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多様な自治のあり方と ｢独立｣:アメリカ合衆国の事例を中心に

沖縄国際大学 佐藤学

1.｢自治｣､｢自立｣､｢独立｣

沖縄の新たな自治を構想する際に提起される問題は､｢独立｣か現状維持かの二元論で枠組みが作られて

きた｡沖縄の ｢自立｣を構想する上で､沖縄が ｢独立国｣となりうるか否かが ｢現実的問いかけ｣として

投げかけられ それは不可能である､という結論で議論が終わるか､さもなければ､手続き上の課題を考

えるまでに至らぬ情緒的な独立論で終始してきた｡

しかし,沖縄の自治のあり方は､本当にこの二元論でしかありえないのであろうか｡完全な独立か､現

状維持か､でしかありえないのであろうか｡

本稿では､自治には様々な層があり､種々の様相があることを､アメリカ合衆国外国を主とする外国の

例から考えてみたい｡

そもそも､｢自立｣とは何を意味するのか｡沖縄の開発計画､経済政策には､｢自立｣概念が不可欠であ

るかのように組み込まれてきた｡例えば､2002年策定の ｢沖縄振興特別措置法｣では､その ｢第一章

総則 (目的)第一条｣で ｢この法律は､沖縄の置かれた特殊な諸事情にかんがみ､沖縄の振興の基本とな

る沖縄振興計画を策定し､及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより､沖縄の総

合的かつ計画的な振興を図り､もって沖縄の自立的発展に資するとともに､沖縄の豊かな住民生活の実現

に寄与することを目的とする｡｣と誇っている｡12000年策定の ｢沖縄経済振興21世紀プラン｣では､

｢第-部 沖縄経済の現状と課題 3.沖縄経済の自立化に向けての展望と課題｣と､ここでも経済 ｢自

立イh が課題として挙げられている｡ 2

｢沖縄の自立｣とは､経済的な自立のみを意味するのであろうか｡｢経済的自立｣とは､沖純が日本国か

らの財政的支援を一切受けることなく維持されていくことを意味するのであろうか｡

戦後沖縄での自治論をめぐる議論の歴史を見ると､政治的な自律を求める動きが､経済的な自立が不可

能であるために､沖縄に高度な自治を確立する目的は非現実的であるとの帰結に陥ってきたように思われ

る｡すなわち､経済的に､日本国政府に依存しなければならない以上､沖縄が今持つ以上の自治権を求め

ることは許されず､より高度な自治を追求すべきではない､という結論である｡

この議論の前提は､自治-経済自立であり､経済的に ｢自立｣できなければ､より高度な自治の要求は

すべきでなく､またそれは実現可能でもないという認識である｡果たして本当にそうなのか｡経済的に｢自

立｣できなくとも､現在の沖縄よりも高度な自治を獲得している事例が世界には存在する｡より高度な自

治を政治的な自律と定義した場合､政治的な自律と経済の自立は､必ずしも密接不可分ではない｡経済的

自立が可能になるまで､高度な自治-政治的自律は実現できないとするのは､政治的自律を ｢独立｣との

み捉えるからではないだろうか｡

独立に至らないまでも､一つの中央政府の下で､高度な自治を保障する方式は存在する｡また､独立を

勝ち取った後にも､政治 ･経済的に他国の保護を受ける方式も存在する｡経済条件が整わなくとも､自律

の意志､自治の意志が充分に強固であるならば､高度な自治を認める事例が世界にはある｡

沖縄が高度な自治を獲得するためには経済的な ｢自立｣を実現することが前提条件であるとする一般に

通用している考え方は､政治的自律の重要性を､経済条件の下に位置づける発想である｡自治の高度化を

考える上で､こうした唯物史観的な思考様式は､議論の中で自由な発想を妨げ､重要目標は何であるのか

を見失う結果を生み出してきた｡

I『沖縄振興特別措置法J2002年

2沖縄政策協議会 『沖縄経済振興21世紀プランJ2000年

- 100-



政治的自律は､経済に従属する必要はなく､従属すべきでもない｡そうではない仕組みは既に機能して

いるのである｡沖縄の新たな自治を考える上で､これらの異なる可能性を概観することは有益であろう｡

本稿では､専らアメリカ合衆国の制度内で､異なる自治の様相を示している例を示すこととするが､他

の諸国には､より多くの事例が存在していることを強調しておきたい｡

2.アメリカ合衆国の連邦制

一つの国家の内部で､ある地域により高度な自治-政治的自律を保障する仕組みで､まず考えられるの

は連邦制である｡そのアメリカ合衆国の連邦制を考えてみたい｡

2-1 アメリカ合衆国諸州の独自性

アメリカ合衆国を構成する州は､現在も高度な政治的自律性を維持している｡アメリカ合衆国の場合に､

州の独自性は､言語､民族に起因しない点が異例である｡アメリカの諸州は､フランスの植民地であった

ルイジアナ州を除くと､かつてスペイン領､メキシコ領であった地域を含めて､早い時期に法体系､言語

ともに英国の体系の影響下に統合されている｡ルイジアナ州では､20世紀半ばまで､フランス語の影響

が強く残り､また､他州では英米法の体系が採られているのに対して､現在でも大陸法が州法の大系にな

っている｡

民族的にも､先住民族であったアメリカン･インディアンを殺教 ･駆逐することによって成立したアメ

リカ合衆国では､先住民族居住区は､非常に限られた政治的自律性を持つのみであり､各州の存立は､州

内の民族性には拠らない｡アフリカ系人口､ラテン系人口は､集中度の高低はあるが､これらマイノリテ

ィ人口が多数派を占める州は存在しない｡かつては､アフリカ系人口は､南部に集中していたが､20世

紀前半までに北部への移住が進み､分布はより均一化した｡移住前でも､人口比率が30%に達する州は

なかった｡アフリカ系よりも後に移民が増加したラテン系人口も,州により多寡はあるが､単独で人口多

数を占めるような州は存在しない｡同一州内の都市対農村では､マイノリティ人口は都市に集中している

が､州毎に見た場合､一つの州の存立を規定するような数にはなっていない｡

また､地理的にも､アメリカ合衆国の諸州は､アフリカ大陸諸国と同様な極めて直線的境界線により州

域が設定されていることからも明らかなように人為的な区域であり､自然発生的な ｢まとまり｣を欠いて

いる｡

民族 ･文化 ･地理的条件は､しばしば連邦制を作り出し､維持するための､自然な基盤となっている｡

アメリカ合衆国の諸州には､この条件が存在しない｡にもかかわらず､諸州は現在も高度な政治的自律性

を維持している｡それは何故か｡

自律性の根源は､まず､各州が独自の憲法を持つことにある｡3 結果的に､全ての州が州知事と州議会

という､同一の政府形態を採っているが､州議会のあり方は､各州それぞれ独自に決めており､州知事と

州議会の関係､州知事の権限 ･任期等も､各州の憲法により異なる｡また､憲法に基づき､各州は独自の

最高裁判所を持ち､州内の司法制度を定めることが出来る｡例えば,法曹資格は､州毎に定められ､州を

越えた活動は出来ない｡

当然のことながら､州議会は､独自の州法を定めることが出来る｡よって､各州が異なる法律を持つ｡

自動車の最高速度制限､交通法規､種類の販売規制､銃砲所持や ｢花火｣の販売･使用規制等に至るまで､

日常生活の多くの分野で､州境を越えることで全く晃なる法規が存在する｡

学校教育制度も､州毎に異なる｡しばしl蔀司題となる ｢進化論｣を巡る教育課程上の争いは､州が独自

にカリキュラム上の義務を定めることができるために生じる｡保守的なキリスト教徒が多い州では､進化

論を科学のカリキュラムの必修項目から外したり､聖書創造説を科学の仮説の一つとして教えるよう義務

3 M.L.ベネテイクト､堂本照樹訳 『アメリカ憲法史J.第6章 65180貢｡

- 101-



付けたりするなどの動きが起きているが､それは教育は州の専権事項であるとする考え方が行き渡ってい

るからである｡ 4

各州が憲法を持つということは､そもそも､州が先に存在し､その州の必要性から連邦政府を作ったと

いう歴史的経緯が重要性を失っていないことを意味する｡アメリカ連邦政府は､独立戦争を戦う上で統一

政府が必要という状況があり､その中で作り出された｡従って､連邦政府の権限を主に付与された連邦議

会の権限は､制限列挙されている｡それを拡大するには､連邦最高裁判所の判決が必要とされた｡また､

執行部たる大統領の権限は､20世紀に入るまで非常に小さかった｡

2-2 州の復権

こうして､州が強い権限を持つアメリカ合衆国の連邦制であったが､大恐慌後のローズベルト大統領に

よるニューディール政策､および第二次世界大戦遂行により､州から連邦政府への権力 ･権限の移行が生

じた｡合衆国史上初めて､連邦政府が積極的な経済政策上の役割を付与され､それは拡大していくことと

なる｡経済発展に従い､合衆国全体が単一の市場であり､経済的主権を行使するようになった以上､州に

よって分割された権限は経済発展の阻害要因となった､故に連邦政府の権限強化は不可避の過程である､

というのが20世紀後半の共通理解であった｡

経済的な権限縮小と並んで､州から連邦政府への権限移行を決定付けたのは､1954年のブラウン判

決以降の+連の連邦最高裁判所の公民権判決､連邦議会の公民権立法である｡それまで､人種差別政策は

州の権利 ･権限に属する問題であり､州毎にどのような差別政策を採っても合意であるとの判断であった

のが､ブラウン判決は､連邦最高裁判所が合衆国全体に人種差別は違憲であるとの判断を課した､画期的

な出来事であった｡このために､各州が定めていた人種差別目的の州法は覆されることとなる｡また､1

960年代には､連邦議会が公民権法､連邦選挙法を成立させ､アフリカ系市民の参政権が確立された｡

これも､南部諸州の反対を､連邦政府の権力が押し切って実現したものである｡

1960年代には､政治的権利の確立に並び､ニューディール政策発展継承と呼ぶべき､ジョンソン政

権による ｢偉大な社会｣-連邦政府の権限拡大による貧困､不平等といった経済 ･社会問題の解決を目指

す一連の政策が導入された｡さらに､ヴェトナム戦争遂行は､連邦政府権限拡大をより一層確固たる傾向

としたかに見られた｡

こうして､1970年代末まで､州から連邦政府への権力 ･権限の移行は､現代社会にとって不可避の

現象として考えられていた｡アメリカ合衆国の連邦制は形骸化し､州の権限 ･地位は決定的に低下したと

見られ､州の権限を維持してきた歴史的経緯も､ついに有効性を失ったと考えられた｡

この傾向を逆転させたのが､1980年代のレーガン大統領による政策である｡それに先立つ1970

年代､ニクソン政権も､ニュー･フェデラリズムの名の下に､連邦補助金のブロック化を導入し､連邦政府

権限の削減を狙った｡しかし､実際には､ニクソン､フォードの共和党政権は､国内政策支出を増大させ

る結果を生んだ､社会保障給付金のインフレーション連動性を導入するなど､連邦政府権限 ･規模の拡大

を進めた｡ 5

続く民主党カーター政権は､小州であったジョージア州知事としての経験を前面に押し立てた政治姿勢

から､連邦政府の経済的な権限抑制を狙い､連邦政府から州､自治体への補助金総額は実際に減少するこ

ととなる｡さらに､カーター政権は､航空業界の規制緩和を導入し､自由競争の時代の幕を開いた｡しか

し､政治 ･人権面では､カーター政権は連邦政府の役割を肯定し､民主党の政策を継承した｡ 6

1980年代に､レーガン政権は､州政府への権限返還､連邦政府削減を､経済政策だけでなく政治 ･

4佐藤学 ｢米国の教育改革 :その政治的背景｣『自治総研』､通巻大273号､2001年7月｡

5ニクソン､フォード政権の政策とその結果については､B.GuyPeters,"Am encanPubllCPolicy:Pl℃miseandPerforman(盟ForthEdlhon",
ChatamHouse,1996.参照｡

6KennethJanda,et.al.̀TheChallengeoflkm∝racy:GovernmentinAm enca,5･hEdlt10n",HoughtonMih ,1997,pp.1231124.
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人権面でも推し進め､反連邦政府というアメリカ合衆国の政治的伝統を復活させた｡連邦政府の規模を削

減させ､経済的な権限を縮小すべく導入した大規模減税は､軍事費拡大という自らの政策と､議会民主党

の抵抗による国内支出削減の失敗により､結果的には巨大な財政赤字を生み出すこととなった｡それ自体

は､連邦帆布規模の縮小に繋がらなかったものの､明確で強烈な反連邦政府思想は､その後のアメリカ合

衆国政治の基調を完全に変容させてしまった｡

レーガン政権の州権重視政策は､人種間題での連邦政府主導による解決策をも否定する思想であり､か

って人種差別を合憲 ･合法化する根拠であった ｢州cha権優先｣という概念をそのまま復活させる結果と

なった｡

ブッシュ (父)政権では冷戦が終蔦した一方､財政と貿易のいわゆる ｢双子の赤字｣はアメリカ合衆国

に通貨不安を引き起こす可能性が論じられるまでに巨大になり､続くクリントン政権との12年間は､こ

の赤字解消が経済政策の最大課題となった｡この結果､連邦政府の経済政策上の役割は､縮小を重ね､連

邦制策による社会問題解決という伝統的な思想そのものが終わりを遂げた｡その象徴が､1996年のク

リントン政権による福祉政策改革である｡これは､連邦政府が直接給付してきた､象徴的な福祉プログラ

ムであった子供がいる家庭への生活補助を､州に委譲し､連邦政府の義務から外す内容であった｡以後､

連邦政府の経済 ･社会政策上の権限削減､規模削減は､不動の方針となる｡

ブッシュ (千)政権は､9.11テロリズム事件以後の国内ヒステリアを使って､軍事政策および､国

内公安政策に関して､突出した連邦政府拡大､権限強化を行った｡しかし､経済政策では､レーガン政権

を超える規模の減税を導入し､また､環境規制､労働規制等の分野では､連邦政府の権限縮小を推し進め

ている｡ 7

アメリカ合衆国の連邦制下で､州権がどのように変わってきたかを概観したが､ここでの論点は､(1)

アメリカ合衆国の州は､連邦政府を作り出した後も強い政治的自律性を持ち続けた､(2)20世紀中葉に

は連邦政府の権限拡大を見たが､1980年代以降､再びJll権拡大という逆転現象を生み出した､(3)そ

れを可能とした条件は､各州が持つ憲法による保障と､それを生み出した歴史的経緯である､(4)にもか

かわらず､アメリカ合衆国の各州には､極少数の例外を除くと､言語､民族という､自然な政治的自律を

確立すべき条件は持たない｡以上である｡それに加えて､アメリカ合衆国においても､財政力が弱い州に

対しては､連邦政府からの財政移転があり､各州は経済的に ｢自立｣しているわけではない｡ 8

すなわち､アメリカ合衆国の連邦制の下では､多くの州は人工的な区分けによる州域で､民族 ･言語的

な統一性もなく､法体系の歴史的経緯を最大の基盤として､高度な自治を維持しているということである｡

そして､経済的には､｢自立｣していない弱小州も多い｡

3.アメリカ合衆国の自治地域 ･自治領 ･自由連合協定国

アメリカ合衆国には､連邦政府を構成する50州と､どこの州にも属さない首都ワシントン･コロンビ

ア特別区の他に､プエルト･リコ､ヴァージン諸島､グアム島､米領サモアといった自治領がある｡さら

に､独立国でありながら､アメリカ合衆国との間に自由連合盟約 (Compact)を結んだ国が､マー

シャル諸島共和国､パラオ共和国､ミクロネシア連邦なども存在している｡これらの地域や ｢独立国｣と､

アメリカ合衆国の関係を見ると､独立をしない政治的自律のあり方や､独立のあり方には､様々な相があ

ることが分かる｡それらを概観してみたい｡

3-1 コロンビア特別区

コロンビア特別区は､他の島峡とは晃なる性格を持つので比較は出来ないが､ここは1961年の合衆

7佐藤学 ｢米国政治の変容- 『9.1ljが残したもの｣､『沖縄法学』第32号､2003年

8 小滝敏之 『アメリカの地方自治』第-法規､2004年､第2章｡
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国憲法修正第23条まで､大統領選挙の選挙人配分が無かった｡すなわち､首都に住む米国市民は大統領

選挙への投票権を持たなかったのである｡また､現在でも､連邦議会の議席は持っておらず､下院に1名

の投票権を持たない代表 (dekgate)を送り込んでいるのみである｡この代表は､通常の下院議員と同様

の任期2年で選出され 本会議と委員会に出席する権利を有し､委員会では投票権を持つが､本会議での

採決には加わらない｡

コロンビア特別区が､このような地位に置かれているのは､首都をどの州にも帰属させないことを最優

先として制度を作り上げたためである｡｢代表なくして課税なし｣という､アメリカ合衆国建国の国是とも

呼べる原則に反しても､州間の権力均衡に配慮して首都を設定したのである｡しかし､特別区の住民が､

連邦議会議員を持てないこの方式は､近年､議会への正式な議席の要求､あるいは特別区の州への昇格要

求という運動を喚起している｡

ここで注意すべきは､政治的自律 ･自治のあり方において､首都が北米大陸本土内では例外的な地位に置

かれている点である｡

経済的には､自治体としてのコロンビア特別区は､財政自主権を大きく制約されている｡上院 ･下院の

歳出委員会 ･コロンビア特別区小委員会が直接予算を決める形が維持されており､とりわけ近年､コロン

ビア特別区政府が､その腐敗を指弾されているために､財政再建のための連邦議会直接関与が強まってい

る｡

3-2 プエルト･リコ

連邦議会に議決権のない代表を送り出している地域の中での例外は､プエルト･リコである｡プエルト

リコは､人口35万人の島であり､元スペイン領であったものを1898年の米西戦争の結果､パリ条約

に基づいて米国簡となった｡その後､1917年に､連邦政府はプエルト リコ人に米国市民権と選挙権を

付与｡1948年にはプエルト リコ人による公選知事制度を導入｡1952年､プエルト リコ憲法が制

定され､自治領 伊代eCommonwealthAsS∝iatedwiththeUnitedSates)の地位が付与された｡

プエルト･リコは､コロンビア特別区と同様に､連邦吉碁会下院に代表 httsidentcommissioner)を送っ

ている｡任期が特別区と異なる4年の公選で､連邦議会での地位は特別区代表と同等である｡プエルト･

リコでは､現状の自治領としての地位を維持するか､正式な州への昇格を求めるか､世論が分かれている｡

1967､1993､1998年の3回にわたり､プエルト･リコの地位を決める国民投票が行われた｡1

998年の投票では､州への昇格を求める票が46.5%に対し､現状維持を意味する ｢どの選択肢でも

ない｣が50.3%と､現状の自治領が選択された｡独立を支持する票は2.5%であった｡1993年

には､州昇格が46.3%､現状維持が48.6%,独立が4.4%であった｡ 9

いずれも､総選挙で勝利して与党となっていたPNPは､州への昇格を政策としていたのであり､国民

投票の結果は総選挙結果に反するものであった｡それだけ､地位とアメリカ合衆国との関係は複雑な問題

なのであろう｡ 10

-万では､州の地位がないことは､民主政の欠陥 (dem∝raticde丘ciency)であり､完全な代表を出し

ていないことはプエル ト リコの地位を股めることになっている｡しかし､他方､州に昇格しないで自治領

であり続けることで､プエル ト リコは､民族･罰 吾上の独自性を守り､政治的自律性を維持し続けること

が可能である｡また､自治領であることは､完全な独立に伴う経済的リスクを避ける選択肢でもある｡

経済的には､プエルト リコへの投資は90%がアメリカ合衆国からのものであり､合衆国経済と一体化

していると見られる｡失業率は10%を超え､本土の2倍以上の水準である｡

9RahelHemandezCblon,̀伽 ingRightbyPuertoRICO=bngressMustAct:',ForeimAぬirs,July/August,1998.

10プエルト リコ政治情勢については､Amilw AntonioBarreto,̀Ⅵeques,theNavyandPuertoRican PolltlCS",theUnlVerSItyPressof

FIonda,2002,およびManoMuriuo,̀LIs血 dofReSlStanCe'PuertoRICO,Vieques,zmdUS,Pohcy',theOpenMbdiaPamphletSenes,2001,
参照｡
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313 グアム島､米蘭ヴァージン諸島､米飯サモア､北マリアナ諸島11

グアム島は､人口19万人､米領ヴァージン諸島が12万人､米領サモアが7万人という人口を持ち､

三地域全て､連邦議会下院に投票権のない代表を送り出している｡コロンビア特別区と同様に､任期2年

で公選されている｡北マリアナは､自治領であるが､連邦議会下院に投票権のない代表は送り出しておら

ず､ワシントン､D.C.に､公選の常駐代表 GTsidentrepresentative)を置いている｡

グアム島は1950年に制度法成立により､住民にアメリカ合衆国市民権が付与され､また､海軍軍政

に代わり､民政府が設立された｡統治責任は連邦内務省に属するが､1970年以降は直接公選の知事制

度が導入された｡また､定数21の一院制議会も設置されている｡大統領選挙には投票権を有さないが､

共和党､民主党の二大政党大統領選挙候補者選出予備選挙には､代議員を送り出す｡人口構成は､チャモ

ロ人が37%､フィリピン人26%､アジア人27%､白人10%である｡グアム経済は､米軍軍事支出

と観光に依存しており､とりわけ日本からの観光客の増減がグアム経済に大きく影響する｡

米領ヴァージン諸島は､1917年に､オランダ領地をアメリカ合衆国が購入したことで米領となり､

海軍の統治下に置かれた｡1927年に住民にアメリカ合衆国市民権が付与され､1931年､海軍から

内務省に行政権が移管された｡1936年の組織法により､民政府が設立され､先住民族の自治権が確立

された｡普通選挙法が導入され､結果的に政治的特権階級が消滅する｡1954年の改正組織法が､一院

制の立法府としてのヴァージン諸島議会を設立し､1966年の決議により､議席数が15に増加され､

現在の諸島間の議席配分が決められた｡人口構成は78%が黒人であり､白人10%､その他が12%で

ある｡経済はアメリカ合衆国本土に統合されている｡

米領サモアは､サモア島の東部であり､1899年のドイツとの条約により､1900年よりアメリカ

が領有｡米領サモアは､二院制の議会を持ち､知事は公選制である｡ここも経済はアメリカ合衆国本土に

統合されている｡

これらの地域は､小規模な島峡であり､異なる歴史的経緯の結果､現在の自治制度に至っている｡共通

しているのは､(1)住民はアメリカ合衆国市民権を持つ､(2)連邦議会下院に投票権のない代表を選出

して送り出す (3)大統領選挙への投票権は無いが､政党の大統領選挙候補者予備選挙には参加できる (米

領サモアは民主党のみ)､という点である｡すなわち､これらの島峡地域は､自前の公選政府を持ち､合衆

国市民権を有するが､完全な州ではない｡

一方､北マリアナ諸島自治領は､他の三地域よりも一段低い地位に置かれており､議会への代表権のな

い代表は送れず､また､大統領予備選挙にも参加できない｡

経済的には､グアムを除くと､合衆国本土からの投資､本土との貿易､観光によって成立している｡

3-4.自由連合協定国12

大洋州には､独立国でありながら､外交･防衛をアメリカ合衆国に委ねる自由連合協定 (00mpact)を結

んだ小規模島峡国が幾つかある｡マーシャル諸島共和国､パラオ共和国､ミクロネシア連邦､がそれであ

る｡

パラオとミクロネシア連邦は､日本の委任統治領であったものが､第二次世界大戦後に､国連太平洋信

託統治領として米国に統治された｡ 13

1965年にミクロネシア議会が発足｡1978年に統一ミクロネシア憲法草案についての住民投票を

承認した｡一方､パラオとマーシャル諸島は､この住民投票でミクロネシア統一国家から離脱｡ミクロネ

11ァメリカ合衆国自治領､自由連合協定諸国の情矧ま､αnbdhteulgenαAgenqTheWorldFactbcK)k" インタネット版
httDjh .cla.EmVJdabubhadonsnhctbcK)kおよび､外務省 『各国 ･地域情勢Jインタネット版､httDjh .mo私 .eo.10/mob/am 参照

12小林泉 『太平拝島峡諸国論』東信堂､1994年､第3章､太平洋学会編 『太平洋諸島入門』三省堂､1990年｡第 1,2,4章｡

13石川朋子 ｢沖縄南洋移民に関する一考察｣『地域組 第2号､1999年｡
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シア連邦は､1979年に憲法が発効して自治政府が確立｡1982年に､アメリカ合衆国との自由連合

協定に調印｡1986年に発行し､信託統治の終了が宣言され 独立した｡1991年に国連加盟｡

1981年にパラオは憲法を発布し､自治政府発足｡1982年に自由連合協定案 (00mpact)が合意

されたが､7回の住民投票により不承認｡1993年に､8回目の住民投票によって､アメリカ合衆国と

の自由連合協定が承認され､1994年に発行｡これで正式に独立し､国連に加盟した｡パラオでは､憲

法に非核条項を盛り込んだために､自由連合協定が承認されなかった事情があり､1992年の住民投票

で､非核条項を自由連合協定に適用しない修正を承認し､その結果､1993年の自由連合協定が承認さ

れることとなった｡

マーシャル諸島は､統一ミクロネシア連邦から離脱後､1979年に憲法を制定し､自治政府が発足し

た｡1986年にアメリカ合衆国との間で､自由連合協定を結び独立し､1991年には国連に加盟した｡

これら三カ国は､ミクロネシアが人口12万､パラオが1万9千､マーシャルが5万2千と極小の島峡

国家である｡アメリカ合衆国との間で結んだ自由連合協定は､内政 ･外交については､独自で行うが､国

防と治安はアメリカ合衆国が肩代わりし､経済援助も行うというものである｡

外洋の小規模島峡国家であるこれらの国々が､独立を勝ち取る一方､弱い経済的基盤を補うために､国

防と治安をアメリカ合衆国に委ねた方策は､アメリカ合衆国の軍事戦略に組み込まれる危険性､軍事上の

必要性が変われば放棄される危険性をはらむ｡しかし､島峡国家が抱える絶対的な弱さを克服するための

知恵と見ることも可能であろう｡ 14

アメリカ合衆国の観点からすれば､これらの島峡国は､軍事的価値 (実験地)があり､また地政学的な

位置からも価値があるために､自由連合協定を結んだに過ぎない｡実際にアメリカ合衆国からの経済援助

は減少しており､これらの国家は､今後の存立を何にかけるかを見出していかねばならない｡しかし､そ

れは､外洋島峡地域の宿命的な条件であり､何らかの形で外部からの援助を導入する必要は､アメリカ合

衆国との自由連合協定ではなくとも存在している｡

4.結論

本稿では､連邦制国家であるアメリカ合衆国が､州の独自性をどのように扱ってきたか､政治的自律性

が､いかに変化してきたか､そして､州の自律性を回復してきた過程をまず見た｡そもそも､アメリカ合

衆国の各州には､自然なまとまりを生み出す歴史的､文化的､民族的背景はない｡にもかかわらず､各州

が高度な自治を維持してきたことは､自治-政治的自律は､統治への意志の問題であることを示している｡

また､米国連邦制内で､州によっては経済的に自立していないにもかかわらず､高度な自治-政治的自律

性を確立し､維持してきたことを指摘した｡

次いで､プエルト･リコを初めとする､島峡の自治領､自由連合協定国などを見た｡独立か否か､という

二元論からは､アメリカ合衆国の市民権を持ちながら､正規の州への昇格を拒むプエルト･リコの選択は

理解し難い｡また､アメリカ合衆国の市民権を国民が持ちながら､独立し､なおかつ自由連合協定で国防 ･

治安を､アメリカ合衆国に委ねる思考も理解し難い｡

しかし､これは沖縄の自治の将来像を考える上で､より柔軟で多様な選択肢が存在しうることの証明に

はなるであろう｡外洋島峡国家 ･地域の多くが､アメリカ軍の軍事基地や軍事演習場を抱えている点､沖

縄もこれらの地域と同等の立場にいるのかもしれない｡これらの地域のアメリカ合衆国との関係性を､し

たたかと呼ぶべきか､従属と呼ぶべきか､判断は分かれるところである｡沖縄が今後の日本政府との関係

を構築する上で､これら島峡国家の行き方を倣うべきではないし､倣うことは出来ない｡しかし､自治の

あり方には多様な層があり､様相があることから､沖縄の自治将来像を構想する上で､より柔軟な構想が

可能である指摘の根拠にはなるであろう｡

14松島康勝 『沖縄島峡経済史』藤原書店､2002年､200-219貢｡
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10.｢沖縄の課題～変容する国民国家と地域ガバナンスの比

較研究による-省察～｣

島袋純(琉球大学助教授)
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沖縄の課題～変容する国民国家と地域ガバナンスの比較研究による-省察～

一, はじめに

二, 欧州におけるガバナンスの変容

≡, 英国におけるガバナンスの変容

四, 沖縄におけるガバナンスの変容

五, まとめ

琉球大学 島 袋 純

一,はじめに

｢グローバリゼーション｣という言葉が､日常的にさえ用いられるようになって久しい｡それが､国内の

経済構造のみならず､政治行政の構造にさえ影響を及ぼしていると述べることに異を唱える人は少ない｡

日本における中央地方関係の変容や市町村合併に府県制の統廃合を前提とした道州制の導入に関しても､

無関係とは言い切れないのである｡それが､東アジア共同体という国際的な地域レベルの統合､国民国家

の様々な構造改革､地域レベルのガバナンスの変容へと連なっている｡小論はこのような視座を前提とす

る考察である｡

日本においては､限定された領域における例外を除き,都道府県制と市町村制度を基軸に､明治以来､基

本的には変わらない府県制､市町村制が施行されており戦後はさらに､両レベルを一括した地方自治法に

基づく､地方公共団体の仕組みとして制度化されてきた｡2000年の地方分権一括法の施行後､市町村合併

や中央地方にわたる財政改革などの市町村自治体の再編に引き続き､府県の統廃合を前提とした道州制な

いしは道州政府の新設が政治的議題に上っている｡

一方では､このような中央政府から地方政府への権限や財源の移譲とともに市町村及び府県制の再編が進

行し政府体系の変容が ｢分権化｣という方向に進むと同時に､他方では ｢官から民へ｣｢民でできることは

民で｣という合い言葉とともに､規制緩和､民営化､民間委託が推進され､公的な役割の新たな担い手と

してのNPOや市民団体が注目され､民への ｢分散化｣という現象が生じている｡今日､公共サービス担

い手の ｢分権化｣と ｢分散化｣の進展及び担い手相互の協働関係の発展に伴い､いっそう多元化多様化す

る政治の体系は ｢ガバナンス｣という言葉を用いて表現することが多くなっているO

この現象においても先進的な事例と考えられる欧州の事例を顧みながら日本においていかなるガバナンス

の変容が起こりうるのか､小論は､90年代以降の沖縄を事例にそれに対する一つの考察を試みた｡欧州請

国においては､明治日本が模倣した強力な集権的政府体系を有していた単一制国家が､軒並み､強力な自

治政府を有する準連邦主義的分権的構造への転換を成し遂げている｡欧州において全体的にどのようなこ

とが現在起こっているのかを把握しなければならない｡まず､欧州におけるリージョナリズム､すなわち､

日本でいうところの ｢道州制｣のレベルの制度を中心に概括する｡

第二に､英国におけるガバナンスの変容を取り上げる｡98年から2000年にかけて英国スコットランド

に二年近く居住し､スコットランド議会が創設されて動き出すとろこまで､実際に新設議会と政府に何度

も足を運び見聞を重ね､また政治家や官僚をはじめ多くの関係者にインタビュウを試みる機会を得た｡ス

コットランドの事例を中心にイギリスについて言及する｡

欧州の研究をする目的は､欧州のガバナンスの変容を欧州レベル､英国レベル､スコットランド･レベ

ルと分析していくことによって､それぞれの特徴を描き出し､沖縄のガバナンスの変容に直接的に関わる
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アジア･レベル､日本レベルを比較の中で取り扱い､沖縄におけるガバナンスの変容に関して､何かしら

共通するような現象もしくは傾向や展望等を探り出していくのが､小論の目的である｡換言すれば､欧州

とアジアの比較の視座を元にガバナンス変容の中における沖縄の現実と展望について描き出す一つの試み

である｡

二,欧州におけるガバナンスの変容

80年代後半､特に冷戦終了後の90年代から､世界を表す際にキーワードとして頻繁に使われるようにな

った ｢グローバリゼーション｣という言葉がある｡それは､I･ウオーラーステインの ｢世界資本主義シ

ステム｣論を参照すれば､｢世界レベルにおける資本主義の進展｣と置き換えられるのではないだろうか(D｡

｢グローバリゼーション｣とは､そのような世界的な加速する資本主義の進展 ･浸透と､それに影響を受

けて基礎的な国民国家の制度が変化しつつある現象を指し示すという枠組みを想定できる｡欧州のサブ ･

ナショナル ･レベルの政治制度の変容にしても､このようなマクロな視座を用意しなければ本質を把握す

ることが難しいと感じる｡

｢欧州統合｣とは何かという問いかけに対しては､｢世界的な資本主義システムの進展の中で､欧州佃i既

存の国民国家の枠組みの体系を変容することによって全体として中心として復活していくそのプロセス｣

というふうな全体的像が考えられないこともない｡つまり､大きな流れとしては世界資本主義システムの

進展､そしてその中での欧州の復活､それが欧州統合の基本的な基礎にあるのではないか､そして欧州の

リージョナリズムの勃興もその流れの中にあるということであるC2)｡

｢リージョナリズムの勃興あるいは地域自治政府の創設は､この四半世紀の欧州における最も大きな政

治的変化ある｣と､イギリスの行政学者､L･∫･シャープは述べている(3)｡確かにほとんどの欧州諸国

において､準連邦制が導入されている｡つまり､集権的国家､単一性国家の枠組みを残存させているにも

かかわらず､実質的には､連邦制的な､かなり強力な分権のシステムが構築されて来ている｡

準連邦的な政府､仕組みが､イギリス､スペイン､イタリア､つぎつぎと現実化してきた｡フランスにお

いても集権的な国家の特質を残しながらも､より広域の州レベルのレジオン(Region)に自治政府が構築さ

れていった｡いずれにせよ今までの府県レベル､近代国家の成立期以来各国で二世紀続いたカウンティー､

デパルトマン､プロヴィンス等の広域的な自治体と国のレベルの間に新しい､より広域の､中間統治機構

をつくるというシステム変化が生じた｡

欧州の単一制諸国におけるリージョナリズムの勃興が､日本の道州制議論と根本的に異なるところは､既

存の中間団体､府県レベルの自治体はそのままにして､国のブロック出先機関､地方支部部局､日本で言

うところの ｢管区○×局｣を統合して広域的地域政府を設立し､そこに地域議会を設置するという分権で

ある｡つまり､国レベルの政府の仕組みを主に変えていくということが新たな広域政府構築､リージョナ

リズムの肝要となっている(4).

典型的な事例がフランスである｡1982年､フランス社会党政権のミッテランによる ｢地域｣(Region)の創

設である｡これはまさしくフランスの国の出先機関を統合して､それに新しい地域議会をつけて統制下に

おくという仕組みであった｡レジオンの遠い起源と言えば戦争時代の軍区､さらにはそれ以前の領邦国家､

小国家にもさかのぼる｡しかし､現在のレジオンの直接的祖先は､60年代の国の出先機関の相互の調整会

議である｡日本でも法律上残存する 1965年制定の地方行政連絡会議であるが､英国でもフランスでも奇

しくも同じころに類似の合議体が制定された｡フランスの場合はそれがその後も強化されていって､ミッ

テランのときに議会が設置され地方自治体化されたということである｡

地域政策､日本でいえば国土開発政策に該当するような､その振興のためにつくった地方の調整機構とし

て､まず設置されそれを母体で発展してきたシステムということができる｡

欧州統合の進展とともに地域政策が次第に充実してくる 80年代に入ると､基金の重点的な投入が制度化
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され､地域政策の中心的な主体として地域政府の強化を欧州委員会自身が求めてくるようになる｡各国に

地域政策を弓封ヒする､分権するように働きかけが行われるようになった｡地域政府と中央政府と欧州､こ

の三者が連携してパートナーシップをとり､地域政策を実現していく方法である｡地域､国家､それから

欧州の三者パートナーシップのもとに地域政策の基金が整備され､欧州地域政策の制度が充実してくるこ

とになる｡それがまた､分権化とサブ･ナショナル ･レベルの広域的な地域政府の創設や強化に繋がって

いった(5)｡

欧州におけるリージョナリズム (地域政府創出)の勃興については､おそらく単に国内事情だけを分析

していても､把握困難である｡欧州統合自体､現在の言葉で言及すれば ｢グローバリゼーション｣との関

係が非常に深い｡さらに､その文脈の中で欧州統合の進展とそれに相関する欧州の各国の地域政府の勃興

というものを見ていかなくてはならないだろう｡

ここで､では､統合の進む ｢欧州｣とは何なのかという疑問が生じる｡これを ｢欧州｣､｢既存の国民国

家｣､｢勃興する地域政府｣という三つのレベルで考えてみる｡第一のレベルにおいて､｢新しいより国民国

家の建設｣という認識では到底とらえられないものではない｡いうまでもなく､欧州は文化的な多元性を

前提に統合を図っており､欧州が新しい国民国家を欧州という大きいレベルで再編成するという単純な話

ではない｡

第二のレベルとして､既存の国民国家は､すでに欧州統合における政策や制度の調整を受けてきわめて変

容しつつある｡さらに第三のレベルでは､地域､特に異なる民族として200年はど以前には､ひとつの独

立王国だったような地域､スコットランドやカタロニアのような地域が再び､小さな主権国家を目指して､

小さな国民国家を目指して､国家建設の要求という､いうなれば第一次大戦前後のナショナリズムの勃興

と決して同じようなものではない｡欧州加盟各国では､新規加盟の旧東欧の例外を除き､住民の大半が小

さな国民国家としての独立を求めて政治に参加している地域はほとんどないのが現状である｡

したがって､三つのレベルで新しい政治システムが大きく変容しつつあり､｢国民国家｣のモデルという

ものは､欧州､既存の国家､リージョン､この三つすべてのレベルにおいてそれぞれもはや適応しなくな

っていると言えよう｡

三つのレベルの統治機構の並立と協働協力の関係構築においてもっと重要なのは何なのか｡このような

問題を設定する際にキーワードとなるのが､｢補完性の原理｣である｡欧州では特に､1992年のマースト

リヒト条約に明記されて､言葉として注目を集めるが､それ以前の段階､八〇年代ぐらいからこの原理と

いうのは非常に重要になっている｡これは､自律的な市民､自律した社会を前提に､もし自分たちででき

ることがあるなら上の単位が介入しないという非介入の原則であり､もし逆に自分たちの中では生活が形

成できないという場合は積極的に支援しないといけないという支援の原則でもある｡市民自治のレベルか

ら地方自治の自治体の権限､それから国の権限､それから最終的にはEUの権限を､このような原理で再

構成していくという発想であるが､それが80年代から90年代にかけて重要な欧州統合の原理になってい

くと同時に､各国の中においても地方分権の重要な原理となっていく(6)｡

｢補完性の原理｣は､欧州地域政策の中で明記され､地域の政府の強化がこれに基づいて求められた｡

この ｢補完性の原理｣と照らし合わせると､例えばスコットランドやカタロニアのように､自治権を強く

求める地域においては､その地域が中央に対して権限の譲渡を求めたときに､中央政府は地域政府に譲渡

せざるを得なくなり実際に広範な権限移譲が進展したが､それにはこの ｢補完性の原理｣が強力な理論的

後押しとなった｡

｢補完性の原理｣に関して､近年の日本の改革の動向においては場合によって ｢自己決定｣､｢自己責任｣

という名目のもとに公的部門においても市場の原理を最大化して､自治体も国も公共サービスから大きく

撤退する､そのため所得格差が拡大していく､あるいは地域間の格差も拡大していくのを容認せざるを得

ない､そのような原理として誤用されていることも多い｡

欧州の現実を見ると､必ずしもそのような理解は正しいとは言えない｡欧州の地域政策というのは､各国
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各地域の経済状況を把握して､特に経済的に弱い地域に重点的に集中的に投入するシステムである｡｢補完

性の原理｣とは実際的には市場の原理を最大限に優先して､なるべく政府が介入しない､｢小さな政府｣実

現の原理ということで実際使われているよりも､欧州の中では､より地域開発が脆弱な地域に､より国の

政府も配慮し､それから欧州も配慮するという仕組み､大前提があって ｢補完性の原理｣が生きていると

言えるだろう｡

欧州を把握するための最後のキーワードとして､｢民主主義の成熟｣を上げたい｡L･Jシャープの論文

によると､地域政府の勃興について可能になったのはなぜかというと､｢民主主義の成熟｣を述べている(7)0

日本から初めて欧州社会に長期滞在すると､特にシビル ･ソサエティーもしくはシビック ･ソサエティー

(CivilS∝iety,CivicSociety)という､NPOやNGO､ボランティア組織が無数にあるのに驚く.したが

って､社会とは､｢市民的な公共性｣をそのような組織が支えているような空間のイメージであるが､それ

が実在するということが欧州では実感できる｡ここでは､このような市民社会が公共性を担うと同時に､

自治体や政府の公共性について意思決定への参加､評価､統制を通して､深く関わりを持つ姿､すなわち

市民社会の成熟をもって ｢民主主義の成熟｣ととらえるとする｡

スコットランドの分権の過程を現地で観察すれば､この市民社会の成熟というものが非常に大きな背景

にあるということがわかる｡結局､1979年にスコットランド分権法と国民投票が成功しなかったのは､そ

の時点ではその民主主義の成熟が足りなかったとも言える｡成功しなかった大きな要因であろう｡逆に97

年に分権化に成功したのは､一つこれの成熟というのがやはりある｡

上述の ｢補完性の原理｣についても､それも基本的に支えているものに市民社会の成熟があり､それか

らそれが国民国家の変容も支えている｡さらには､欧州統合も実を言うと欧州レベルにおいてさまざまな

NGO､国際的な非営利団体､非営利組織､非常に多数の組織があり国際的な市民社会というものが成熟

してきているということである｡やはり欧州の機構もそういったさまざまな国際的な市民社会の要素がな

ければ､欧州機構もおそらく存続し得ない｡

つまり､スコットランドの政府をつくり出し､支えているのは､スコットランドのいわゆる ｢市民社会｣

であり､ブリュッセルにおいても ｢市民社会｣の成熟した姿というのが基本的にあって､初めてブリュッ

セルの政治 ･行政機構は支えられるということである｡｢欧州統合｣の推進力は､グローバリゼーション､

世界的な経済の相互浸透､安全保障 ･防衛の問題等様々な要因があげられるが､それを含めより大きく欧

州における ｢ガバナンスの変容｣と言ったときに最も着目しなければならない点として､欧州における民

主主義の進展あるいは市民社会の成熟度が上げられる｡それが欧州のガバナンスの変容をもたらしている

重要な要因と言えよう｡

三, 英国におけるガバナンスの変容

次に具体的な事例として英国スコットランドにおけるガバナンスの変容について言及したい｡まずは､

地域経済の再生戦略の変化についてである｡地域経済が 80年代に破綻を来していたスコットランドであ

るが､90年代から経済的にも復活していく｡サッチャー政権期に多様な政策転換を試みるが､重要なテー

マは､特に経済を中心とするグローバリゼーションの中でいかにスコットランド経済を復活させていくか

という点であった｡1世紀以上にわたって 80年代前半まで､造船業や石炭産業などの重化学工業､重厚

長大型の産業､この分野がスコットランドの産業の中心であった｡戦後それは国有産業化が推し進められ

る一方で非効率的な産業分野となり､いわばイギリス経済においいてお荷物的な産業分野となっていた(8)0

サッチャー政権は､この民営化もしくは整理に取りかかり､大量の失業者が出てくることなる｡地元に

民営化を引き受ける資本がない場合は､ためらうことなく､外国資本の導入を図った｡多くの国有企業に

とどまらず､地元資本の民間企業も外国資本の導入を厭わなかった｡どこが資本を持つかが問題ではなく､

とにかく地域に雇用を確保することが重視された｡より積極的にグローバリゼーションの中で世界的な企
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業が地元企業を買収し､企業経営の中身も変えれば､スコットランドの生産性は上昇し経済的なメリット

は大きい｡何よりも､重視される点は､どこの国の企業が資本を持つかではなく､地元における雇用の確

保であるという発想が浸透した｡

89年､サッチャー政権の中でスコツティッシュ･エンタープライズが創設された｡日本での地域の産業振

興公社に近いが､｢公社｣のイメージよりもっと ｢民営｣を徹底した組織で､民間人や世界的なIT産業､

多国籍企業等の出身者を中枢に据え､外国企業の誘致を始める｡このような組織などを中心に､グローバ

リゼーションの進展の中で地域経済をグローバル化に見合った形で再編していくという戦略を選ぶ9)｡

国際的なIT関係の先端産業はほとんどすべて工場誘致に成功しており､そういったグローバリゼーショ

ンの中でどうにかスコットランド経済を再編していくという戦略が 90年代に軌道に乗った｡その再編の

中で最終的に犠牲になったのは従来型の重化学工業である｡余った失業者の働き口としていろんな先端産

業の多国籍企業を導入してきたという形となっている｡

この戦略が成功した重要なもう一つの要因としては､外国系の多国籍企業がスコットランドに来る重要

な要素として､EUの枠組みがあり､EUの中で市場が確保できるという点である｡スコットランドで生

産したものをEU市場出せる､消費してもらえるということである｡つまり､経済的なグローバリゼーシ

ョン並びに欧州の統合､この両者スコットランドの経済的復活の条件だったと言えよう｡グローバリゼー

ションと欧州統合の中でスコットランド経済を再生していくということはスコットランド経済戦略の周知

の基盤であるとさえいえるのではないだろうか｡

次に､社会的及び政治的条件の変化について述べたい｡周知のごとく､スコットランドにおいては､1979

年に最初の分権法案が出されて､住民投票が行われる｡分権に成功しなかった 1979年の時点と､成功し

た1997年の時点では､スコットランドにおいても社会的な雰囲気の大きな変化があると言われている(10).

70年代のイギリスは労働党政権が中心の時代であった｡この労働党政権が､トップ･ダウン的にスコット

ランドの分権に関する法案をつくり､スコットランドの国民投票にかける｡これはほとんど上からの分権

化と言って良い｡案を用意したのも労働党中枢であった｡

なぜ､労働党は拙速にこのような分権案を推し進めたのと言えば､スコットランド国民党の議会議席獲得

が大きく影響している｡スコットランド沖で 1970年前後､北海油田が発見されるが､油田が発見される

と同時に経済的な側面からも独立できるのではないかと思われ､スコットランドの独立主義政党である国

民党の得票率が 70年台はじめには､33%に一時期極端に上昇する｡国民党は中央の議会に11議席を確

保するにいたる｡

議会において保守党と括抗していた労働党は､スコットランド国民党との連立を模索する｡これのために

分権化法案を用意し､一定の分権をスコットランドに与えて国民党を政権維持に取り込もうとした｡国民

党はこの分権案を独立からほど遠いものとして承伏せず､結局七九年分権化法案も賛成せず､連立も成立

しなかった｡労働党は少数与党に陥って議会解散となり､79年にサッチャーが登場するということになる｡

70年代に急激に有力になったスコットランド国民党は､その当時スコットランドのヨーロッパ共同体か

らの離脱を主張していた｡欧州からの分離､そして英国からの分離､それがスコットランド国民党の政策

であった｡ところが､同党は80年代に大きく政策転換する｡

その理由の一つは､80年代初頭より急速に充実する欧州の地域政策である｡その当時すでにスコットラ

ンドは､欧州構造基金の最大の受け手の一つとなっていた｡現在でもスコットランドでは､多様な施設に

おいて欧州基金による建設支援であることを明示したプレートが見られる｡欧州基金がスコットランドの

経済再生に目に見えて役立つというのがわかるようになってきた｡国民党はそれを受けて､｢欧州の中の独

立スコットランド｣というキャッチフレーズのもとに､基本政策を転換していく｡ここにスコットランド

の政治勢力の合意そして社会的合意として欧州の枠組みの承認が生まれた｡

トップ･ダウンで分権化法案が準備された 79年の失敗を反省し､ボトム ･アップ的な方法の取り組み

が始まる｡市民団体やNGO､市町村のレベルからスコットランドの市民を結集し､分権化の枠組みをつ
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くっていくことを目的とする市民団体(Cam paignforScottishAssembly/Parliam ent)が活動を開始する.

それが教会を巻き込み始め､組合を巻き込み､市町村連合会を巻き込んで､スコットランド社会全体を巻

き込んで行くということで､次第に軌道に乗せ､スコットランドの自治の基本法の原案をつくっていった

ということである｡

したがって､1997から99年にかけての地方分権法の枠組みのときは､スコットランド社会の中で既に

それについての合意がかなり進んでいた｡ボトム･アップ的に合意が形成されて､ある程度成功していた

というわけである｡それが1979年の分権の試みとは根本的に異なる点である｡逆に言えば1979年の際に

は､したがってスコットランド内部の社会的格差に地域格差､いわゆる南北問題､本土対離島､島峡など

が相互不信に陥って解消されなかった｡例えばスコットランドの中でももし分権を推し進めると､エジン

バラだけ､裕福な地域や社会層にだけ利益や権利が集中するのではないかという疑問を払拭することがで

きずに､スコットランド社会の中で合意形成ができなかった｡したがって､79年の住民投票の結果は､ど

うにか賛成過半数は確保したものの､有権者総数のうちから賛成四〇%以上により成立という要件を満た

すに至らなかった｡79年の住民投票の際は､社会的合意の形成プロセスがないままに進展し挫折してしま

ったと言える｡

97年の分権の成功の基盤には､はEUの大きな枠組みの社会的な承認による安心と､その中でさらにスコ

ットランドのボトム･アップ的な手法の積み重ねによる分権への社会全体の合意､それがすでに構築され

ていた点を見過ごしてはならないだろう｡

スコットランド国民党も80年代に入ると､｢ヨーロッパの中における独立スコットランド｣という方向

に基本政策を転換した｡スコットランドの独立志向の勢力にせよ､EUという枠組みの中で独立なり自立

というのを考えるということになり､共通の枠組みができて来る｡スコットランドの分権化の動きの中で

国民党も非常に積極的にかかわってくるが､97年の分権化は､このような背景があって成功したというこ

とになる｡

英国では､スペインの分権化のモデルが確実に意識されている｡L･J･シャープはスペインのカタロ

ニアが先導し､後の地域が､順番に分権化を実現していった現象を ｢ドミノ効果｣と表現しており､それ

が､イギリスにも実現する可能性を指摘している(ll)｡スコットランドで始まってウェールズに飛び火し､

それがイングランドの内部におけるリージョンへの分権化ということになる｡こうして次々とリージョン

というのができていくだろうとの予測である｡スペインでは､79年から82年にかけて､カタロニアから

始まり､バスク,それからガリシア､アングルシアと自治州を創設していき､それがカステイリアに属す

るアンダルシアが自治州化すると､カステイリアの全地域が結局自治州を創設した｡シャープが指摘する

ように､筆者も､それと同じような形でおそらくイギリスにおいても分権というのが実現していくだろう

と予測する｡

このように､地域ごとに分権の時期もずれ､権限の内容も組織も多様な分権化､ということ背景には｢補

完性の原理｣があると思われる｡｢補完性の原理｣とは､あえて単純化すれば住民により近いところの政府

が､｢できることは自分たちでやりたい｣ということを最大尊重するということである｡つまり､｢できる

こと｣の中身を自分たちで決めていくという点が重視される｡

スコットランドの分権を観察すると､スコットランドはスコットランドの中で ｢できること｣､｢やりたい｣

ということを決め､つまり政府の構成と権限の内容を決定し､分権の原案をつくって､スコットランドの

国民投票に付したということである｡それがほとんどそのまま実際に法案化されていったことになる｡こ

のような経線から､スコットランド議会及び政府が持っている権限と､同じ英国内にあっても､ウェール

ズが持っている権限は異なる｡ウェールズで強力な分権運動､できることの中身についての議論と要求運

動が起きなかったが故に､ウェールズ議会の権限は中央政府主導で決定され､弱い権限しか与えられてい

ない｡イングランドの中でできるリージョナル･ガバメントは､分権の要求はさらに弱く､ウェールズよ

りもさらに弱い権限の内容を持った地域政府になっていくのではないかなというふう考えられる｡
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とすれば英国は､スコットランド､それから北アイルランド､それとウェールズ､それぞれの地域がそ

れぞれの自治の権限を有することになった｡仮にイングランドが複数のリージョンに分権化されるとして

も､イングランドにおけるリージョンと違うレベルの制度､違う権限を持った政府がそれぞれつくられる

ということである｡

そもそも､英国は慣習法の国である｡基本的に近代以降統合した地域については､フランス型の国家で

は､主権を統一した近代国家をつくるという場合､その国の観土となった地域に関しては､それまでの法

律は全部魔止させて､国会の制定法を国土にあまねく強制していく発想を貫徹する｡英国の場合は､1707

年にイングランドがスコットランドを実質的に統合することになる｡スコットランドの議会と政府を魔止

し､ロンドンの議会に統合する｡にもかかわらず､｢スコットランド法｣という形式でスコットランドのそ

れまでの法律を原則すべて有効として残した｡

そしてその後のスコットランド法を継承する新たな制定法に関しても,ウェストミンスターの議会 (国会)

では､○× (スコットランド)法､例えばローカル ･ガバメント･(スコットランド)･アクト､という形

で､別建てで立法化していた｡このような地域の慣習法を重視するイギリスならではの法文化の影響で多

元的な立法の仕組みが存続し､それが､統治構造の多元化を生む背景となった｡現在､正式国名の連合王

国と言われるところでも､マン島､チャネル諸島､北アイルランド､スコットランド､ウェールズ､それ

からイングランドですね｡六つの形の法的に異なる仕組みがある｡一国多制度という仕組みがさらに進展

する可能性がある(12)｡

四, 沖縄におけるガバナンスの変容

欧州において進展する､｢グローバリゼーション｣､｢欧州統合｣､イギリスの国家的な変容､そして､｢ス

コットランド分権｣という､相互に深く関連した現象を取り上げてきた｡この関連性を一つのフレームワ

ークとして､沖縄を取り巻く状況を考察するということを試みたい｡

沖縄においても､冷戦後の世界で進展した ｢グローバリゼーション｣というのは､非常に大きく沖縄の90

年代の動きを左右したと言える｡特に 1990年に誕生した大田県政は､冷戦終了後の ｢平和の配当｣を求

めると宣言し登場してきた｡大田氏は当然当時､冷戦の崩壊とともにおそらく沖縄の米軍基地は遅かれ速

かれ大幅に整理縮小せざるを得ないと予測した｡したがって､米軍基地撤去後の沖縄をどうするかという

問題意識を持って県知事になったという背景がある(13)｡

しかしながら､当選後ジョセフ･ナイを中心にまとめられた米政府への提言書 ｢ナイ･レポート｣に掲載

された極東の 10万人体制維持､あるいは ｢ナイ ･レポート｣に基づく日米安保再強化が判明し､沖縄の

基地撤去がないことを認識するに至る(14)｡そこが出発点となって､より強力に対抗していくことになる｡

極めて多義的に､多様な使われ方をする ｢グローバリゼーション｣であるが､沖縄のことを考える小論

では際には三つのレベルでグローバリゼーションを分けて考察するのが有用であろう｡通常､｢グローバリ

ゼーション｣というのは経済的な地球規模での相互浸透を中心とする概念であり､これを経済的な側面を

より前面に出して ｢経済的なグローバリゼーション｣とする｡第二に､｢軍事的なグローバリゼーション｣

という現象があると思われる｡冷戦体制崩壊以降の軍事情報の相互公開と相互信頼醸成を核とする世界的

な安全保障を表現するものである｡第三に､いわゆる ｢反グローバリゼーション｣との関連で考えても差

し支えないが､アメリカを中心として欧州日本などが追随する第一と第二のグローバリゼーションに対抗

して国際的な市民社会の成立に結びつく ｢人権 ･環境問題のグローバリゼーション｣と呼ぶべきものであ

る｡

当然ながら広義の ｢グローバリゼーション｣という場合､この三分野の狭義のグローバリゼーションが

相互に密接に関連して同時に進行しているような状況を示すと考えていいだろう｡

相互の軍事的な完全抹殺の緊張による均衡が冷戦型の対決であり､基本的に国際的な安全保障の体系から､
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東西冷戦の終了とともに､相互に相手の存在を認め､情報公開と共有､さらには危機の世界的な共同管理

を目指す方向が ｢軍事的なグロ-バリゼ-ション｣と定義付けるとする｡それに伴って旧東側にも旧西側

にも軍事的な再編によって軍事的な負担や基地が減る領域 ･地域と､逆に再編に伴い軍事的に強化される

領域 ･地域というのが発生する｡全般的には基地の整理 ･縮小という方向にあると誰もが予想したが､90

年代はじめであった｡それを予想して､当時の大田沖縄県知事は､｢平和の配当｣という表現を用いた｡し

かしながら､残念なことに沖縄の基地は再編に伴い整理縮小される基地に組み込まれず､｢平和の配当｣に

はほど遠い状況であった｡これが沖縄をとりまく冷戦体制崩壊以降における軍事的グローバリゼーション

の基本的な文脈と考える｡

大田氏は当選当初､東西冷戦の終了後､基地が大幅に整理縮小されことを予想し､その状況において沖

縄をどう自立させていくかについて､沖縄から主導権を握って発案し提案していくことを目指した｡その

具体化が ｢沖縄国際都市形成構想｣として 1996年に発表される｡

当選直後の 91年､沖縄振興開発特別措置法に基づく沖縄振興開発計画の第三次計画を大田県政の-年目

で策定に入る｡しかしながら､その計画においては､沖縄開発庁の厚い壁により､大田県政の描いていた

グローバリゼーションの時代の沖縄の自立戦略というものがまったく描けなかった｡基地問題や貿易など､

重要な点が沖縄開発庁の権限外として振興開発計画に載せられないとされた｡沖絶県には､独自の総合開

発計画がない｡沖縄振興開発計画というのは国の計画､つまり､沖縄開発庁の計画であるが､これをもっ

て県の総合計画のような役割を担わせている｡県が原案を作成し､開発庁に提出する権利を認められてい

る｡

しかし､県が意見を言うことができたとしても､最終的な計画の立案権は､国にある｡革新統一候補とし

て登場した大田氏は､当然ながら基地の整理縮小を前提とする計画原案作成を試みた｡沖縄開発庁と大田

県政の問に鋭い対立が生じる｡その段階でいろいろ県が主導的に新しい時代に対応するような沖縄自立の

戦略を描こうとしたが､ほとんど認められず､それが一つのトラウマになって､翌年九二年から県独自の

基本構想とでも言うべき ｢国際都市形成構想｣の計画をつくり始めることになる｡

つまり､少女暴行事件以降あるいは 1996年以降に ｢国際都市形成構想｣が急激に出てくるのではなく

て､大田県政が登場した段階からグローバリゼーションに見合う沖縄の自立戦略は､すでに着手されてい

ることになる｡大田県政の ｢国際都市形成構想｣をより広い文脈で考察すると､補助金や補助事業大型公

共事業の確保ばかりその後は目に付く｡確かに､中央から財政支援を量的に維持するということあるいは

補助を増額できるのに超したことはないという戦略は否定できない｡しかしより重要な点は､次の三点に

ある｡

まず,冷戦終了後の軍事的状況への対応として基地経済への依存を前提としない､つまり､基地が早晩

撤去されるか､撤去されなくても存在理由がない基地は､未来の地域振興の障害物とみなして積極的に撤

去を求めていくことを､発展の基礎と認識している点である｡

第二に､グローバリゼーションの中で経済に関する規制緩和が全体的に進むと見込んでおり,それに沖縄

が主体的に関わり地域発展に生かしていくという方向性である｡それを沖縄主体で沖縄が有利になるよう

に規制緩和する,あるいは場合によってある部分的には統制を強化する､地域主体で先取りして規制緩和

ということを言っていたのですが､いずれにしても貿易とか通商に関して現在の国家的な統制とは異なる

沖縄独自の基準設定を目指したところである｡

特にこれはグローバリゼーションの進展の中で､対中国､対台湾との貿易拡大を視野に､どちらかという

と従来型の製造業を中心に発展させようというよりも､貿易 ･通商の自由化の中で原料を輸入し､独自の

高付加価値型な加工を施して輸出するといった方向性で､その中でどうにか沖縄の活路を見出していこう

ということであった｡｢蓬莱経済圏｣という名称が使われたが､台湾や香港､中国沿岸部､と沖純を結び､

東アジアの地域的経済の相互依存 ･相互浸透の進展の中で沖縄の振興開発を構想するであった(15)｡

第三に､上記のような貿易･通商に関する沖縄独自の基準の設定､維持する権力､国･大蔵省ではなく､
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沖縄が獲得する必要性が生じてくることである｡地域の統制能力の弓封ヒということであり､沖縄の自治権

を徹底的に拡大しなければいけない｡つまり､最終的に､｢国際都市形成構想｣で想定されたいのは､貿易､

通商､関税等に関する権限､独自の課税権など､国 ･沖縄開発庁や大蔵省ではなくて､沖縄が持つという

点である｡

この三つの基本的方向性は､グローバリゼーションの進展する時代に､沖縄がどうそれにうまく対応し

つつ発展していくために､財源を含めて資源を管理する能力､あるいはモノ･カネが流れを管理する能力

を高め､沖縄の側から積極的にグローバリゼーションをチャンスと見て対応していく自発的な動きだった

ということを表している｡

ただし､この方向性の具体化は､1996年の代理署名応諾後の､自民党中央と大田県政のいわゆる蜜月時

代を経て､97年吉元副知事の退陣と98年大田県政の名護移設反対表明､さらには大田氏の知事選敗北に

より続くことがなかった｡

それはなぜか｡いうまでもないが､もっともよく知られる事実は､冷戦の遺物とさえ珊旅されることの

ある北朝鮮問題を中心とする東アジアの主権国家相互の緊張関係と､そこから生じる沖縄米軍基地の､動

かし難い存在である｡冷戦後の東アジアにおける多国間安全保障を検討したいわゆる ｢樋口レポート｣ (16)

に危機感をいだいた米国が日米同盟の強化に乗り出すとともに､極東 10万人体制､すなわち在日米軍の

現状維持あるいは強化を打ち出した点にある｡大田氏が ｢平和の配当｣として期待した冷戦終結による沖

縄の米軍基地整理縮小は困難なものとなり､日本政府は法改正､補助金とあらゆる政策手段を徹底して沖

縄の基地維持政策を強化した｡欧州において冷戦後出現した軍事的な緊張関係の低下と主権国家の軍事的

役割の低下は､東アジアにおいていまだ見られなかったと言える｡

以上の点は､多くの論者が指摘することである｡しかしながら､最も重要な理由は､そのような沖縄を取

り巻く外的条件ではないと思われる｡仮に当時東アジアにおける軍事的緊張がなくなったとしていても｢国

際都市形成構想｣の実現､つまり､沖縄の新たなガバナンスの確立は容易ではなかった｡スコットランド

の事例から学ぶとすれば､その第一義的な成功の条件は内的条件にあると考えられるからである｡つまり､

沖縄において ｢市民社会｣の成熟と社会的合意の醸成の双方をうまく進めることができなかったと言える

のではないか｡90年代の沖縄の失敗は､1979年のスコットランド分権の失敗との共通点が多い｡90年代

に進む経済的グローバリゼーションと国際的な地域経済の相互浸透､このような外的条件の元での発展戦

略というスコットランドと同時代的な類似点があるものの､内的条件が大きく異なる｡つまり､社会的な

合意や社会的基盤の面では充実していた 90年代のスコットランド分権よりもむしろ､政権を目的とした

労働党を中心とする政争に翻弄され失敗した79年のスコットランド分権の試みの例に近いと言えよう｡

96年のいわゆる代理署名拒否裁判闘争とその支援を意味した県民投票､そしてその直後に代理署名応諾､

それに伴う50億の事業の決定と大田-橋本蜜月時代､これが市民の参加意欲を奪った｡1995年､96年に

かけて､沖縄の多くの人々は､沖縄の将来に関して､かつてないはど多様な機会に熱心に議論しあってい

た｡県民投票の際には､なんとか代理署名拒否を継続させ､大田県政を支え､その中から沖縄の将来の展

望が見えてこないかと期待した｡市民運動があらゆるレベルで活性化して､沖縄の将来像に関して人が集

まるあらゆるところで話し合うという雰囲気になっていた｡市民一人一人が何かしら政治について考え､

公的問題について意見を言い合い､沖縄の将来を支えようとする｡これがより進展していけばその延長線

上には､いわゆる ｢市民社会｣的な成熟があったのではないだろうか｡

沖縄の自治権を ｢国際都市形成構想｣の実現主体の確立というレベルまで高めるということを目的とす

るならば､この市民社会的な成熟の基盤の上に乗ってこそ初めて実現可能であった｡しかし､大田県政は､

一方で県民投票を推進しながら､他方では､同時に県民からまったく見えないところで秘密の交渉で代理

署名応諾のサインを中央に送り､県民投票直後に､多くの県民からは､｢裏切り｣とさえ言われた代行応諾

を発表する(17).

県民投票を支持し､関心を持ち､自らが政治を変えられると様々な活動を展開した多くの人々の支持を大
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田県政は失ってしまう｡逆に､沖縄経済界は､一挙に大田県政に近づいていく｡再び経済界が離反するの

は､九八年一月に普天間基地の辺野古移設拒否を大田氏が表明してからである｡結局大田県政の末期にお

いては､｢国際都市形成構想｣とそれに関連する様々な政策 ･対中央と交渉において､沖縄における社会的

合意の形成が著しく弱かったと言わざるを得ない｡

沖縄における ｢民主的な統治構造｣への転換､あるいは新たな ｢ガバナンス｣の確立の可能性は遠のき､

大田県政末期には､県政と政権トップの､よく言えば外交交渉的､批判的には密室談合的な政治プロセス

が沖縄を左右するようになる｡そして､さらにその後､中央からの補助金という国際都市形成構想の財政

資源の量的な維持の部分のみを特化し､旧来型の､いうなれば中央が権限と財源をすべて握って離さない､

したがって全く自治権拡大はないままに中央に陳情を続けるという利益還元型政治に戻ってしまう｡

補助金は大量に､国際都市形成構想のためという名目のもとに大量の補助金が投入される｡いわゆる｢1

千億円の北部振興策｣(18)というものは､特に典型である｡その振興策が､さらに､利益を受けるものと受

けないもの､基地被害を受けるものと受けないものとが､整合性なく錯綜し､より利を得るためあるは被

害を食い止めるそれぞれの政治的アプローチを行うためにさらに沖縄社会は､分裂し弱体化していってい

る｡

自律的な個人､自律的な社会を指向し､にもかかわらず､構造的な弱者､弱小地域に対して政府の補完を

地域､国というレベルで次々に補完していくことが､補完性の原理とすれば､国に極端に依存してしまい､

自律的な個人と社会を指向するという点さえ遠のいているように見える｡今のままだと､沖縄は最も ｢ガ

バナンスの変容｣が遅れて生じる可能性がある｡

しかしながら､たとえ遅くなったとしても世界は劇的に流動化しており変化は生じざるを得ない｡新たな

ガバナンスのあり方を構想する際にスコットランド･モデル (あるいは欧州モデル)というのは魅力的で

ある｡

第一に沖縄がひとつの自律的な社会を目指すという沖絶全体の社会的な合意を育むことである｡第二に､

政府が構成されるのは､社会を守るためという認識を持つことである｡それに必要な権限を政脚 ま社会か

ら与えられることになる｡沖縄の人々が最も一体感を有する社会と認識できる単位は､沖縄県域の社会で

あろう｡すなわち ｢沖縄社会｣である｡｢補完性の原理｣を多元的多層的な政府を構成する原理としての社

会的合意を育み､どのレベルにどれほどの役割をはたす政府を構築していくべきなのか議論を深め合意を

目指していく必要がある｡

実際に､スコットランドは､国防 ･外交､マクロ経済､福祉の三分野をのぞいて､国の立法権 ･行政権等

の主権の主要分野の分権を社会的合意として要求し実現したが､その根拠は､スコットランドの人々が､

政府を構築する権利を有する人民 伊eople)に該当するという点である｡

通常､貿易や通商あるいは関税に関する権限は､主権国家の権限である｡Lがたって､そういった展望

に立たない限り､実を言うと大田県政が求めたような ｢国際都市形成構想｣を具体的に実現する政府を沖

縄に作るというのはあり得ないのではないか｡より強力な権限を持った政府をつくるには､沖縄の人々が

統治に関して自己の将来を決定する権利をそもそも持っているということ､その共通認識 ･社会的合意を

つくっていくことがまず出発点ではないかと思われる｡

五,まとめ

｢グローバリゼーション｣は､冷戦後の世界を表現する世界的に共通するキーワードということができ

る｡しかしながら､沖縄 ･日本を取り巻く､アジア地域と欧州においてまったく同じようなガバナンスの

変容が生じているとは言い難い｡

欧州においては国民国家モデルが､既存の国家では､もはや成り立たなくなっている状況にある｡特に主

権国家の上と下のレベルにおける新たな機構の発展が著しい｡しかしながら､独立志向 ･自律志向のもっ
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とも強い国内地域でさえも､ほとんどが小国民国家化を目指しているのではなく､さらに､統合欧州も国

民国家をモデルとして統合の深化を進めているのではないことが分かった｡19世紀20世紀は､主権を独

占した国民国家がひしめき合い､せめぎ合う状態と言えるが､それとは明らかに違う｡市民社会的な成熟

をもとに多元的な公共の主体が出現し多層多様なガバナンスのあり方が現出しつつある｡

沖縄を取り巻く東アジアの状況において､欧州と必ずしも同じ条件にあるわけではない｡北朝鮮の問題を

はじめ､この地域には主権国家相互の緊張関係が未だに高い｡冷戦の遺物という言説さえある｡それゆえ

沖縄においても､過剰な米軍基地の負担が重くのしかかっているという現実がある｡しかしながらなお､

国際的な地域経済の相互浸透 ･相互依存は加速的に拡大しており､楽観的ではあるがそれが中 ･長期的に

は東アジアにおける地域の軍事的 ･政治的協力関係の構築をもたらさざるを得ないものと期待できる｡

それをさらに推し進めるのは､アジア各国における民主化の進展である｡80年代後半から90年代にかけ

て､それまで独裁体制を敷き､きわめて集権化された国々が､次々と民主化を軌道に乗せている｡フィリ

ピン､韓国､台湾､タイ､インドネシアの国々である｡その中で､権力の集中から解き放たれ､市民セク

ターと地方自治のかなりの拡充が見られるのである｡韓国や台湾など分権化は､いっそう進展し､もはや

日本よりも進んだ自治の側面さえあると言えるほどである｡これはもはや不可逆的な現象であろう｡

こうして今後の東アジアを展望していけば､程度の差こそあれ､基本的に欧州におけるガバナンス変容の

進展と一定の類似性を持つ方向にいく可能性を否定できない｡だとすれば､欧州の経験はアジアの未来像

や沖縄の将来像を展望するにおいて大きな示唆を提供すると思われる｡つまり､いっそうのグローバリゼ

ーション､経済を中心とした地域的な統合の深化､分権化と民主化の進展によって､多層的､多元的かつ

多様なガバナンスへの移行である｡それをもたらす行為主体や推進力は､これまで述べてきたように経済

的な領域や軍事的問題の変化など多々ある｡しかし､沖縄を起点に考える際に今後最も着目しなければな

らないのは､分権化と民主化をもたらす ｢市民社会｣の成熟と社会的合意の形成にあると結論づけられる

のではないだろうか｡
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