
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カ ン ボ ジ ア 王 国 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔出所〕『アジア動向年報』アジア経済研究所 

 

 

 

１． 面 積 18.1万㎞2 

２． 人 口 1,140万人（98年３月） 

３． Ｇ Ｄ Ｐ 30.3億米ドル（97年） 

４． 一人当たりＧＤＰ 268米ドル（97年） 

５． 経 済 成 長 率 1.0％（98年） 

６． 物 価 上 昇 率 9.1％（97年） 

７． 失 業 率 － 

８． 通 貨 リエル 

９． 為 替 レ ー ト １米ドル＝3,700リエル（98年平均予想） 

10． 貿 易 額 
輸 出 
輸 入 

 
404.0百万米ドル（97年） 
707.0百万米ドル（97年） 

11． 外 貨 準 備 高 － 

12． 財 政 規 模 
予 算 額 
対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 

－ 

〔出所〕政府資料、ＩＭＦ資料、外務省資料等 
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第６節「ようやく平和と安定を回復した国」：カンボジア 

関東学園大学法学部 教授 

今 川  幸 雄 

１．はじめに 

 カンボジアは、日本の半分ぐらいの面積で、人口は日本の12分の１という国である。 

カンボジアの特色は、第１に典型的な農業国で、農業以外では生きていけないこと、そし

て、第２に30年近くにわたる紛争と内戦が終わり、ようやく平和と安定を回復したことで

ある。これについては、パリ協定調印の1991年以来とか、新しい憲法が制定されて王制復

帰が実現された1993年以来とか、いろいろ言われるが、現実を見ると、一年余り前、1998

年 11月 30日に新しい政府ができて以来のことである。これまではずっと紛争ばかり続け

ていたという状況であった。 

 その他の特色は、敬けんな仏教国であり、王国で、旧共産主義者も王制を大事にすると

いう国であり、非常な親日国であるということ。しかし、これだけ、20余年にわたって国

内で殺し合いの紛争を続けてきたにもかかわらず、国内に民族的というか人種的、あるい

は宗教的な絡み合いはないということも特色だと思う。 

 

２．カンボジア紛争と和平 

 まず、紛争発生前のことに少しふれてみたい。1953 年 11 月９日、ラオスあるいはベト

ナムより半年ほど早く、初めてフランスから全部の権限を移譲されて完全独立を達成した。

それまで非暴力的に完全独立達成のための指導をしてきた若い国王ノロドム･シハヌーク

陛下が独立を機に1955年３月３日に退位し、それ以来、シハヌーク―現在再び国王になっ

ているが―殿下の国政指導のもとに、ロイヤル･ソーシャリズム(王制社会主義)―これはち

ょっと理論の矛盾でもあるが―、それから国内的には中立主義というよりも中立政策によ

って、隣のベトナムで大戦争が行われていたときも、約15年間にわたりずっと平和な時代

が続いた。しかし、1970 年３月に、シハヌーク殿下の下で首相兼国防大臣であったロン･

ノルがクーデター―これは、アメリカから買収されたということだが―を起こしてシハヌ

ーク殿下を追放し、自分の国をアメリカ軍が爆撃するのを認めた。これは、いわゆるホー･

チ･ミン･ルートといわれる北ベトナムからベトコン支援のための物資補給ルートの南端が

カンボジアに来ているということからだったが、60万人もの国民を殺傷するような大きな

爆撃が行われたため、カンボジアはめちゃくちゃになってしまった。つまり、1970年３月
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のロン･ノルのクーデターというのがカンボジア紛争の始まりである。 

 クーデターにより新政権ができたが、自国を外国に爆撃させるような政府は長く続くは

ずはなく、1975 年４月に、今度はロン･ノル政権に敵対してきた狂気の過激派・農本主義

の共産主義政権、いわゆるクメール･ルージュ(赤いクメール)と言われるポル･ポトー派が

プノンペンに入ってきて、ロン･ノル政権が崩壊した。このロン･ノル政権の後に来たクメ

ール･ルージュ政権は自国民を170万人も虐殺するという、これまた狂気の政権であった。 

 ２つの政権の続いた期間にカンボジア人は塗炭の苦しみをなめさせられたが、1979年１

月６日にベトナム軍がクメール･ルージュのベトナム領侵攻に反発して、カンボジア領に侵

攻した。大変強いとも恐ろしいとも言われていたクメール･ルージュであったが、実は単に

内部で恐ろしいだけであって、外に向けては大変弱く、わずか１週間のうちに首都プノン

ペンが陥落し、１ヶ月の間にクメール･ルージュ政権がカンボジア国内から消滅した。そし

て、ポル・ポトー派は、タイとカンボジアとの国境地帯の少しタイ側に難民あるいは亡命

者となってキャンプなどに入れられてしまった。こうした経緯を経て、ベトナム軍の支援

の下に新しく親ベトナムのプノンペン政府が樹立された。ヘン･サムリンが大統領になり、

ヘン･サムリン政権と言われるが、当時から今日まで一貫して政治を行っているのは首相と

なったフン･センであり、その政府が続いてきた。 

 ところが、1982 年に、親ベトナムのプノンペン政府に対抗するため、反ベトナム･反プ

ノンペン政府の｢３派連合亡命政権｣というものが、嫌がるシハヌーク殿下を名目的なヘッ

ドとして、マレーシアのクアラルンプールで設立された。フランス語でポッシュ･ド･レジ

スタンス(レジスタンス･ポケット)と言われる、カンボジア国内にほんのわずかの地域を押

さえている３派が作った亡命政権である。これは、ＣＧＤＫ(コアリシオン・ガバメント・

オブ・デモクラティック・カンプチア)と言うが、シハヌーク派、ソン･サン派、それから

ポルポト派という３派によるクメール･ルージュの(亡命)連合政府が出来上がった。 

 ただ、ここで一つぜひ述べておきたいことは、今カンボジアで一つの大きな問題となっ

ているクメール･ルージュの国際裁判をアメリカが強く主張しているが、この時点において

クメール･ルージュに対する支援を働きかけたのは、中国と他ならぬアメリカである。それ

は間違いない事実であり、国外に逃げてしまったクメール･ルージュに11年間にわたって

なお国連における唯一の正当な代表であるという地位を維持させ続けたのは、中国とアメ

リカの働きかけによるものである。そして、それに日本とＡＳＥＡＮ、一部の西欧諸国な

どがついてきたのである。 
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 そういうことで、1982 年に対立する２つの政権ができ、ロン･ノル政権の時代とは異な

るまた新しい内戦がここで起こった。しかし、1987年 12月になると｢もういいかげん、同

じ民族同士で殺し合いをすることはやめようではないか。｣とシハヌーク殿下とフン･セン

が言い出し、フランスのパリの東北東120キロメートルばかりのフェール・アンタルドゥ

ヌアという小さな村にある古いシャトー･ホテルで、シハヌーク殿下とフン･センによる第

１回の和平の話し合いが行われた。これはカンボジア和平にとって、あるいは東南アジア

情勢にとって非常に重要なことであった。それというのは、カンボジア和平は多くの困難

の後に最終的には成功するが、これが成功したのは、国連のためでもない、もちろんその

他の国々のためでもない。カンボジア人自身が和平のイニシアチブを取ったからこそカン

ボジア和平が成功したと私は信じている。 

 その後、1989年 7月 30日から８月30日まで、パリにおいてカンボジア和平パリ国際会

議（Paris International Conference on Cambodia、ＰＩＣＣ）が開催された。このＰＩ

ＣＣへの参加により、日本は第２次世界大戦後、初めてアジアにおける第三国の地域紛争

解決のための国際会議に加わることができたのである。それまでは、例えば、1973年にベ

トナムとアメリカとの間で和平が成立した後、15カ国によるベトナム和平の国際保障のた

めの国際会議がパリで開かれたが、この時日本はアメリカからもベトナムからも呼んでも

らえなかったという苦い経験がある。このカンボジア和平のとき初めて日本はパリ会議に

加わった。これはむしろ日本にとって大変重要な外交政策転換の契機だったと思う。 

 日本は、ただ単にパリ会議に加わっただけではなく、日本の得意とする分野である復旧･

復興及び難民帰還を扱う第３委員会の共同議長国となったのである。議長国は日本と豪州

で、日本が筆者である私、豪州がメリリーズ外務貿易省次官補代理で、この両者が共同議

長として１ヶ月にわたり第３委員会の議事を司会した。なお、第１委員会は軍事問題、第

２委員会は国際保障問題を扱った。第１委員会はカナダとインド、第２委員会はラオスと

マレーシアが議長国となった。この３つの委員会の活動では、第３委員会だけは、難物の

クメール・ルージュも入れて、パリ会議においても最も早く合意を達成できたのだが、第

1 委員会と第２委員会が非常に難行したため、その後２年２ヶ月にわたり、パリ会議は休

会となった。その間に多くの国々、特に国連安全保障理事会の常任理事国(Ｐ５)を中心と

して、カンボジアを入れたり入れなかったりしながら多数国間外交が網の目のように張り

めぐらされて行われ、日本もシハヌーク殿下とフン･センを呼んで東京会談などを成功させ

た。 
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 しかし、いろいろな経緯があって、カンボジア和平パリ国際会議が再び開かれたのは

1991年 10月 21日であった。日本からは中山太郎外務大臣が出席し、18ヶ国及びカンボジ

アの各派の代表が10月 23日にサインして、４つの文章から成るパリ協定、いわゆる｢カン

ボジア紛争の包括的政治解決のための協定｣ができた。その後、国連は、カンボジアで暫定

統治機構(ＵＮＴＡＣ)による平和維持活動(ＰＫＯ)を開始した。このＵＮＴＡＣは、日本

が占領されていた時代のマッカーサー司令部のようなもので、シハヌーク殿下がその間、

日本の裕仁天皇のような存在であったということができる。ＵＮＴＡＣは一生懸命活動し

たが、武装解除とか動員解除はクメール･ルージュの徹底反対により失敗した。しかし、総

選挙を実施するという最大の目的は達成した。この総選挙は立法議会ではなく制憲議会議

員の選挙であった。新憲法が制定され、公布されたのは1993年９月24日のことである。 

 憲法の制定は、カンボジア人に任せたわけだが、もちろん国連あるいはパリ会議におい

てもいろいろと議論され、パリ協定には憲法の基本的原理が決められた。それは、民主主

義や人権尊重であり、政治体制をどうするかということはカンボジア人に任せられた。当

時、少なくても50％は真っ赤か、又はピンク程度の共産主義者であったことは間違いない

が、その85％が王制復帰に賛成した。筆者を始めとする各国の大使や明石康ＵＮＴＡＣ代

表などは、いつ大統領選挙をやるかなどを大変真剣に考え、シハヌーク殿下自身もそれを

考えていたことがある。ところが、カンボジア人だけの制憲議会に任せたら、カンボジア

は王国になってしまったということで、新しい王国が成立して、シハヌーク殿下が国王陛

下に再即位した。そして、国王の任命により、二人首相制内閣という変則的な妥協の産物

が生まれて大変難しいことになったが、とにかく新政府は発足した。 

 その後、二人の首相の対立もあり、1997 年７月に、クーデターではないが、フン･セン

第２首相の武力行使によりラナリット第１首相が追放されるという大変大きな実力行使が

行われたこともあった。しかし、このときには日本が双方の当事者に対し大いに働きかけ

を行い、ようやく1998年７月26日にカンボジア人自身により行われた選挙は、国際的に

誰もが認める自由かつ公正な選挙であった。その結果フン･セン一人を首相とする新しい政

府が、多くの困難を乗り越えて、ようやく1998年 11月 30日に発足した。 

 

３．主要な経済指標 

 図表１に、カンボジアは大変な貧乏国であるという数字が出ている。この国のＧＤＰは、

大体2,900万ドル程度であるが、一人当たりのＧＤＰは、1996年までは確実に伸びてきて
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おり、300ドルまではいかないが、291ドル程度であった。その後、少し、低下したものの

1999年には290ドルくらいに戻っていると思う。大体こういうトレンドにある。農業水産

業のＧＤＰの構成比は大きい。実質成長率はずっと伸びていたが、1997年から１％ぐらい

になってしまった。しかし、為替レートはかなり安定している。また、輸出入は増大傾向

を示している。    

 なお、1997年から経済情勢は確かに悪くなっている。ＧＤＰの伸びも低下し、現地通貨

の為替レートが弱くなっている。これはタイを通じてのアジアの経済危機の影響を受けた

ということもあったと思う。しかし、その影響を受けるには余りにも小規模な経済であり、

むしろ内政上の理由の方が強いのではないか。つまり1997年７月５日から６日に、一番の

実力者であるフン･セン第２首相が軍隊を動かしてラナリット第１首相派軍を壊滅させて、

ラナリットを追放するという戦闘が国内で行われ、これに、アメリカが強く反発して、多

くの国が援助を一時的に停止したということの影響が強いのではないか。どっちがどのく

らいとはなかなか数字が出てこないが、タイを通じてのアジアの経済危機の影響よりも、

むしろ、政治的に元々フラジャイルな状況であるから、政治的に不安定要因が発生すると、

｢また内戦か｣ということで投資家等が全部、さっと投資を止めてしまうという状況にあっ

て、その影響の方が大きかったと思う。 

 

４．カンボジアに対する外国援助 

 カンボジアに対する外国援助は、図表２のとおりであり、日本が第１の援助国である。

これは1998年まで、つまりこの表に示されたところでは、日本の援助は全部、無償援助及

び無償の技術協力である。今年から初めて有償協力が提供されることになっている。 

 余談であるが、私のような親カンボジア派にとっては、無償協力はこのくらいで手一杯

だと思う。今後は、国際協力銀行が何とか有償援助を伸ばしてもらいたいと思っている。 

 なお、図表２の外国援助の表をみると、順位は日本が第１位、その次にフランスが第２

位、アメリカが第３位である。アメリカは大きな道路の修復建設などの援助を行ってきた

が、日本とフランスには及ばない。世界銀行以外の国連のあらゆる専門機関からの援助が

入っている。外国からの援助の合計額は1996年をピークに少しずつ減っている。 

1999 年３月に日本で行ったカンボジア支援国会合において関係各国から多くの支援の

約束がなされた。カンボジアが今後とも｢いい子｣になって、国内で争いをしないでやって

くれれば、かなりの国からの援助を得て自らの経済を再建することができると思う。 
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ところで、今までカンボジアは随分おかしなことが多過ぎた。例えば、筆者がいた1993

年、1994年のころ、干ばつあるいは洪水でどうにもならないという自然現象に原因を着せ

て、米ができない、だから食っていけない、緊急食糧援助を頼むと世界に向かって言って

きた。しかし、カンボジアの面積は日本の半分である。バングラデシュという国はとにか

く１億2,000万人の人口を養っている。大変なことである。カンボジアは、そのバングラ

デシュよりも大きい国土で、地勢的にはバングラデシュに非常に似ているように思うが、

そこでたった1,000万人の人口を養えないはずがない。これが食えないというのは明らか

に経済政策上の欠陥であったと思う。だが、ありがたいことに 1998 年、1999 年、つまり

アジア経済危機あるいはカンボジアの国内政情の非常な動揺の年であった 1997 年に経済

がひとたび悪くなって以後、カンボジアの農業生産はむしろ上がっているので、この調子

で行ってくれると、国際社会からもう少し理解を得ることができる国になるのではないか

と思っている。 

 

５．カンボジア復興支援の理念 

 ｢カンボジア復興支援の理念｣について少し述べたい。いろいろな国のいろいろな人がカ

ンボジアに向かって、何かというと｢パリ協定を守れ。｣と言う。パリ協定には 4つの文書

があり、そのうち第１が経過を書いた最終議定書である。第２及び第３文書は、一番重要

な国際条約だが、これには国連暫定統治機構（ＵＮＴＡＣ）がどうすべきかということが

書いてあり、既に終了したことである。今残っているものは、第４文書つまり、カンボジ

アの復旧･復興に関する宣言であり、今後とも重要である。これは日本が共同議長国として

豪州と一緒に案を作って、筆者自身、豪州のメリリーズ外務貿易次官補代理と一緒に共同

議長を務めたのだが、要するにカンボジアへの外国からの援助を｢市場開放｣しろというこ

とが柱であって、当時はこういうことを特にアメリカが非常に気にした。援助を一国ある

いは一陣営に任せてしまうと影響が大きくなり過ぎて、カンボジアがまた政治的に片寄っ

てしまうということを心配したわけだ。 

 

６．おわりに－カンボジア援助の主要目標 

 最後に、対カンボジア援助の主要目標について少し述べたい。今、筆者がカンボジアを

外から見て第１に重要と思うことは、援助に関して言えば、援助が直接間接に、人権尊重･

民主化促進というものに役立つものでなければならないということである。 
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 第２に、その援助がどっちの方向に行くべきか。これはgood governanceの実現の一語

に尽きると思う。三権分立による民主国家の実現ということで、青少年のみならず全国民

に教育をしなければならない。そして、法の支配の確立。これは今、国際協力事業団、日

本弁護士会あるいは東京弁護士会などから専門家を派遣している。これは絶対必要なこと

で、後は汚職の撲滅が当然必要である。財政健全化は、口で言うのは易しいが、実現のた

めには歳入の増加を図らなければならない。徴税の公正化と効率化は、私の好きなカンボ

ジアに対して失礼な言い方だが、要するに徴税吏が今、プノンペンの町の中の、もうけて

いる華僑の店がずらっとあるところへ行って、｢あなたのところの税金は幾らです。｣と言

っても、華僑の方がもっと頭もいい。華僑が｢こういう損失があって、さっぱりだめだ。こ

のくらいで勘弁してください。｣と言って、その中から１割ぐらいを徴税吏のポケットにそ

っと入れれば、それで｢もう結構です。｣と言うのが当たり前になっている。そういうこと

がないように徴税制度の確立、これは倫理の問題で、経済援助にはなかなかなじまないが、

どうしても実現させないと公経済が発達しない。やみ経済ばかりが伸び、そして貧富の差

がますます拡大するということで、非常に困ったことになると思う。 

 第３が、当たり前のことだが、小さな政府（cheap government）の実現であって、特に

軍、警察の動員解除をしなければならない。そして、それよりも前にまず、いわゆる幽霊

人口、幽霊兵士―実在しないが給料を払って、その給料が軍の幹部に入っているというこ

と―をなくす。これは簡単なことに思われるが、各派の実力に関することから非常に難し

い。 

後は、国の基礎産業としての農業分野への資金及び技術の投入、脱社会主義つまり市場

経済化の一層の促進、貧困対策と教育の普及、環境の保全とアンコール遺跡等クメール文

化遺産の保全修復などが、それぞれ大事である。特に環境保全は、今からしておかなけれ

ばならないし、更に、今日、日本も協力している地雷の除去―21世紀前半の全部ぐらいか

かると思うが―やっていかなければならない。 

 それから、刀狩、つまり武器の回収をしなければならない。カンボジアに行った人は分

かると思うが、つい先日も運転手でも｢私のはね｣と、ピストルなど、かなりいいものを見

せるし、そこらの雑貨屋の店主などが小型のロケット砲ぐらいは持っていても不思議では

ない。これはなんとしても押さえなければならないが、武装解除はＵＮＴＡＣでもできな

かった。これはなかなか難しい問題であるが、こうしたことをやっていくことは絶対に必

要である。 
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（質疑） 

 

[ 斉藤(国) ] カンボジアとラオスは両国とも小さくて非常に貧しい、気の毒な国なの

だが、我々ＩＭＦの目から見ると、現時点では大分違いがある｡カンボジアは非常に出来が

いいが、ラオスは今一つうまくいかないということが言えると思う｡ 

 カンボジアは、ＥＳＡＦと呼ぶ、ＩＭＦとしては低利の中長期の貸し出しを 1999 年 10

月終わりに承認し、向こう３年間で8,000万ドル出す｡ＩＭＦの金はあくまで政策支援であ

るので、支援する政策の中心は、今川先生の報告にあったように、財政健全化と、森林資

源を中心とする環境保護ということである。財政の一番の問題は、徴税効率を上げること、

特に関税、石油税が中心であるので、その例外措置、特別措置等を洗い直して少なくし、

これらの例外は無くすということを中心にして徴税能力を上げる｡それから、森林資源は、

森林伐採権を出すに当たって、ガバナンスの問題がいろいろあるということで、これがＩ

ＭＦが援助できないボトルネックになっていたが､一応やるという決意を表明している｡こ

ういったことを中心にしてＩＭＦは一緒に仕事をすることになった訳である｡ 

[ 今川 ] カンボジアが非常に出来がいいと言われ､まるで自分が褒められているよう

にうれしい感じを受けた｡ 

 さて、和平ができる前から、明石さんのＵＮＴＡＣで、パリ協定の第４文書(復旧･復興

宣言)に従ってカンボジアの復旧･復興をどうやっていくかということが話された。その時､

私は､もちろん日本政府からの訓令があってのことであるが､とにかくＩＭＦのコンディシ

ョナリティーを守れということ厳しく言いつづけてきた。ところが、ＩＭＦは、私が思っ

ていたところとは大分違って、カンボジアに対して実に親切にやってくれた｡これが成功し

た原因だと思う｡厳しいことを言って､とにかくそれを少しでも守らせたら､今度はムチだ

けではなくアメも与えるという今のやり方であるが､少なくともカンボジアでは大変成功

したのでないかと思っている｡ 

[ 中村 ] スリランカは、過去 20 年近く内戦状態が続いていることが非常に大きな障

害になっているわけだが､カンボジアの経験が果たして―日本政府がカンボジアの問題に

積極的に貢献しようとした経験というものが―カンボジア以外のところで､例えば東ティ

モールの暫定政府が今作られようとしているが､ちょっと遠いスリランカのような内戦･紛

争解決に果たして貢献し得る可能性があるのか｡あるとしたら、どの程度のものなのか。そ

んなことを教えてほしい｡ 
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[ 今川 ] 私の感じではカンボジア和平は、何といってもカンボジア人自身が戦争に飽

きて､いいかげんもう仲良くしようという､殺し合いの最中に､殺し合っている双方の首脳

同士がフランスへ行って会ったということから始まっている｡そのイニシアチブがカンボ

ジア自身でとられた。これは大きいと思う｡国際社会でも､たまたまこのパリ和平会議が開

かれた年は 1989 年であるから､いわゆる冷戦が終了した年であった｡ブッシュ＝ゴルバチ

ョフのマルタ会談の年であるし、そのように東西両陣営あるいは中ソにしても中越にして

も話し合いができる環境になりつつあったという､国際環境も良かったと思う。 

 日本政府は､1945年に戦争に負けて以来、そして1951年に外交自主権をサンフランシス

コ条約でようやく得た後にも、経済や経済協力には一生懸命で､多くの国際会議に出ていっ

ていろいろ働いた。しかし、アジアにおいては、第２次世界大戦中のいろいろな問題もあ

ったということだろうが､政治問題に対しては非常に臆病であった。ある地域紛争解決の和

平問題で開かれた国際会議、例えば1954年のインドシナ停戦のためのジュネーブ会議、そ

れから1962年のラオス和平のためのジュネーブ会議､こういうものに呼ばれなかったのは

致し方ないとしても､1973 年のベトナム和平国際保障パリ会議のときは、私はパリにいた

ので本当につらい思いをした｡ 

 当時、日本ではポスト･ベトナムという言葉が先行してしまい､ベトナム戦争さえ終われ

ば日本は経済的にも政治的にもアジアで大いに働けるというようなことをニュースその他

で言っていたのに、日本は入れてもらえなかった。あの経験から考えても､何とかしたいと

いう気持ちが日本政府全体としてあった｡その時期に、カンボジアは非常にタイミングが良

かったと思う。そう考えてみると､今､中村先生の言われたスリランカは、まさに日本が働

くことのできる規模ではなかろうか｡カンボジアも､もしこれがもっと大きなベトナム戦争

だったら日本の手に余り、何もできなかったであろう。しかし､カンボジア紛争は、規模の

点で良かったというのと同じで、私は詳しいことを知らないが､スリランカは適切な規模で

あり､いかにも日本が貢献できる条件がそろっているような気がする｡ 

 幾つかのことを言うと､例えば､カンボジアで国連始まって以来の大規模な総合的ＰＫＯ

が行われたのだが､そのときの最高責任者がたまたま明石康という大変能力のある立派な

日本人であったということ､これはその前にパキスタンの某氏がなるということがほぼ決

まりかけていたのだが、その人が断ったということで､急に明石さんにかわった。これは日

本にとっても､私個人にとってもどれだけ幸運であったかわからない｡こういう大変な偶然

というものもあるが､私はカンボジアに行く前､パリ国際会議の第３委員会の共同議長をや
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ったとき、あるいは、その前からずっとこれをフォローして、更にＰＫＯが終わった後も

カンボジアにいたが、私のそういう経験に基づく感覚からスリランカというのは―もちろ

ん東ティモールは小さすぎるということと、東ティモールとの関係というのは―日本の対

インドネシア政策との関係において極めて微妙なところもあるのではないかと思うが､ス

リランカでは和平への貢献が何かできる可能性は大きく､素晴らしいのではないか｡私の個

人的な感じである｡ 

[ 河上 ] カンボジアでは､安いホテルに泊まれば、ホテル代が10～20ドルで非常に安

い｡ただ、アンコールワット､トムの拝観料が40ドルくらいするそうである｡そういった拝

観料は国庫に入っているのかどうか｡ 

 次に中村先生の質問に続くものだが、日本がアジアの平和維持活動に参加するための一

つの前提条件として､日本の法制整備の問題があると思う。ＵＮＴＡＣの活動として、確か

日本のボランティアと文民警察官が１名づつ亡くなったと思うが､こうした客観的な情勢

と日本の法制整備の問題についてどうお考えになっているか｡ 

[ 今川 ] 最初の質問のアンコールワット遺跡の拝観料については、拝観料は外国人の

ための車の通行料のようなものである｡私はフランスの大使と一緒にアンコール遺跡保存

修復国際委員会の共同議長をやっていたので、何度もこの問題を取り上げて､これは目的税

的な使い方にして道路を整備し、それから、遺跡が破壊されたのを修復するのに使うべき

ということを言った。しかし、残念ながら､私が辞めた1996年まで１銭も国庫に入ってい

ないらしい｡そこで実際やっているのは、警察と軍がそこで得たお金を全部山分けしていた

ということである｡1998年 12月１日にフン・センが政策演説をやったとき、この問題を具

体的に名を挙げて、必ず国庫に全部入れて､きちんとして遺跡を守るということを一応言っ

たのだが､最近、上智大学の研究者などに聞くと、それはまだ実際には行われていないので

はないかということで､誠に残念に思っている｡ 

 次にＵＮＴＡＣの問題だが､国連のＵＮボランティアであった中田さんという大変立派

な青年が、クメール・ルージュではないが、ごろつきのような地方のボスに狙われて殺さ

れてしまった｡それから、文民警察官の高田警視は、クメール・ルージュ支配地域に行って､

そこで殺されてしまった｡元々全く危険のないところであったら､ＰＫＯの必要がなく、Ｐ

ＫＯに危険が伴うことは止むを得ない。ＰＫＯは、国連憲章の第６章によるものと第７章

によるものがあって、第６章によるのが現在言われている自衛のための最小限度以外は非

武装のＰＫＯだが、そこでもはっきり自衛のための武器は持っていけということが文言か
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ら読み取れる｡自分で自分を守ることができないということでは非常に困る｡ 

 日本の自衛隊は結局フランスに守ってもらうという建前でいたが、自衛隊は非常にしっ

かりして、きちんとした態度をとって、毎日泥だらけになった車を洗って、筋を引いたよ

うに並べるということをやっていた｡クメール・ルージュの幹部は私に｢日本はとんでもな

いやつだ｡機関銃を２丁と小銃を何本しか持ってきていないと言っている｡こういう大うそ

をついて世論をごまかして我々を油断させた。あんなところへ攻めていったら大変だろう

ということで我々は攻めなかった。しかし、あの金持ち日本が機関銃などを持っていない

はずはない。たくさん持ってきたが､気の毒に使わないで持って帰ったであろう。｣という

ことを言っていた。そのくらい日本はぴしっとした態度をとったから、今後のＰＫＯにお

いてもこれは大変な教訓だったと思う｡しかし、外国のことを批判するのは誠に申しわけな

いが、だらしない国があった｡ 

 ただ、カンボジアで亡くなった方は、いずれも武官ではなく文民である。警察官であっ

ても､全く丸腰で､これはオランダの軍隊が警備するということだった。高田警視が乗って

進んでいた車列は、オランダの軍隊､日本の文民警察官、それからカンボジア人の車などが

行列走行していたのに、オランダ軍はみんな逃げてしまった。そういうことだから、やは

り人に頼るということには問題があると感じた｡ 

 そういうことで、制度としてもう一度､ＰＫＯを考える場合には、将来､東ティモールで

どうか、あるいは中央アジアでどうかというような場合にも、何も「ＰＫＦ」が重武装し

てという方へいく議論ではなく、現在の憲章第６章に基づくＰＫＯをやるのに、なぜ日本

はフランスあるいはオランダのような、そこまでの整備ができないのかということを議論

するということが必要ではないか、これは役所を離れた私の個人的な考えであるが、そう

いう気がする｡ 

[  原  ] 今の今川先生のお話は、日本人としてよく考えなければいけないことで、少

なくとも学者レベルにそういうきちっとした情報が入っていないということがある｡何が

起こっているのか、その事実がどれくらい日本国内に伝わるのか、ジャーナリズムの問題

も含めて、その辺の問題もあるような気がしている｡ 
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図表１ 主要な経済指標 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

GDP(注) 

一人当りGDP(ドル) 

2,013 

204 

2,409 

244 

2,938 

286 

3,114 

291 

3,044 

275 

2,905 

254 

GDP 

構成比 

（％） 

農林水産業 

鉱工業 

サービス業 

46.9 

17.7 

35.4 

45.1 

18.3 

36.5 

44.6 

18.7 

36.8 

42.7 

20.6 

36.6 

42.8 

19.8 

37.2 

 

GDP 実質成長率（％） 4.1 4.0 7.6 7.0 1.0 1.0 

物価上昇率（％） 

年央・為替レート 

(リエル／ドル) 

41.0 

2,470 

17.9 

2,543 

 

7.9 

2,463 

 

9.0 

2,643 

 

9.1 

3,075 

 

12.6 

3,700 

 

輸出（注） 

輸入（注） 

貿易バランス（注） 

219.0 

422.0 

－203.0 

461.7 

737.1 

－275.4 

808.6 

1,213.２ 

－404.6 

658.8 

1,102.2 

－451.4 

733.8 

1,037.１ 

－303.3 

 

（注）単位は百万ドル． 

〔出所〕世界銀行、経済･財務省、在カンボジア日本大使館 

 

 

図表２ カンボジアに対する外国援助 （単位：百万ドル） 

順

位 

供 与 国 又

は機構 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

(推定) 

計 

１ 日本 66.9 102.0 95.6 117.9 111.0 59.8 71.4 624.6 

２ フランス 5.8 32.3 35.8 62.2 42.9 26.5 39.4 244.9 

３ アメリカ 35.6 33.8 31.7 45.1 28.8 30.5 31.4 236.8 

４ 国連 13.3 31.0 26.1 31.0 50.3 39.8 44.8 236.2 

５ EU(注) 32.1 19.1 9.2 28.9 57.6 36.8 23.3 206.9 

６ 世銀 ― 0.1 40.0 29.6 40.4 28.1 36.9 175.1 

７ アジ銀 ― 12.3 12.4 37.9 49.2 18.4 31.0 161.2 

８ 豪州 10.5 15.9 13.8 27.5 20.2 27.3 21.8 137.0 

９ IMF ― 8.8 21.2 42.3 0.4 ０ 72.7 72.7 

 そ の 他 を

含む計 

 

250.2 

 

321.9 

 

358.0 

 

513.3 

 

518.1 

 

375.4 

 

417.5 

 

2,754.4 

 全 体 に 占

め る 日 本

の 割 合

(％) 

 

 

25.7 

 

 

31.7 

 

 

26.7 

 

 

23.0 

 

 

21.4 

 

 

15.9 

 

 

17.1 

 

 

22.7 

（注）フランスを除く． 

〔出所〕カンボジア開発評議会資料、日本大使館資料 
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（年表） 

 

1953.11.9 カンボジア、フランスの保護国から完全独立． 

1954.7.20 インドシナ停戦のためのジュネーブ協定調印． 

1955.3.03 シハヌーク国王、自ら政治を指導するため退位．大同団結の政治団体 

 サンクム・レアストル・ニヨムを結成． 

   ―王制社会主義と中立政策による平和な時代― 

 

 

1970.3.17 ロン・ノルによるクーデター、シハヌークを追放． 

       ―米軍に自国領爆撃を認め、ベトナム戦争の戦火を導入した戦争の時代― 

1975.4.17 クメール・ルージュ（ポルポト派）軍プノンペンに入場、政権を奪取． 

    ―170 万人に及ぶ自国民を虐殺した狂気の過激派共産政権の時代― 

1979.1.6 カンボジアに侵攻したベトナム軍クメール・ルージュを掃討．親ベト 

 ナムのプノンペン政府樹立． 

1982.6.22 反ベトナム、反プノンペン政府の三派連合抵抗亡命政権樹立． 

    ―親ベトナム、反ベトナムのカンボジア両政権対立下に内戦継続― 

 

 

1987.12.2～４ 第 1回シハヌーク・フンセン会談―和平の萌芽． 

1989.7.30～8.30 カンボジア和平パリ国際会議第一会期． 

1990.6.4～５ シハヌーク・フンセン東京会談． 

1991.10.21～23 カンボジア和平パリ国際会議第二会期、パリ協定調印（23） 

1991.11.14 シハヌーク殿下亡命先の北京より帰国． 

1992.3.15 国連カンボジア暫定統治機構（UNTAC）によるPKO活動開始． 

1993.5.23～28 UNTAC による総選挙施行． 

1993.9.24 新憲法公布．王制復帰、シハヌーク国王再即位．ラナリット第一、フンセ

ン第二首相による新政府発足． 

1993.9.25 UNTAC による PKO終了． 
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1997.7.5～６ フンセン第二首相、軍を動かしてラナリット第一首相派軍を壊滅させ、 

 ラナリットを事実上追放． 

1998.7.26 カンボジアにおける総選挙施行． 

1998.11.30 フンセンを首相とする新政府発足． 
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