。

ひとつは、施設大隊の滞在期間に限られた一時
的な影響である。第４節の⑴⑵⑶で詳述したよう
に、被介入者にあたる近隣住民たちは経済面や衛
生面、安全面で生活改善の契機をつかむととも
に、介入者である施設大隊の隊員たちと極めて良
好な関係を築いていた。これを施設大隊の立場か
ら言うならば、「もう１つの PKO 活動」が功を
奏したということになる。激論を経て派遣された
初めての PKO で、仏印進駐後（１９４１年１１月～４５
年３月）は日本が占領した地域だったからこそ、
施設大隊にとっても現地社会に受け入れられるこ
とが重要であった。介入者が背負った派遣国側の
歴史的意味合いが土台となり、そのうえで宿営地
を中心とする隊員たちの日常生活が形づくられ、
現地の人々はそこに生活向上の契機を見出したと
いうことになる。首都に拠点を構えて通いながら
行う支援ではなく、農村部に大規模な生活拠点を
構えた活動だったからこそ生まれた相互作用と言
えるだろう。

もうひとつは、施設大隊の帰国後に生じた長期
的な影響である。日本政府を介して施設大隊の資
機材を寄贈したことで、宿営地跡地の管理はカン
ボジア政府という新たな介入者が引き継ぐことに
なった。しかし、カンボジア政府は資機材を活か
した公共政策に端から関心はなく、「農村開発セ
ンター」は早々に頓挫して資機材も不正に売却さ
れたりしていた。そのうえ、農作地が元の使用者
たちに返却されることはなく、対価さえ支払われ
ないままであった。現地の人々からしてみたら、
施設大隊が滞在した約１年間は足場に過ぎ去った
非日常であって、施設大隊が帰国した後の生活こ
そが日常である。このことを思えば、施設大隊の
滞在が現地社会に及ぼした影響としても、束の間

の生活改善よりも農作地収奪による悪影響が大き
な意味合いを持ったと捉えるべきであろう。

ただし、これら２つの影響を考えるにあたって
留意を要することがある。それは、本稿で取り上
げた被介入者とはあくまでも宿営地の近隣住民の
ことであって、カンボジアの人々一般を指すもの
ではないということである。同じタカエウ州で
あっても宿営地から離れるにつれ、自分たちの生
活空間に施設大隊の介入があった人々は少なくな
る。施設大隊が修復した国道沿いの住民などでも
なければ、せいぜい「贅沢な宿営地」や高速で駆
け抜ける日本車を目にした程度に過ぎないだろ
う。隊員たちとの相互作用も少なくて生活向上の
契機をつかめなかったばかりか、日本人は「日本
人のために金を投じた」という見方さえ TP 村で
は生まれていた。当然のことではあるが、施設大
隊と現地の人々の相互作用はごく限られた空間の
なかで生じた現象だったのである。

⑵ 害悪を及ぼさずに撤退するには

本稿の到達点をこのように整理すると、施設大
隊が土地収奪を招かないように撤退するにはどう
すべきだったのかと新たな疑問が浮かび上がる。
この疑問について本稿の調査から言えるのは、介
入者側が一定の土地を囲い込むことで現地社会に
及ぼす影響に敏感になることの重要性である。

というのも、施設大隊の宿営地について日本の
新聞は「飛行場跡地」と報じており、そこに「農
地」が含まれることに触れた記事は管見の限り１
件しか見当たらない（朝日新聞１９９３年６月３０日
夕刊）。防衛省と外務省によって開示された行政
文書においても、筆者らが入手できた範囲では農
作地についての言及はない⒃。これらの状況から
判断すると、宿営地に近隣住民の農作地が含まれ
たことが仮に認識されていたとしても、それが後
に尾を引く重要な情報であるとは意識されていな
かったと言えるだろう。

それにしても、農作地が含まれるという重要な
情報に意識が及ばなかったのはなぜだろうか。そ
のひとつの理由として、土地所有についての情報
が伝達されなかった可能性が考えられる。第３節
の⑵で述べたように、宿営地の設置に向けて農作
地の使用者たちと交渉したのはタカエウ州政府の
役人だったようである。日本側としては州政府か
ら提示された候補地を使用しただけであって、撤
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収時も政府を相手に交渉することは当然の流れと
捉えていたと推察できよう。

ここから導き出せる教訓として、自らの生活拠
点とする場所が帯びたローカルな意味合いを介入
者側でも意識的に把握すべきという見解があろ
う。相手国政府から得た情報だけでなく、近隣住
民からの情報などにも積極的に耳を傾ける姿勢で
ある。カンボジアでは土地所有関係を明文化する
制度が根づいていなかったからこそ、介入前の実
体として土地がどのように使用されていたのかを
多角的に理解する必要性があったと考えられる。
介入前の実体が知られていたならば、残置物資を
飛行場跡地に集約して農作地では耕作を再開する
という選択肢もありえたかもしれない。

日本では施設大隊の撤退時に資機材を供与する
方式が定石となった。東ティモールやハイチ、南
スーダンの PKO でも重機やプレハブなどを残置
して引き揚げている。しかし、残置物資が有効に
活用されたか否かという介入者的視点からの評価
はあっても⒄、施設大隊が滞在した痕跡が現地社
会にいかなる影響を及ぼしたのかは明らかにされ
ていない。害悪を及ぼさずに撤退する術を考える
にあたって、被介入者側の視点を汲み取った事例
研究の蓄積が求められている。

注記
⑴ 本稿との関連において３つの問題関心が生まれ

ている。まず取り組まれたのは、UNTAC をめ
ぐる「日本政府の対応はいかにして形づくられ
たのか」という課題である。そこでは、国際平
和協力法制定に至る日本国内の政治過程（信田
２００６）や日本外交を取り巻く国際的な文脈（村
上２００７）などが詳らかにされている。続いて、
UNTAC 時に自衛隊が直面した現場の実情を踏
まえて「根拠法の枠組みをどう捉えるべきか」
が議論されるようになった（佐藤２０１６；村上
２０１７など）。平和安全法制関連２法（２０１５年９
月）による国際平和協力法の改正を受けて関心
が集まったアプローチと言えるだろう。そして
最後に、「自衛隊による国際平和協力にはどのよ
うな特徴があるか」を長期的な視野に立って検
討する試みもある（本多２０１７）。UNTAC につい
ては先行研究の豊富さゆえに検討事例から外さ
れていたものの、自衛隊の活動を「（国連平和維
持活動の）後方支援」というよりも「（復興への）移
行支援」とみる示唆に富む見解が示されている。

⑷ 村長や元村長をはじめ、UNTAC の現地スタッ
フとして働いた人や、施設大隊にビールを販売
した人などに話を聞くことができた。

⑸ UNTAC 以降の自衛隊が派遣された PKO につい
て調べてみると、UNTAC のときほどの詳細な
報道は行われおらず、UNTAC をめぐる報道が
例外的に多かったことが明らかである。

⑹ 本稿で用いる文献資料は、当事者たちの声を書
き留めた特派員による新聞記事が主である。し
かし、特派員たちがクメール語を解していない
場合は、記事に書かれたことが当事者の意図と
は異なる可能性も小さくない。 それだけでなく、
特派員たちは取材のために高値で現地の家を借
りており（三好１９９４、p.１０１）、現地経済に影響
を及ぼした存在でもあった。新聞記事を無批判
に用いるばかりでは、執筆者である特派員たち
のあり方を捉えられないという制約も生じる。
とはいえ、筆者らの現地調査では特派員と深い
交流を持った人々にまだ出会えていないため、
この限界に向き合う作業は今後の課題としたい。

⑻ カンボジア和平工作から UNTAC への要員派遣
につらなる日本外交の展開については、村上

（２００７）が詳細に明らかにしている。
⑼ 一般にタカエウ州の州都というときはドーン・

カエウ郡全般というよりも、州庁舎のある郡中
心部を指していることが多い。

⑽ 矢倉（２００８）はタカエウ州トレアン郡（ドーン・
カエウ郡の南隣の郡）のスヴァイ村とトラペア
ンオン村を対象として、カンボジア農村の貧困
と格差拡大をめぐる詳細な民族誌的記述を行っ
ている。記述のもととなる調査は２００１年８月～
２００３年１０月にかけて断続的に行われたもので
UNTAC 期を検討したものではないのだが、１人
あたりの農地面積の減少はすでに１９９０年代から
始まっていたものと推察されており、本稿でも
そのような理解のうえに立っている（矢倉２００８、
pp.５１―５４）。

⑾ 本論文における「日本の軍人」という言い方は
“ （tehian japon）”というクメール語
を直訳したものである。UNTAC の軍事部門に
は３２か国から１万６千人が派遣され、日本から
の自衛隊はその一部を成すものであったため、
カンボジアで聞き取れた UNTAC 期についての
語りでは「日本の『自衛隊』は『軍』と異なる
存在である」という日本側の事情は意識されて
いなかった。
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⑿ 日本政府が派遣したすべての要員が施設大隊と
同じような生活環境にあったわけではない。「部
隊」として派遣された施設大隊は宿営地を建設
して共同生活を送ったが、「個人」として派遣さ
れた文民警察は民家などを借りてパトロール区
域ごとに居所を構えている（読売新聞１９９２年９
月８日）。

⒀ 男性のなかには制憲議会選挙時に UNTAC の現
地スタッフとして勤めた人がいた。大学卒業後
の初任給が７０リエルだったのに対し、UNTAC
の現地スタッフとしての初任給は２００ドルで、
短い期間であっても生活の支えになったと語っ
ていた。

⒁ 事故を起こしたことは事実であるが、タカエウ
州知事のスー・ピリンは日本の施設大隊の印象
として次のように語っていた。「日本の兵士は買
い物をするときも値切らないばかりか相手が貧
しいとなると余計払ってくれる。日本の部隊は
ゆっくりと運転し、隊列は整然としており、土
砂を運ぶときは必ずトラックの荷台にシートを
はっている。我々はこうした態度と規律に敬意
を払っている」（読売新聞１９９３年３月２９日夕刊）
――この発言を踏まえると、高速で駆け抜ける
UNTAC 車は日本の施設大隊以外の車であった
可能性が高い。

⒂ １９９８年のカンボジア国民議会選挙を前にして、
宿営地の跡地付近には「今度の選挙はソルジャー

（兵士）は来ないのかい。ジエータイ（自衛隊）
が帰ってから景気が悪くて仕方がない」とか「政
府の選挙ではだめだ。UNTAC がもう一回選挙
をしてくれないかな。そうすれば店を広げられ
る」と「冗談とも本気ともつかぬ顔」で語る人
もいたようである（読売新聞１９９８年７月２０日）。

⒃ 防衛省の開示文書としては、『第１次カンボディ
ア派遣施設大隊支援等史』（第１０師団司令部
１９９３）や『カンボディア PKO 派遣史』（陸上幕
僚幹部１９９５）、施設大隊の週間活動報告（請求番
号２０２０．１．３０―本本 B１７００）があげられる。外務
省の開示文書としては以下の行政文書ファイル
を確認した。「国連カンボディア暫定統治機構／
要員派遣、施設部隊残置物資の取扱い」（請求番
号２０１９―００８４８）、「国連カンボディア暫定統治機
構への要員派遣（我が国派遣要員の撤収、等）」

（請求番号２０１９―００８４９）、「国連カンボディア暫定
統治機構／要員派遣、施設部隊残置物資の取扱
い」（請求番号２０１９―００８５０）、「小規模無償資金協

力／対ヴィエトナム、カンボディア（平成６年
度）」（請求番号２０１９―００８５１）。

⒄ たとえば、東ティモールでの残置物資について
は「十分に活用されるに至っていない」と見る
ものもあれば（早稲田大学編２０１１、p.８２）、「過
半数が稼働可能状況にあった」と評価する捉え
方もある（本多２０１７、pp.１６９―１７０）。
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PKO 派遣（上）第２の任務 住民と交流（連載）」

（１９９２年９月１６日）；「メコンの大地に日本の汗
生活道路改修に期待熱く／カンボジア PKO 特
集」（１９９２年９月２０日）；「大歓迎、買い物にも
来てネ 自衛隊景気にも期待／カンボジア PKO
派遣隊宿営地」（１９９２年９月２５日夕刊）；「カン
ボジアに根下ろす日本 PKO 参加＆地道に活躍
NGO＝写 真 特 集」（１９９２年９月２８日 夕 刊）；
「PKO 施設大隊の宿営地決まる タケオの飛行
場跡／カンボジア」（１９９２年９月２９日）；「カン
ボジア PKO 部隊 ふれあって国際貢献＝特集」

（１９９２年１０月７日夕刊）；「カンボジア PKO 本隊
きょう１３日出発 先遣隊は酷暑、生活と格闘

（解説）」（１９９２年１０月１３日）；「［地球発９２］PKO
の汗に家族の声 カンボジアの幕舎でしのぶ故
郷 の 味」（１９９２年１０月３１日 夕 刊）；「［自 衛 隊
PKO 元年］世界と日本第五部⑴新業務 ダム、
土木指導…（連載）」（１９９２年１１月１３日）；「PKO
隊また死亡事故 現地の女性をはねる／カンボ
ジア」（１９９３年１月１３日）；「検証 自衛隊のカ
ンボジア PKO３か月 雨期にらみ道路補修急ぐ

（解説）」（１９９３年１月２７日）；「カンボジア PKO
自衛隊第２次派遣大隊出発へ 道路補修２３％ が
終了」（１９９３年３月８日夕刊）；「PKO１次隊の活
動『自衛隊の士気と規律に敬意』／カンボジア・
タケオ州知事」（１９９３年３月２９日夕刊）；「［検証
カンボジア PKO］⑶自衛隊はタケオに何を残す
か（連載）」（１９９３年６月１日）；「帰国１か月前
のカンボジア PKO 部隊 資機材寄付、思わぬ難
航」（１９９３年８月１７日）；「自衛隊のタケオ宿営
地 PKO 後は医療基地に 施設や薬品は丸ごと
寄付」（１９９３年９月８日夕刊）；「カンボジア PKO

部隊、タケオ撤収 第１陣１７９人が出発」（１９９３
年９月１１日夕刊）；「カンボジア PKO さよなら
タケオ撤収完了 ２５０人、感慨の別れ」（１９９３年
９月１３日）；「カンボジア PKO 部隊 道路補修や
選挙支援 １年の活動をふり返る」（１９９３年９月
１４日夕刊）；「新生カンボジア政府満２年 国民
に失望感広がる」（１９９５年９月２０日）；「［『自立』
への道・カンボジア総選挙］⑶貧困の村 学校
が建った（連載）」（１９９８年７月２０日）；「カンボ
ジアに復興の種 PKO 法２５年 インフラ整備
『自衛隊に感謝』」（２０１７年６月１５日）。

（英語文献）
Björkdahl, Annika, Kristine Höglund, Gearoid Millar,
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What Did UNTAC Japanese Engineer Battalion Bring to Cambodian Society:
Focusing on the Interaction between the Intervener and the Intervened over Basecamp
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The United Nations Transitional Authority in Cambodia（UNTAC）is the first UN Peacekeeping Op-
eration for Japanese Self-Defense Forces（JSDF）to have been dispatched abroad. This operation
caused the expansion of the UN Peacekeeping quantitatively and qualitatively by achieving various
large-scale activities, like helping to hold the constituent assembly election, the return of refugees, moni-
toring of human rights, and support for recovery and reconstruction. It is also described as one of the
successful cases of“second-generation peacekeeping”.

Although such cases are often regarded as successful cases by the interveners, evaluations by the lo-
cal community have been overlooked and also there is a lack of literature on the long-term impact of
the activities of the JSDF to the local community. Given the perspective of the local community, we
have to take into account the fact that large-scale troops built a basecamp and lived with them was a
major social change.

In this paper, we reconsider the activities of the JSDF Engineer Battalion under the UNTAC from lo-
cal people’s perspectives and examine the impact of UNTAC on Cambodian society from a long-term
perspective, including before and after the troops intervene. Focusing on the social interaction when
the JSDF Engineer Battalion stayed, we clarify what changes have been taking place in local communi-
ties before JSDF coming, during their stay, and after their return to Japan. Through this historical／an-
thropological analysis, we reveal that two types of impact, which are a temporary and long-term effect
of JSDF intervention to local society.

Firstly, we note the temporary impact on the community of the JSDF’s establishment of a large-scale
basecamp in rural areas, which created mutual exchanges with the local people and provided the op-
portunity for them to improve their lives. Secondly, the authors reveal that the handover the JSDF En-
gineer Battalion’s basecamp to the Cambodian government caused land grab and that outsiders need to
be aware of the unintended consequences caused by aid.

Keywords：UNTAC Japanese Engineer Battalion, basecamp, local turn, unintended consequences,
Cambodia
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