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　周知のように、ヨーロッパと東アジアにおけ

る地域統合は多くの面において異なる。制度

構築の道を歩んできたヨーロッパの地域統合

は、超国家の法的フレームワークや複雑に絡み

合った機構、専門的な脱国家官僚、多分野に

わたる機能的な地域協力などに特徴がある。東

アジアでは、『ASEAN共同体へのロードマッ

プに関する宣言』 が今年3月に発表されたもの

の、自由貿易協定の締結を超えた実質的な統合

成果はまだ見られていない。ヨーロッパに比べ、

東アジアの地域統合は多数のサブ地域協力の

枠組み（ASEAN、APEC、上海協力機構、六

カ国協議など）や制度的・法的な基盤の欠如、

内政不干渉原則などに特徴がある。

　しかし、国民アイデンティティーの役割につ

いてみると、ヨーロッパと東アジアにおける地

域統合は以下のような幾つかの類似点がある。

第一に、両地域で実施された世論調査によれば、

個人の国民アイデンティティーが強ければ強

いほど、地域統合に対する支持が弱くなるとい

う傾向を両地域とも示していることである。し

たがって第二に、両地域における地域統合は共

に国民アイデンティティーの政治的動員から

大きな影響を受けていることである。ナショナ

リズム的感情は欧州憲法条約とリスボン条約

が国民投票によって否決された重要な要因で

あるだけでなく、期待される東アジア地域協力

の枠組みの構築にも影を落としている。東シナ

海のガス田をめぐる日中間の協力がその顕著

な例である。第三に、国民アイデンティティー

のディスコースは国によって異なるが、ヨー

ロッパにおいても東アジアにおいても国内的側

面と地域的側面の両方が存在することである。

　国民アイデンティティーと両地域における

地域協力・地域統合とがどのように相互的に影

響し合うのか。このエッセイでは、国民アイデ

ンティティーの政治的動員とディスコースに

注目し、比較の視点から両地域の地域統合にお

ける国民アイデンティティーの役割を検討した

い。

  
国民アイデンティティーの

　 政治的動員

　マーストリヒト条約の批准危機をきっかけ

に、欧州統合に対する市民の態度は少しずつ変

化を見せ始めた。経済利益を重視する考え方が

薄くなる一方（Eichenberg and Dalton 2007）、

国民アイデンティティーはその影響力を増し

ている。欧州統合を疑問視する世論を利用して、

極右・極左政党は国民アイデンティティーを政

治的に動員することに取り組んでいる。その結

果、アイデンティティー政治は欧州議会におけ

る小さな政党グループの活動基盤となった。ま

た、2005年と2008年に欧州憲法条約とリスボ

ン条約に関する国民投票が行われた際に、条

約批准に反対する側の説得力もアイデンティ

ティー政治によって強まった。アイデンティ
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ティー政治は長期的にはどのように欧州統合

に影響を及ぼしていくのか。この問題について

はまだはっきり分からないが、欧州統合の近い

将来に影響があることは間違いないだろう。

　ユーラシア大陸の反対側では、国民アイデン

ティティーは地域協力・地域統合にとってさら

に重要な要素である。ヨーロッパの人々が欧州

憲法条約について議論していた頃、中国大陸、

台湾、北朝鮮、韓国、フィリピンでは、第二次

世界大戦中の日本軍による残虐行為を矮小化

した『新しい歴史教科書』が教科書検定を通過

したことをきっかけに、大規模な反日デモが行

われていた。このようなことは東アジアの地域

協力に大きな打撃を加えた。残念ながら、国民

アイデンティティーの政治化は、2006年に竹

島／独島への韓国軍の派遣、2007年にベトナ

ムで行われた反中デモ、2008年のタイとカン

ボジアの国境紛争を促す主な要因となった。国

民アイデンティティーの政治化は、ナショナリ

ズム的感情を惹起するのである。

　ナショナリズム的感情はヨーロッパと東ア

ジアの地域協力・地域統合とのいずれにも深刻

な影を投げたが、二つの地域では大きな違いが

ある。ヨーロッパでは、主流政党は国民アイデ

ンティティーの政治化（ナショナリズム的感情

の政治利用）にほとんど強い意欲を示しておら

ず、極右・極左政党が国民アイデンティティー

を政治的に動員する最前線に立っている。長期

的にみると、ヨーロッパ統合が機能的な地域協

力を中心とする脱政治の状況のままが続くの

か、GAL-TAN（「環境・選択・自由」対「伝統・

権威・ナショナリズム」）の対立構造の政治争

点化によって「目覚めた巨人」となるのかは、

主流政党と極右・極左政党のそれぞれの説得力

によって左右されることになるだろう。

　一方、東アジアでは、ヨーロッパと異なり、

国民アイデンティティーの政治化は主流政党

にとっての中心課題になる傾向が見られる。政

府も反対派も、国民アイデンティティーを守る

ことを重視している。政治化された国民アイデ

ンティティーを利用し、自らの政治的な正統性

を高めようとする事象も多く見られる。例えば、

竹島／独島を巡る日韓紛争に対して、韓国最大

の野党（ハンナラ党）は批判を控え、政府の強

硬路線を完全に支持する態度を示した。当時の

記事によると、ハンナラ党の党首は「領土主権

に関して、少しも妥協すべきではない。もし政

府がこの原則に従い、断固として現状に対応す

るならば、ハンナラ党は全力で協力したい」と

発言した（cf. Midford 2008）。

　また、国民アイデンティティーの政治的機会

構造は政治的動員のパターンに深く関わって
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いる。主流政党の曖昧な態度によってヨーロッ

パ統合がアイデンティティー政治による挑戦

を受けているのに対し、東アジアにおける地域

協力は政治主流の積極的な支持の下で過激化

するナショナリズムと戦っているのである。

  
国民アイデンティティーの

　 ディスコース

　国民アイデンティティーのディスコースの

構造を比較すると、ヨーロッパと東アジアにお

ける地域統合の相違点がさらに顕著になる。

　ヨーロッパでは、地域統合に関する国民アイ

デンティティーのディスコースは主に次の三

つの形を取っている。一つ目のディスコース

は、反移民と国家経済主義に注目する。この場

合、外国から流入する移民や外国産品の輸入に

よって経済的な損失を受けた人々は、政治化さ

れた国民アイデンティティーに共鳴しやすい。

二つ目は、自国の文化、宗教及び政治制度を地

域ガバナンスの浸透から守ろうとする。このよ

うなディスコースは、アイルランド人の中絶反

対運動やイギリス人の英国議会制度への信仰

などの場合によく見られる。三つ目は、国内の

社会・経済モデルに密接に関わるディスコース

であり、欧州憲法条約に関するフランスの国民

投票の中で、「社会欧州」というスローガンの

下で批准反対キャンペンが展開されたことがそ

の一つの例である。

　以上のようなヨーロッパにおける国民アイ

デンティティーのディスコースは、いずれも「自

己」参照的（self-reference）なものであり、ま

た自ら持つ明確な国内の規範や価値観、生活様

式などを地域統合の影響から守ろうとする点

で共通している。ディスコースの構造を見ると、

地域的側面より国内的側面のほうが重要視さ

れていると言える。

　一方、東アジアにおける国民アイデンティ

ティーのディスコースはヨーロッパのそれと

は異なる。領土・主権の紛争や侵略された屈

辱的な過去、隣国間の歴史的な敵意などが言

及される場合、ナショナリズム的感情の過激

化がしばしば見られる。現在、釣魚島／尖閣

諸島や独島／竹島、西沙と南沙諸島、プレア

ヴィヒア寺院などの領土紛争はすべて「攻撃的」

（aggressive）な国民アイデンティティーを招

きやすいセンシティブな問題であり、隣国間

の歴史的な敵意が屈辱的な過去とともに東ア

ジアにおけるナショナリズム的感情の基盤と

なっている。

　ナショナリズム的感情は無視できない政治

的要素であるが、注目しておきたいのは、東

アジアにおいては反移民感情がほとんど見ら

れないことである。同地域における国民アイデ

ンティティーのディスコースはヨーロッパの

ように国内的側面を重視していない。逆に、自

国にとって容認できない隣国の領土要求や過

去の侵略国による不適切な歴史認識などから

国民アイデンティティーのディスコースはパ

ワーが生まれ、そこで最も重要視されているの
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は同じ地域における「他者」の行為である。ディ

スコースの構造から見ると、国内的側面より地

域的側面のほうが重要視されているように思

われる。

  
「ポスト機能主義」対
　 「プリ機能主義」？

　最近、HoogheとMarks（2008）は、EUが機

能的な地域協力と加盟国間交渉のいずれの路

線からも離れつつあることから、新機能主義と

政府間主義の代わりに「ポスト機能主義」とい

う理論的視点を用いてヨーロッパ統合を理解

する必要性を唱えている。彼らによれば、ヨー

ロッパにおいて機能的な地域協力が弱まり、地

域統合が「ポスト機能主義」の方向に進んで

いる主な原因は、排他的な国民アイデンティ

ティーが政治化されたことにあるという。

　東アジアの地域協力でもヨーロッパと同様

に国民アイデンティティーが重要な役割を果

たしている。しかしながら、東アジアにおける

多くの国はヨーロッパ諸国と異なり、近代国家

を建設している最中である。これらの国々は、

適切な経済発展のモデルを探し、成熟した政治

制度を構築し、伝統文化を再評価している。こ

のような状況の下では、国内問題をめぐって共

有認識が生まれにくく、国民アイデンティティー

のディスコースは地域における「他者」の行為

を強調しがちである。

　このような「他者」参照はヨーロッパにおけ

る「自己」参照と異なるだけでなく、東アジア

の国々における主流の政治勢力を結束させ、ナ

ショナリズム的感情も助長する。政治主流の支

持の下で、機能的な地域協力より国家建設に

とって重要な問題となる領土の統一や主権の

保護などのほうが重視されている。東アジアで

は国家建設と地域協力が同時に進んでおり、そ

のプロセスを解明するためには「プリ機能主義」

の視点から地域統合を検討することが不可欠

であろう。
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