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本稿は，ミェチスワフ・W・ソハ（Mieczys aw W. Socha）教授（ワルシャワ大学経済学部マクロ経

済・外国貿易理論講座），バルトゥウォミェイ・ロキツキ（Bart omiej Rokicki）氏（ワルシャワ大学

経済学部博士課程院生）の共著による「ポーランド東部国境地帯のユーロリージョン（Euroregiony na

wschodniej granicy Polski）」（Feb., 2005, mimeo）の翻訳である。これは，文部科学省科学研究費補助

金研究「ノーザンディメンション－拡大 EUとスラブ圏の域際交流の拡大によるヨーロッパ経済空間

の再編－」（基盤研究 B（１），課題番号１６３３００５２），研究代表者：立正大学経済学部・蓮見雄）の基

礎研究として執筆された報告書の翻訳である１。

本稿は，３回に分けて掲載する。目次は以下の通りである。

はじめに

１．EUにおけるトランスボーダーリージョン間協力発展の必要性の理論的根拠

２．EUのトランスボーダーリージョン

３．ユーロリージョン活動における INTERREGⅢの役割

（以上，本号）

４．ポーランド東部地域を含むユーロリージョン

ａ．ユーロリージョン・バルト

ｂ．ユーロリージョン・ブグ

１ なお，この報告書に関連した地域およびユーロリージョンに関し，我が国にはすでに以下の研究があるので，併せて
紹介したい：
柴理子「ポーランドにおける地域統合と住民意識 ～ポーランド・ドイツ国境地域を例に～」，『東京情報大学研究論
集』，Vol．７，No．１，２００３．７，pp．３９－５０．
住沢博紀「国境を越えるユーロ・リージョンの構造問題と地域形成の可能性 －旧東独・ポーランド・チェコ３カ国
地域の国境を越えるガバナンスを例に－」，『国境を超える地域経済カバナンス・EU諸地域の先行例を中心とした比較
研究』（平成１４年度～平成１７年度科学研究費補助金研究成果報告書），２００６．４，pp．９７－１１７．
田中宏「カルパチア・ユーロリージョンとクロスボーダー・ガバナンス」，『国境を超える地域経済カバナンス・EU

諸地域の先行例を中心とした比較研究』（平成１４年度～平成１７年度科学研究費補助金研究成果報告書），２００６．４，
pp．１１９－１４１．
蓮見雄「EUの東方拡大とカリーニングラード」，『比較経済体制学会年報』，第４１巻第１号，２００４，pp．１５－２６．
蓮見雄「『ひとつのヨーロッパ』とボーダー・リージョンの新たな役割」，『経済学季報』，第５５巻第１号，２００５，

pp．１６３－２０７．
蓮見雄「欧州近隣諸国政策とは何か」，『慶応法学』，第２号，２００５，pp．１４１－１８７．
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は じ め に

以下の報告書は，ユーロリージョンの特徴を，とりわけ２００４年５月１日より EU東部境界となった

ポーランド東部地域を中心に分析するものである。

ますはじめに，EUに加盟している諸国のトランスボーダーリージョンにおける協力発展の必要性

を立証する理論的前提を提示する。そこでは，EU境界内側の地域と外側の地域の格差が問題とな

る。次に，「ユーロリージョン」という概念を，こうした地域協力の成立過程，法的根拠，協力関係

の面から分析する。とりわけ，ポーランド東部地域が加わるエリアを，国家政策，地方自治体政策，

ユーロリージョンの活動が国境地域の社会・経済状態改善に貢献する可能性等の面から考察する。さ

らに，ポーランド東部国境地帯に広がる諸県の特徴を簡単に整理する。最後に，これらのユーロリー

ジョンを実証的に分析する方法を提示する。

１．EUにおけるトランスボーダーリージョン間協力発展の必要性の理論的根拠

それぞれの国家の不可欠な要素としての地域は，ヨーロッパの歴史的，文化的，地理的多様性を表

現している。この多様性は，ヨーロッパ文化を深みのあるものにするのに貢献しているが，一方で

ヨーロッパ大陸全体の均一的発展にとっては障害となっている。こうした観点から，ヨーロッパ全体

を包括した地域間協力，たとえば地域発展，地域に根ざした政策・技術に関する情報や経験の交換

は，新しいヨーロッパを構築する上で不可欠な努力である。

EUの地域政策の重要な要素のひとつは，EUの境界線の内側および外側に広がるトランスボー

ダーリージョン間協力の支援である。これは主に，INTERREGのイニシアティブの枠内で，財政プ

ログラムを実施することによって実施され，通常，ユーロリージョンの枠内で相互に協力する諸地域

に対象を絞っている。INTERREGプロジェクトの課題は，経済，文化交流の活性化で，それは国境

隣接地域の急速な発展に貢献することを目的としている。しかしながら，これらの地域は本当に EU

からの特別な援助を必要としているのだろうか，またユーロリージョンの活動は，それが特別な地理

的位置にあることに関連して生じる諸問題の解決にどのように貢献しているのだろうかという問題

は，じっくりと検討するに値する。

ｃ．ユーロリージョン・カルパチア

ｄ．ユーロリージョン・ウィナ＝ワヴァ

ｅ．ユーロリージョン・ニエメン

ｆ．ユーロリージョン・ビャウォヴィエジャ原生林

５．ポーランド東部諸県の経済の特徴

（以上，次号）

６．ベラルーシ，ロシア，ウクライナ地域の特徴

７．実証的調査の方法

（以上，次々号）
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国境の存在は，地域経済に大きな影響を与える。仮に，行政的な壁を排除したとしてもである。多

くの場合，国境隣接地域の地域協力発展は，様々な困難に直面する。まずあげられるのは，国境を挟

んだ両側の地域でインフラの水準が違うことである。また，言語の違い，文化の違い，政府の経済組

織に対する対応の違い（主に行政的対応の違いや課税システムの違い）などもある。EU諸地域に対

して行った実証的調査では，メンタリティーの違い，すなわち言語と文化の相違（Martin i van der Velde

［１９９８］），またはビジネスパートナー相互間の信頼関係の問題が強調されている（van Houtum

［１９９８］）。しかしながらこれらの障壁があるからといって，一部の地域が統合プロセスにおいてはる

かに良く準備できている（例えばより高い経済発展水準にあるため投資を誘致しやすい）という事実

が否定されるわけではない。一方で，他の地域は上述した様な理由で開かれつつある地域経済協力の

可能性を利用できないまま取り残されている。さらに悪いことに，海岸地域（Collier i Vickerman

［２００２］）や人口密度の低い地域（M�nnesland［１９９８］）など，その地域固有の特徴が経済協力の障
壁となることが明らかになっている。

EU拡大と国境障壁消滅プロセスの進行とともに，国境地域の政治・経済相互協力問題は，経済学

者にとって興味深いテーマとなった。行政的障壁の除去は，各国，各地域相互の労働力と資本の移動

を流動化するはずであった。とりわけ，流動性の低さは労働市場の大きな問題のひとつであったの

で，労働力の流動性が高まることは，EU経済にとって大きなプラス要因となるはずであった。しか

しながら，高い労働力の流動性は，なによりも経済力の強い地域でみられ，多くの国境地域では EU

統合の効果はほとんど確認できなかった（Martin i van der Velde［１９９８］）。資本移動の問題も同様

で，これも国境地域の発展に深く関連しているものの，多くの場合統合のメリットはほとんど活用で

きていない（Cabero Diéguez i Caramelo［２００１］，Collier i Vickerman［２００２］）。そればかりでなく，米

国と EU諸国の「国境効果」を測る実証的調査では，EUにおけるその効果は新大陸よりはるかに大

きいものの，近年その効果が減少していることが確認されている（Clark i van Wincoop［１９９９］）。

こうした現状の原因に対する回答は，企業立地に関する意思決定理論に求めることができる。それ

はたとえば，その地域の市場規模，他の大規模な消費市場へのアクセスの良さ，需要と供給の結合

性，輸送コストの大きさなどである（Puga［２００２］）。したがって，投資家にとって魅力的なのは，安

価な中間財と高度な熟練労働者の供給が可能で，高い成長力を保持し大きなローカル市場を持つ地域

ということになろう。そうした点からは，国境地域は地理的に不利である。しかしながら，こうした

要因がその地域の急速な発展の促進剤となっているケースもみられる。

EUのトランスボーダー政策を語る上では，域内国境のケースと域外との国境のケースは明確に区

別することが必要である。前者と後者のケースでは，状況が全く正反対であるからである。域内国境

のケースのほとんどは，懸案問題といえば経済問題に限られる。これに対し EU境界の外にある地域

では，さらに第三国との連関という問題が加わり，トランスリージョナルな協力関係は，経済問題だ

�けではなく政治・社会問題に拡大する（Cichocki［２００４］；Ciechocinska［２００１］）。そして 後者の場

合，EU境界のトランスボーダーリージョンの問題は，従来の境界を維持した中での協力関係なの

か，それとも新しい EU境界を想定した上での協力関係なのかによってその協力を推進する必然性の

ベースが大きく異なってくるといえる。

２７５ポーランド東部国境地帯のユーロリージョン（１）
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EU域内地域の一部は，低い労働コストと EU市場への良好なアクセスを全面に押し出すなど，統

合のメリットを生かして魅力的な投資対象となっている（たとえばスペイン東部地域があげられる

が，メキシコ・米国の経済統合でも同じようなプロセスがみられる；Hanson［１９９６］）。しかし，以

前辺境だった地域は，地域統合によって失うものの方が大きかったか（たとえばドイツ東部諸州），

または EU拡大により特別な利益を得ることができなかった（たとえばスペイン・ポルトガル国境地

域；Cabero Diéguez i Caramelo［２００１］）。この後者についていえば，欧州委員会によるトランスボー

ダー協力促進の試みは，言語，文化の違いが大きい地域における労働力の流動性を高める活動という

点からは評価できるだろう２。しかしながら，こうした協力の実際の効果には期待しすぎてはいけな

いだろう。なぜなら，成長率の高さは，上述の立地条件に大きく依存しているからである。

EU境界の外にある諸地域の状況は，相互に似通っている。EUのはずれの先にあるこれらの地域

は，明らかに欧州市場へのアクセスが悪く，それらの地域発展の視点からは，将来性はあまり望めな

い（とりわけ投資家の投資性向からみた場合）。最も発達が遅れている地域が EU辺境地帯に集中す

ることは理論的に指摘されていたが，実証的にもそれが確認されている。これは，２００４－２００６年に構

造基金から支援を受けた地域の地図を見れば明白である（図１）。「目的１」対象の諸地域は，その７５％

において一人あたり GDPが EU平均を上回っている。実証研究によれば，域内地域同士が隣接する

諸地域が，域外地域と隣接する諸地域よりはるかに良好な発展の可能性を持っている（Resmini

［２００２］）。したがって，EUの拡大によって EU周辺地域を内包化することは，新旧加盟諸国の地域

レベルでの発展を劇的に変化させる可能性を持っているということができるだろう。

なお，「目的１」の諸地域では，一人当たり GDPでは一定の格差があり，このグループの中では，

とりわけ辺境の地域がもっとも発展水準が低く，もっとも失業率が高い（たとえばイベリア半島南部

と西部，またはポーランド東部地域）。このことに関しては，すべての NUTS２レベルの EU地域に

関する主要統計データを集録した欧州委員会第三次結束レポートが説得的に分析している（European

Commission［２００４b］）。近年，EUの最も貧しい地域の経済状態は，相対的にさらに悪化している。

このことは，「経済的・社会的結束の進展に関する第一次プログレス・レポート」における EU１５ヵ

国の分析でも確認できる（European Commission［２００３］）。

EU辺境地域は，EU内の地域的・社会的格差縮小を目指しているが（それは欧州協定にも明示さ

れている），トランスボーダー協力の発展は，この目的を達成するための最良の手段かどうかについ

ては，熟考する必要がある。場合によっては，第三国の EUに隣接する地域には資金を投下しない

で，EU内地域に集中した方が良いかもしれない。こうした純粋に経済的な疑問は，一方で第二の問

題に直結する。いうまでもなく，国際協力やトランスボーダー協力プログラムの作成過程に大きな影

響を与える政治的要因である。

EU国際協力プログラムの大半は，EUに隣接する，または隣接しない第三国における民主化プロ

セス支援を目的としている。そうした目的は，PHARE，ISPA，SAPARD（EU加盟候補諸国の加盟準

２ 実証研究では，似通った文化，言語を持つ地域でさえ，国境の除去によって流動性は高まらないとされている（ベル
ギー，フランス，イギリスを対象とした調査研究 Collier i Vickerman［２００２］；オランダ，ドイツを対象とした調査研
究Martin i van der Velde［１９９８］；スペイン・ポルトガルの例を分析した Cabero Diéguez i Caramelo［２００１］を参照）。

２７６ 田 口 雅 弘
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図１ ２００４－２００６年の目的１，目的２の対象となる諸地域

出所：EU委員会（http : //ec.europa.eu/comm/archives/commission_1999_2004/barnier/document/cartelig25.pdf）。
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備支援プログラム），TACIS（東欧，中央アジア１２ヵ国支援），NOTHERN DIMENSION（ロシア北東

地域とのトランスボーダー協力を実現する手段），CARDS（南バルカン支援），MEDA（地中海沿岸

諸国協力）のプログラムに反映されている３。同様の支援は，欧州委員会のトランスボーダー協力プ

ロジェクトを財政的にサポートする INTERREG IIIでも実施されている。

INTERREGの９つの新しいプログラム（２００５年１月に承認）では，そのうち５つが第三国に属す

る諸地域との協力に関するものである（図２）。なぜ優先されるのがこれらの地域であって，他の地

域でないのかということは，政治的な視点から見れば明白である。もっとも，これら EU境界を挟ん

で両側にある地域間の貿易を活性化する，たとえば交通インフラの拡張などの経済効果も無視はでき

ない４。また，トランスボーダー協力は，文化的障壁をなくし，経済パートナー同士の信頼も醸成す

ることにも注目すべきであろう。

トランスボーダー協力の促進に関しては，もうひとつの重要な問題がある。それは，密輸と不法移

民の問題である。ポーランドは EU境界を有しているため，犯罪と結びつくことの多いこの問題に大

きな脅威を感じている。トランスボーダー協力は，これらの現象と闘う上で，一定程度貢献するであ

ろう。これは，第三国と直接国境を接する EU加盟国だけでなく，内部に位置する諸国にとっても重

要な問題である。なぜなら，こうした不法な商品や移民は，最終的には内部に位置する諸国を目指し

ているからである。こうした問題の典型的な例は，２００４年５月１日以降のポーランド東部地域で見る

ことができる。

３．ユーロリージョン活動における INTERREGⅢの役割

前述のとおり，EUトランスボーダー地域協力の主要な手段は INTERREGである。２００４－２００６年

には，第三次プログラム（INTERREG III）が実施されている。ここでは「国境は欧州地域の均衡の

とれた発展と統合にとって障壁とはならない」とされている５。現在のプログラムは，次の３つの部

分から構成されている：

Ａ）クロスボーダー：EU外部との境界および一部の海上国境を含めた，隣接する国境地域間の統

合的発展の促進（INTERREG IIIA）

Ｂ）トランスナショナル：国家を超えた協力と地域間協力を通じた地域発展の促進（INTERREG

IIIB）

Ｃ）インターリージョナル：EU内における，調和的な地域統合への貢献（INTERREG IIIC）

資金の多くは，EU内部と外部に位置するすべての地域のイニシアティブを包括したコンポーネン

ト Aの実施に向けられている。これは，NUTS３レベルの行政単位（すなわちポーランドではサブ

３ ２００７年より，TACIS i MEDA プログラムは欧州対外関係・近隣諸国政策による財政支援に取って代わられる。
４ もっとも実証研究によれば，これは EU境界に接する地域の急速な発展に必ずしも結びつくものではないということ
が明らかになっている（Martin［１９９８］）。
５ European Commission［２００４a］．

２７８ 田 口 雅 弘
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図２ ２００４－２００６年の INTERREGによる新規プログラム

１－ リトアニア／ポーランド／ロシア（カリーニングラード）
２－ ポーランド／ウクライナ／ベラルーシ
３－ チェコ／ポーランド
４－ ポーランド／スロヴァキア
５－ スロヴァキア／チェコ
６－ ハンガリー／スロヴァキア／ウクライナ
７－ ハンガリー／ルーマニア／セルビア・モンテネグロ
８－ ハンガリー／スロヴェニア／クロアチア
９－ イタリア／マルタ

出所：EU委員会（http : //www.europa.eu.int）。
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図３ ポーランド国境地帯を含むユーロリージョン

出所：中央統計局（G ówny Urz d Statystyczny : GUS）ホームページ（http : //www.stat.gov.pl/urzedy/wroc/euroreg）。
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リージョン）で実施される６。追加金融支援を求める事業は，INTERREGの原則に基づき，加盟諸国

あるいは第三諸国が２ヵ国またはそれ以上の諸国と共同で立ち上げ，実施しなければならない７。

図２，図３に示された様に，２００４－２００６年の新しい INTERREG諸プログラムがカバーするポーラ

ンドの諸地域は，ユーロリージョンが活動する地域と実質上重なる。このことは，ユーロリージョン

枠内で現実に協力している諸地域は，EUの財政支援を受けて新しいプログラムを立ち上げる大きな

チャンスを持っているということである。しかしながら，地域やその地位が属する国家のイニシア

ティブで立ち上げられたユーロリージョンと INTERREGとの間には，公式の連携は定められていな

い。したがって，それぞれの地域に資することを目指した EU地域政策と，諸地域の連携を目的とし

たユーロリージョンを混同することはできない。

欧州国境地域連合のユーロリージョンに関する基準によれば，様々な協力の領域がある：

�国境を挟んだ両側の地方・地域行政当局の連携

�常設の機関，行政組織，独自の財政基盤を持ったトランスボーダーの連合体

�国境を挟んだ両側で，国内法の枠内において活動する連合または非営利基金

�国際協定に基づき設立される社会的な性格を持つ連合体

このように，ユーロリージョンの組織形態は様々であるが，こうした様々なタイプの組織の目的

は，いずれもトランスボーダー協力の発展である。現在のユーロリージョンのほとんどは，国境地域

発展を目指した欧州国境地域連合（AEBR）８に加盟している。この連合は，通常地域行政当局や中央

政府から資金援助を受けているが，ユーロリージョンにより実施されるプロジェクトの大半は，EU

資金（とりわけ INTERREG），またはその地域が属する政府（EU加盟国に限らない）から直接支出

される資金に頼っている（Sadowski［２００４］）。

ユーロリージョンの発足は，その地域の狭い経済的利害や，過去においては分断されていなかった

地域同士の歴史・文化的に強い結合が原動力となる場合もあるだろう。しかしまた，実際には地域の

政治的安定を確保するため，たまたま集まったというケースも見受けられる（たとえば，ボスニア＝

ヘルツェゴヴィナ，クロアチア，ハンガリーの諸地域の連合であるユーロリージョン・ドナウ＝ドラ

ヴァ＝サヴァ：図４参照）。

ポーランドにおける最初のユーロリージョンは，１９９０年代の初めに発足した。これはユーロリー

ジョン・ナイセで，１９９１年１２月２１日に発足している。最近の十数年で，ポーランドでは１６のユーロ

リージョンが発足している。これらは以下の通りである９：

�西部国境の４地域：ポ独国境のユーロリージョン・ポメラニア（Euroregion Pomerania），ユーロ

リージョン・プロ・オイローパ・ヴィアドリーナ（Euroregion Pro Europa Viadrina），ユーロリー

６ Eurostat の分類によると，ポーランドの国土は NUTS １（全国），NUTS ２（１６県），NUTS ３（４４サブリージョ
ン），NUTS ４（３８０郡）i NUTS ５（２４８９グミナ＝行政基本単位）に分けられる。プログラムに参加できる地域の一覧
表は，委員会のコミュニケで見ることができる（European Commission［２００４a］）。

７ European Commission［２００４a］．
８ AEBRのホームページによると，２００５年２月現在で１１５のユーロリージョンのうち９０が連合に加盟している（http : //
www.aebr.net）。連合自体は１９７１年に発足し，欧州委員会，欧州評議会，北欧閣僚評議会と密接な関係を保っている。
９ 中央統計局（G ówny Urz d Statystyczny : GUS）ホームページの情報（http : //www.stat.gov.pl/urzedy/wroc/euroreg）。
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ジョン・シュプレー＝ナイセ＝ボーバー（Euroregion Sprewa−Nysa−Bóbr），および南西部はずれ

のポーランド・チェコ・ドイツ国境にあるユーロリージョン・ナイセ（Euroregion Nysa）

�南部国境の７地域：ポーランド・チェコ国境にあるユーロリージョン・グラセンシス（Euroregion

Glacensis），ユーロリージョン・プラジャト（Euroregion Pradziad），ユーロリージョン・シロン

� �スク・チェシン（Euroregion Sl sk Cieszynski），ユーロリージョン・シレジア（Euroregion

Silesia），ポーランド・チェコ・スロヴァキア国境にあるユーロリージョン・ベスキード

（Euroregion Beskidy），ポーランド・スロヴァキア国境にあるユーロリージョン・タトラ

（Euroregion Tatry），ポーランド・スロヴァキア・ウクライナ国境にあるユーロリージョン・カ

ルパチア（Euroregion Karpacki）

�東部国境の３地域：ポーランド・ウクライナ・ベラルーシ国境にあるユーロリージョン・ブク

（Euroregion Bug），ポーランド・ベラルーシ国境にあるユーロリージョン・ビャウォヴィエジャ

原生林（Euroregion Puszcza Bia owieska），ポーランド・ベラルーシ・リトアニア国境にあるユー

ロリージョン・ニエメン（Euroregion Niemen）

�北部国境の２地域：ポーランド，デンマーク，リトアニア，ラトヴィア，ロシア，スウェーデン

の７ヵ国のトランスボーダー協力地域であるユーロリージョン・バルト（Euroregion Ba tyk），

図４ ユーロリージョン・ドナウ＝ドラヴァ＝サヴァ

出所：Ibrejlic i Kulenovic［２０００］．
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ポーランド・ロシア（カリーニングラード）国境にあるユーロリージョン・ウィナ＝ワヴァ

（Euroregion Lyna−Lawa）

ポーランドの地域が加わった最初のユーロリージョンは，中央政府のイニシアティブで発足した

が，その際中央政府は，国家の利益をこのユーロリージョンを通じて実現しようとしていた。しかし

ながら，資金的に自治権を拡大し，トランスボーダー協力で経験を蓄えた地方権力が次第に実質的イ

ニシアティブを持つ様になった。こうした協力発展の最も良い例は，ハイヌフカ郡の９つのグミナ

（基本行政単位）とベラルーシの３つの地域を結集して２００２年に発足したユーロリージョン・ビャ

ウォヴィエジャ原生林，または２００３年に発足したユーロリージョン・ウィナ＝ワヴァである。通常，

ユーロリージョン協力の基本的目的は，社会・経済発展であるが，相互の社会的交流の発展，環境保

護活動も重要な目的である。ポーランドのユーロリージョンの定款や趣意書にあげられた最も重要な

目的は，表２の通りである。 （続く）

表１ ポーランドにおけるユーロリージョン発足年表

ユーロリージョン名 発足年月日

１． ナイセ １９９１．１２．２１

２． カルパチア １９９３．０２．１４

３． シュプレー＝ナイセ＝ボーバー １９９３．０９．２１

４． プロ・オイローパ・ヴィアドリーナ １９９３．１２．２１

５． タトラ １９９４．０８．２６

６． ブク １９９５．０９．２９

７． ポメラニア １９９５．１２．１５

８． グラセンシス １９９６．１２．０５

９． ニエメン １９９７．０６．０６

１０． プラジャト １９９７．０７．０２

１１． バルト １９９８．０２．２２

１２． シロンスク・チェシン １９９８．０４．２２

１３． シレジア １９９８．０９．２０

１４． ベスキード ２０００．０６．０９

１５． ビャウォヴィエジャ原生林 ２００２．０５．２５

１６． ウィナ＝ワヴァ ２００３．０９．０４

出所：中央統計局（G ówny Urz d Statystyczny : GUS）ホームページ（http : /
/www.stat.gov.pl/urzedy/wroc/euroreg）。
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表２ ポーランドのユーロリージョン活動の主要な目的

ユーロリージョン 目 的

ポメラニア
ユーロリージョン域内のムラのない均衡のとれた発展，住民・諸機関同士の交流の活
性化

シュプレー＝ナイセ＝ボーバー
相互関係の発展，将来におけるポ独間の国境を越えた統合された経済地域形成によっ
て，住民の生活水準向上を達成

シュプレー＝ナイセ＝ボーバー
ポ独間地域の繁栄に資する活動の遂行，環境の保全，経済発展促進と住民の生活水準
のたゆみない向上

ナイセ 基本合意書に記載された諸分野での発展の促進

グラセンシス
協力を行なう地域の発展に寄与するグミナ，諸団体，個人の活動支援と，ユーロリー
ジョン協力に関する国際法整備・充実の支持

プラジャト
トランスボーダー協力と友好の深化，協力を行なう地域の発展に寄与するグミナ，
郡，法人および個人の活動支援

シレジア 地域内のムラのない均衡のとれた発展，住民・諸機関同士の交流の活性化

シロンスク・チェシン 相互の友好的な関係発展と，協力活動実施の調整

ベスキード 地域内のムラのない均衡のとれた発展，住民・諸機関同士の交流の活性化

タトラ
国境地域発展に寄与する諸条件の整備，とりわけ環境の保護，観光，保養，療養の分
野の発展

カルパチア
国境地域の発展に寄与する地域の共同のイニシアティブを助言，協議，調整を通じて
支援

ブグ 近隣諸国の国境地域との社会・経済的発展，学術・文化協力の環境整備

ビャウォヴィエジャ原生林 国境両側の経済発展と，住民，諸機関同士の交流の活性化を図るための活動

ニエメン 近隣諸国の国境地域との社会・経済的発展，学術・文化協力の環境整備

バルト
人々の生活環境改善，相互交流の緊密化，地域社会交流の促進，歴史的偏見の除去，
均衡のとれた経済発展を保証する活動の提案

出所：中央統計局（G ówny Urz d Statystyczny : GUS）ホームページ（http : //www.stat.gov.pl/urzedy/wroc/euroreg）。

２８４ 田 口 雅 弘

－１５８－



文 献

Cabero Diéguez, V., Caramelo, S. [2001]. ‘The Evolution of the Spanish−Portugese Border and the Process of European Integration’.

Paper for the 41st Congress of the European Regional Science Association.

�Cichocki, B. [2004].Wschodnia granica zewn trzna rozszerzonej Unii Europejskiej. Osrodek Studiów Wschodnich, Prace OSW.

�Ciechocinska, M. [2001]. ‘Studies on the Factors Shaping the Polish and Belarus Trans−border Cooperation’. Paper for the 41st

Congress of the European Regional Science Association.

Clark, T., van Wincoop, E. [1999]. ‘Borders and Business Cycles’. Federal Reserve Bank of Kansas City Working Paper No. pp.99−

107.

Collier, W., Vickerman, R. [2002]. ‘Cross−border Activity in the Kent−Nord−Pas de Calais−Belgium Euroregion : Some

Comparative Evidence on the Location and Recruitment Decisions of Internationally Mobile Firms’. Paper for 42nd Congress of

the European Regional Science Association.

European Commission [2003]. Second Progress Report on Economic and Social Cohesion.

European Commission [2004a]. ‘Communication from the Commission to the Member States of 2 September 2004 Laying Down

Guidelines for a Community Initiative Concerning Trans−European Cooperation Intended to Encourage Harmonious and

Balanced Development of the European Territory’. Official Journal of the European Union.

European Commission [2004b]. Third Report on Economic and Social Cohesion.

Hanson, G. [1996]. ‘Economic Integration, Intraindustry Trade and Frontier Regions’. European Economic Review , 40, pp.941−949.

Houtum, H. [1998]. ‘The INTERFACE Model of Cross−border Economic Relationships’. Paper presented at the 38th Congress of the

European Regional Science Association.

Ibrejlic, I., Kulenovic, S. [2000]. ‘Some Aspects of Strategy of the Economic Development of Euroregion Danube−Drava−Sava’.

Paper presented at the 40th Congress of the European Regional Science Association.

Martin, B., van der Velde, R. [1998]. ‘Labour Market in a Border Area’. Paper presented at the 38th Congress of the European Regional

Science Association.

Martin, P. [1998]. ‘Regional Policies, Growth and Geography in Europe’.World Economy, 21, pp.757−774.

M�nnesland, J. [1998]. ‘Cross−border Cooperation in Low Population Density Regions’. Paper presented at the 38th Congress of the
European Regional Science Association.

Puga, D. [2002]. ‘European Regional Policies in Light of Recent Location Theories’. Journal of Economic Geography, 2, pp.373−406.

Resmini, L. [2002]. ‘European Integration and Adjustment in Border Regions in Accession Countries’. European Regional Science

Association, Conference paper.

�Sadowski, R. [2004]. Wspó praca trans−graniczna na nowej granicy wschodniej Unii Europejskiej. Osrodek Studiów Wschodnich,

Prace OSW.

Sala−i−Martin, X. [1996]. ‘Regional Cohesion : Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence’. European Economic

Review, 40, pp.1325−1352.

２８５ポーランド東部国境地帯のユーロリージョン（１）

－１５９－



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


