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トヨタ財団  2016 年度研究助成プログラム実施報告書 

 

D16-R-0736「東南アジアにおけるコミュニティ・ポリシングの実践から学ぶ―治安改善お

よび警察改革へのインパクトの検討―」 

公立小松大学 木場 紗綾 

 

1．プロジェクト概要 

 コミュニティ・ポリシング（CP）とは、警察と住民の協働によって地域の防犯対策を講

じたり、地域内の諸問題の解決を図ったり、治安の改善を目指したりする取り組みである。

警察は人権や宗教、ジェンダーなどに関する訓練を受け、警察署の環境を改善し、住民から

の信頼獲得に努める。住民は必要に応じて警察に情報を提供する。もともとは 1960 年代の

米国で、貧困や差別に起因する治安の悪化への対応策として導入された経緯がある。その後、

紛争や内戦後の国家再建とコミュニティの和解のプロセスとしても注目されるようになっ

た。 

東南アジアのインドネシア、フィリピン、タイ、東ティモールでは、政府がコミュニティ・

ポリシングを警察の組織改革の一環として法的・制度的に位置付け、導入してきた。また、

日本の国際協力機構（JICA）を含む西側諸国は過去 20 年間にわたって、これらの国々に専

門家を派遣し、コミュニティ・ポリシング事業を支援してきた。それによって警察の捜査能

力は一定程度向上し、警察官の職務意識も変化してきたとされる。 

しかし、そう簡単に事業は進んでいない。警察機構は慢性的な予算不足とキャパシティ不

足に悩んでおり、警察官の汚職や裏取引は深刻である。 

西欧諸国では、従来は国家が安全保障上の役割を独占しており、近年になって次第に、国

際機関や NGO,民間軍事会社などの多様な主体が国家と役割を共有するようになってきた。

一方で非西欧のいくつもの国々では、中央政府が完全に暴力を独占できたことはなく、私兵、

ギャング、自警団、ゲリラといった民間の武装集団が国家の役割を肩代わりしてきた。東南

アジアにおいては、非国家武装組織（民兵や自警団、マフィアなど）が未だに社会に跋扈し

ている。彼らは違法に武器を所持・使用し、地域社会の治安を脅かしつつも、一方ではコミ

ュニティ住民を庇護し、一定の支持や信頼を集めている。都市部、農村部ともに残存する非

国家武装組織に対しては、現地の警察は有効な対策を講じておらず、一時的な妥協や懐柔、

妥協に基づく不安定なセキュリティ・ガヴァナンスが続いている。 

本研究の目的は、①東南アジアのコミュニティ・ポリシングの実態を明らかにすること、

②コミュニティ・ポリシングが治安改善や警察の民主的改革に結びつくメカニズム、条件を、

学際的に追求することである。 

本プロジェクトは 2017 年 5 月に開始し、2019 年 11 月に完了した。また、別添「成果物

リスト」のとおり、合計 10 本の書籍及び論文を刊行した。 
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2．研究によって明らかになった点 

研究を通じ、以下の 4 点が明らかになった。 

第一は、東南アジアの新興民主主義国のセキュリティ・ガヴァナンスと CP の実態であ

る。調査対象国では、紛争の有無にかかわらず、一般的に政府のセキュリティ提供能力が低

く、首都であるマニラやジャカルタやバンコクにさえ、武装組織が残存している。彼らは軍

や警察と協力して治安の維持にあたることもあるが、違法ビジネスや暴力を通じて、国家の

意図と異なる行動をとることもある。こうした問題の根本は、国家の統治能力の低さを背景

に、軍や警察が実質的に武装組織の役割を黙認してきた点にある。 

第二は、現場における CP の解釈の拡がりである。そうした国や地域でも、武装組織が市

民からの支持を徐々に失い、勢力を弱める例や、組織の構成員らが、軍や警察といった国家

機構や地方自治体、あるいは民間警備会社といった正当性のある組織に再雇用されていく

例、武装組織が政府と安定的に協調して暴力の行使を控える例が見られる。紛争研究におい

ては従来、警察と武装勢力との「共存」というシナリオは想定しにくいが、非紛争地域であ

るジャカルタやマニラでは、自警団や民兵が、地方自治体や国家警察と長らく友好的な関係

を築いてきた。たとえばフィリピンのミンダナオの一部地域では、警察は民兵やギャングを

強制的に解散させるのではなく、ホットラインを構築し、暴力を見つけたら互いに連絡しあ

う協力体制をとっており、これを CP と呼んで、英国からの支援を受けている。また、国際

テロ組織を共通の敵として、軍と警察、非国家武装組織、そして人権 NGO までもが協力を

前提に対話のプラットフォームを形成している地域もある。 

第三は、東南アジアにおける警察の民主的改革に結びつくような CP の在り方である。こ

れは組織改革のみならず警察幹部の人材育成を主眼としなくてはならず、短期間で成果が

見えにくい、人材育成に莫大なコストがかかる、という点から、相当に困難である。たとえ

ばインドネシアでは、JICA が過去 10 年にわたって CP を支援し、日本の現職警察官を派

遣して現地の「交番（KOBAN）」の駐在警察官を指導してきた。同時に、中堅幹部を日本

に招聘し、日本の警察での研修も実施してきた。その 1 期生がようやく警察のトップに就

きつつあるところであり、10 年単位での成果確認が必要である。フィリピンではイギリス

の NGO が CP を支援してきたが、プロジェクト予算のほとんどがイギリス人の退役した警

察官の人件費に消えてしまい、2 年で打ち切られることとなった。警察の人材育成において

は、長期的視野で、ドナー同士が連携してのアプローチが必要であろう。 

第四は、東南アジアにおけるコミュニティの治安改善に結びつくような CP の在り方であ

る。上記を踏まえると、準軍組織（paramilitary）、政府寄りの民兵（pro-government militia）、

反政府私兵（anti-government militia）、自警団（vigilante）などは、コミュニティ・ポリ

シングから排除すべきではなく、むしろ、包摂すべきであると考えられる。彼らは暴力を行

使するだけでなく、コミュニティ住民を他の武装組織や高利貸しから庇護したり、病人を緊

急搬送したり、児童に防犯教育を実施したりといった非公式の公共サービスを提供してお
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り、地域のアクターとして定着している。非国家武装組織の社会統合のプロセスには以下の

4 つがあると考えられる。 

 

状態 1【脅威存続】国家の統治能力が低いなか、非国家武装組織は警察と敵対し、独自に

暴力を維持・使用しながら、コミュニティに対する脅威として存続する。 

状態 2【共存】：国家は非国家武装組織と一時的に協力し、その活動を黙認する。 

状態 3【社会統合】：非国家武装組織の成員らが、国家機関、地方自治体、民間部門など

に転職し、国家の監視の下で正当に暴力を行使する（例：役場の守衛や民間の警備員など）。

あるいは別の職を見つけ、暴力を完全に手放す。 

状態 4【淘汰】：経済発展や国家の統治能力の向上に伴い、非国家武装組織は住民からの

支持を失って消滅する。 

 

東南アジアの現状は状態 1 であり、最終的には状態 4 に至ることが理想である。インド

ネシアや東ティモールのいくつかの自治体では、状態 2 を経て状態 3 や状態 4 に移行した

事例が確認されている。従来の各国のコミュニティ・ポリシング事業のコンポーネントは以

下の 3 点に集約される。 

A：現場の警察官の自律性を向上させ、住民への認識や態度の変革を促す警察機構改革 

B：警察と住民との信頼醸成のための協働 

C：警察に対する監視システムの構築 

いずれにおいても、非国家武装組織は排除の対象とされてきた。しかし近年、米国におい

て、公衆衛生と犯罪学を融合させ、福祉サービスを通して暴力の拡散を抑制し、武装した市

民の社会復帰を目指す Cure Violence と呼ばれる活動の効果が注目されている。これは、保

護観察官に相当する人物が警察や福祉サービスと協力し、暴力組織の成員らの更生と再犯

防止、就職を支援する包括的な取り組みであり、近年では経済協力開発機構（OECD）の援

助戦略にも導入されている。 

本研究は、こうした武装組織に対する分野横断的支援を、東南アジアのコミュニティ・ポ

リシングに導入することで、彼らの暴力を抑制できる可能性があると結論付けた。新たなコ

ンポーネントとして想定されるのは、下図の D①から D⑤である。 
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3．具体的な調査活動 

東南アジアのコミュニティ・ポリシング（CP）に関する現地調査を、東南アジアの共同

研究者と協働・分担しつつ調査を実施した。 

 

タイ 

 タイ国家警察、警察改革のための政策提言を行っている大学研究者および市民団体、自警

団などを訪問し、警察以外の治安アクターがどの程度活動しているか、警察の活動に対して

市民がどの程度協力的であるか、警察は CP 導入に積極的であるかを調査した。タイにおい

ては、薬物取引などに関わる団体は散見されるが、南部 3 県以外では、警察と対立するよう

な武装集団の存在はみられない。 

 他方、軍と警察との関係が重要となっている。2014 年のクーデター以降、軍は国内治安

維持分野での任務をいっそう拡大し、軍主導で地方の自警団などを組織化している。つまり、

軍が過剰に警察や市民社会の領域に入り込み、セキュリティ・ガヴァナンスをゆがめている。 

 

インドネシア 

JICA が 10 年前よりジャカルタ近郊にてコミュニティ・ポリシング事業を支援している

がセキュリティ・サービスの民営化が進んでおり、私兵、マフィア、薬物シンジケート、地

元ボスなどがセキュリティを担っているケースが多い。 

警察の目的は検挙率の向上とインテリジェンス機能の向上、警察の信頼の回復であり、コ

ミュニティ・ポリシングはあくまでも地域住民からの情報収集のためであるとの意識が強

く、住民との協働を通じて治安を確保し、紛争を予防し、規範をつくっていこうという意識

は強く見られない。 

  

フィリピン 

 全国的に、私兵、マフィア、薬物シンジケート、自警団、地元ボスなどの武装集団がセキ

ュリティを提供するケースが極めて多く、政治家が恩恵を得ていることから、セキュリテ
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ィ・ガバナンスの改革は進んでいない。 

一方、フィリピン南部ミンダナオのバンサモロ地域の自治を定めるバンサモロ基本法

（BBL）の法案には、バンサモロ警察を新設すること、そして「コミュニティ・ポリシング」

を実践すべきことが記載された。これを受け、英国の非営利団体が 3 年前から BBL 可決に

先立ってバンサモロ地域でコミュニティ・ポリシング導入のための支援を行っている。 

いまだ武装解除を完了していないイスラーム分離派の構成員や元兵士らが、武器を手放さ

ないまま警察と同じ部屋に座り、地域の治安について語り合っている。これは、世界的にみ

ても野心的試みである。 

人権侵害、殺人、違法行為、違法ビジネスに関与しているかもしれない武装集団を開発援

助の対象とするのは、民主主義や法の支配を掲げる西側ドナーにはリスクが高すぎる。その

リスクを回避するため、本事業では Security Sector Initiatives（本部マニラ）という NGO

が、ドナーと現地コミュニティの橋渡し役を務めてきた。この NGO の代表理事の Oreta 氏

は、本プロジェクトの共同研究者である。警察サービスが行き届かない地域では、伝統的な

「ならず者」や「ボス」が武装して違法ビジネスを取り仕切り、露天商を警察から守り、住

民の収入と安全を確保してきた。バンサモロ警察が発足しても、こうした実情がすぐに変わ

るわけではない。よって、武装集団を完全に排除してしまうことは現実的でない。武装解除

がなかなか進まないミンダナオでは、まず、紛争や暴動の火種となりかねない問題について

当事者同士が話し合い、信頼を醸成する必要がある。NGO は英国ドナーにそのように説明

し、コミュニティ・ポリシングの「現地化」を提案した。 

マギンダナオ州のパラン町は、町長の発案で、モロ民族解放戦線（ＭＮＬＦ）の元司令官

ら 16 名を、違法漁業取締委員として正式に雇用した。彼らは今、「合法的に」武器を所持

し、町の治安向上に貢献している。今後バンサモロ自治地域が生まれ、武装勢力の武装解除

が進むことを想定すると、これはユニークなモデルケースと言えよう。 

 

4．成果報告 

1）以下の国際学会で「コミュニティ・ポリシング・パネル」を共同研究者で組織し、成果

を報告した。 

 International Conference on Global Risk, Security and Ethnicity, International 

Political Science Association Research Committee on Security, Conflict, and 

Democratization（世界政治学会 RC44、長崎、2019 年 8 月） 

 The 15th Biannual Conference of European Research Group on Military and Society

（欧州軍社会学会、リスボン、2019 年 6 月） 

 The 16th Asia Pacific Conference（アジア太平洋会議、別府、2018 年 12 月） 

 The 4th Philippine Studies Conference in Japan（フィリピン研究日本会議、2018 年

11 月） 

 The 15th Asia Pacific Conference（アジア太平洋会議、別府、2017 年 11 月） 
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2) 公開研究会・シンポジウム 

海外の研究協力者を招聘し、以下の公開シンポジウムを開催した。 

 “Security Governance in Mindanao: Military, Police, Armed Groups, and Outsiders"

（京都、2018 年 11 月） 

 

2) 論文および書籍の刊行 

別添「成果物リスト」のとおり、合計 10 本の書籍及び論文を執筆した。 


