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研究成果の概要： 
 タイの農村地域からの国際結婚移動、ラオス農村地域からタイへの国際人口移動が近年増加

していることを確認した。タイ農村地域からの国際結婚移動は労働移動の側面が強いことをド

イツ在住のタイ人女性、送り出し地域の残された家族へのアンケート調査、インタビュー調査

から明らかにした。こうした国際人口移動がタイ農村地域でなお多いのは、国内の工場の立地

分散が十分に進まず、依然としてタイ国内の経済格差が縮小していないことと関連している。

一方、近年、電気が来て外部に関する情報が増加したラオス農村地域では、タイへの国際人口

移動が若年者を中心に急増しており、彼らは十分な学校教育よりもタイへの出稼ぎを重視して

いることは、長期的には問題があると考えられる。 
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１．研究開始当初の背景 

ヒト・モノ・カネの移動の自由化が近年急
速に進展している。そのなかで、新たな地域
格差も生じていると考えられる。人口移動研

究においては、これまでは先進国を中心にグ
ローバル化のなかでのヒトの動きが研究さ
れてきた。途上国から先進国への人口移動に
ついても、受け入れ側の先進国側の視点から
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の研究が主流である。しかしながら、グロー
バル化と人口移動の関連を考えるためには
途上国の状況もよくみる必要がある。途上国
から先進国への人口移動にも様々な形態が
あり、また途上国間にも経済格差があるなか
で、より貧しい途上国から相対的に豊かな途
上国への人口移動も増加している。本研究で
は、グローバル化の影響を、人口移動を通し
て、途上国からみることを大きな目的として
いる。 
 
 
 
 
２．研究の目的 
具体的な研究目的は以下のように整理さ

れる。 
 
(1)タイの農村地域では近年、国際結婚が増
加している。タイの周辺地域から先進国への
女性の国際結婚移動について、送り出し側と
受け入れ側の先進国の両方で実態調査をお
こない、国際結婚移動がとくに送り出し地域
にとってどのような意味があるのかを明ら
かにする。 
 
(2)農村地域を後背地とするタイの地方都市
では、近年、大型ショッピングセンターが多
く建設されており、農村居住者の購買力が上
昇していることが示唆される。この原因とし
て、国際労働移動や国際結婚移動の増加が考
えられる。タイの地方都市の購買力上昇とそ
の背景を明らかにすることが本研究の第２
の目的である。 
 
(3)1980 年代後半から経済成長が続いたタイ
においても、農村地域からの国際人口移動の
送り出しは、労働から結婚へと形態を変えな
がら依然として続いている。近年のタイ国内
の地域格差、国内人口移動の状況を検討する
ことが本研究の第３の目的である。 
 
(4)ラオスからタイへの国際労働移動も近年
急速に増加している。タイの隣国、ラオスは
一人あたり GDP がタイの６分の１程度であ
り、タイでの労働によって得られる収入はラ
オスの人々に大きな意味を持つ。ラオス農村
地域での実態調査を通じて、ラオスからタイ
への国際人口移動の実態を明らかにすると
ともに、その背景、移動による村や地域経済
の変化を見ることが第４の目的となる。その
際、タイ政府の外国人政策についても調査す
る。 
 
 
 
 

３．研究の方法 
目的(1)について、タイからの国際結婚移動

の目的地として重要な国の一つはドイツで
ある。ドイツにおいて、ドイツ人と結婚した
タイ人にアンケート調査、インタビュー調査
をおこない、国際結婚をした理由、タイの家
族との関係の調査をおこなう。一方、タイに
おいても、娘を結婚によって外国に送り出し
た世帯へアンケート調査をおこなった。 
 
 目的(2)に関して、タイの地方都市であるコ
ンケンとウドンタニの大型ショッピングセ
ンターでの購買行動を観察し、買い物客の属
性を調査する。また、農村地域からの買い物
客にインタビュー調査をおこなう。 
 
 目的(3)に関しては、タイの人口統計の個票
データなどを利用し、国内人口移動の状況を
みるとともに、経済統計で地域間経済格差の
動向をみる。また、チェンマイとその近郊の
工場団地での聞き取りを通じ、近年のタイ人
労働者の状況を明らかにする。 
 
 目的(4)については、ラオス中部の農村で、
世帯を対象に、人口動態、人口移動、労働、
農業などに関するアンケート調査をおこな
い、ラオス農村部からタイへの国際人口移動
増加の要因を検討する。 
 
 
 
 
４．研究成果 
 
(1)タイ農村部における国際結婚の増加の背
景には、①受け入れ地域の経済状況の変化に
よって、国際労働移動に出ることが困難にな
ってきた。②携帯電話やインターネットの発
達により、国際結婚の情報を収集したり、結
婚後にタイの家族と連絡を取ることが容易
になった、ことが挙げられる。ドイツにおけ
る調査、タイの送り出し世帯の調査の結果、
国際結婚移動は労働移動の側面が強く、移動
者も、送り出した家族も、仕送りをおこなう
ことを当然のことと考えている。 
 
(2)タイの地方都市の大型ショッピングセン
ターの買い物客を調べると、当該地方都市住
民だけでなく、周辺の農村地域からの買い物
客が多く、そうした農村地域からの買い物客
はショッピングセンターから商品を仕入れ、
村で小売りをおこなっていることが多い。こ
れには、国際人口移動でこれまで以上の現金
収入を得るようになった農村住民の存在が
関連していると考えられる。 
 
 



 

 

(3)タイ国内の地域間経済格差を見ると、タ
イの東北部は依然として他地域より貧しく、
格差は縮まっていないことがわかった。タイ
国内においては、かつてのようなバンコク都
一極集中ではなく、中部タイ諸県への人口移
動が著しく増加しており、中部タイへの雇用
の分散は確認できる。ただし、東北タイでは
依然として雇用機会は不十分であり、このこ
とが海外への人口移動と関連していると考
えられる。 
 
(4)ラオス農村の調査から、調査村では 2000
年以降にタイへの出稼ぎが急増しているこ
とが明らかになった。2000 年に電気が通じた
調査村では、それ以降、テレビやトラクター、
オートバイの購入、タイへの出稼ぎが急増し
た。電気が通じることでグローバル化の影響
が急激に見られるようになった。子どもたち
の多くは学校教育に関心を示さず、タイへの
出稼ぎに大きな興味を持っており、小学校修
了を待たずにタイへ向かう子どもも少なく
ない。 
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