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分離独立紛争問題の解決と制度との関係
―インドネシア・アチェを事例に―
市倉 英和
１．はじめに
インドネシア共和国の最西端に位置するアチェ州では、1980 年代から 90 年代にかけて中央政府
と反政府勢力との間での武力を伴う紛争が継続的に発生していた。その後、1998 年のいわゆる「民
主化」によって大幅な政治的自由を享受できるようになった反政府勢力はインドネシアからの分離
独立を広く訴え、アチェ州内では、その主張への支持が急速に拡大していった。
こうしたいわゆるアチェ紛争における分離独立問題の解決法に関し、そもそも分離独立は紛争本
来の目的ではなく、この紛争の一義的な問題は経済問題（特に、中央－地方間の経済的格差・不平
等性）であったとして、同紛争は経済的処遇の充足を中心に考えれば解決可能であり、分離独立運
動は経済的厚遇を獲得するための手段に過ぎなかった、とする見方がある1。本稿も、アチェ紛争の
起源がインドネシアからの独立を求めたものではないという立場に立つ。
しかし、
だからといって、
紛争解決が経済的処遇の充足だけで達成される、との立場には立たない。そうではなく、1998 年の
政変以降勢いを増した分離独立を要求する運動は、単に経済的な利益を求めて中央に反旗を翻した
集団による運動ではなくなっており、もはや、独立を視野に入れた運動に変質していたとの立場を
取る。
また、このことは、アチェ紛争を単に経済的利権をめぐってこじれた中央－地方関係であると見
なしその様相を分析する、という方法は不十分であるという立場を取ることをもまた意味する。そ
れは、そのような分析では、アチェがインドネシアから離脱しないという前提、言い換えれば、中
央政府主導の下に構築された中央－地方関係に基づいてアチェ州内の諸政策が実行されるという前
提、が自明のものとして考えられているからである2。しかし、分離独立要求を真剣な要求と捉えた
場合、それを訴える（諸）集団にとって、インドネシア政府によって導入、策定された政策を受け
入れることはそもそも自明のものではない。それは、言うまでもないが、彼らは反政府勢力であり、
1

「アチェとイリアン・ジャヤに導入された特別自治法は、これまで外資と中央が独占してきた資
源開発をめぐる利益配分を地方により厚くする内容を含む。中央政府は、アチェやイリアン・ジャ
ヤの分離独立を防ぎ、インドネシア共和国に繋ぎ止めるための手段として特別自治法を位置づけた。
一方、
［アチェ等の］州政府は、分離独立論をちらつかせつつ、資源をめぐる利益配分に関して中
央政府から大きな譲歩を引き出し、その代償として州内の治安維持と社会の安定により大きな責任
をもつことになったのである」
［松井（2002）
：225 ページ］
。
2 例えば、河野［2005］は、アチェ特別自治法［ナングロ・アチェ・ダルッサラーム［Nanggroe Aceh
Darussalam: NAD］に関する 2001 年第 18 号法（NAD法）
：後述予定］は制定されたものの、そ
の実施のために必要な州法の制定が遅れているために法自体の実効性が少ないと捉えている。また、
佐藤［2006］は、NAD法の実効性自体を論じているわけではないが、
「政府は……格別な文化社会
的・政治的独自性と財源配分を認める『特別自治』を提示して、独立派と折り合いをつける方針を
固めた」
［同：30 ページ］と論じているものの、政府の提案と、紛争のもう一方の当事者である反
政府勢力の要求との間で、はたして本当に「折り合いが付く」のかどうかについては触れていない。
1

そのような（諸）集団にとって、インドネシア政府への帰属は絶対的条件ではなく単に選択肢の 1
つでしかないため、当然、その政府からの要求も、彼らにとっては（最も極端な「独立」という選
択も含めた）数ある選択肢の中の 1 つに過ぎないからである。したがって、分離独立運動の勢いが
増大した地域における中央－地方関係を考察しようとする際には、中央政府による法の支配が国内
にあまねく及ぶという前提をいったん留保し、紛争当事者が法の承認に至る過程や、当事者間で承
認される（または承認を拒否される）法の内容を検討するという地点にまで戻って考察する必要が
生じてくるのである。
以下では、アチェ紛争を、分離独立を真の要求の 1 つとして掲げた集団（Gerakan Aceh Merdeka
（GAM）
：自由アチェ運動）とインドネシア中央政府との対立と捉え、両者の「中央－地方関係」
3の対立を緩和させる政治的枠組みの成立に必要な条件と、
各条件の相関関係について検討していく。

２．中央－地方関係を規定する政治的枠組み
治者と被治者との立憲的な相互抑制関係による国内秩序を、石田［2007: 2］は、
「どのような権
利をどのような主体に認め、どのような権限をどのような主体に与え、それをいかに担保するかを
事前に（ex ante）法的に確定することを通じて、治者（あるいは強者）の統治に対する被治者（あ
るいは弱者）の同意と、治者による被治者の権利の保障（治者の権力行使という観点から言い換え
れば、権力の抑制）との交換が成立する政体を組成し、その下で被治者による同意の撤回あるいは
治者による権力の濫用が事後に（ex post）生じるのを回避することによって保つ秩序」と論じてい
る。中央－地方関係においてそのような秩序を維持・コントロールするための政治的枠組み（以下
「統治制度」と呼称する）の種類として、本稿では、多極共存型、連邦制、単一制、の 3 タイプを
あげておく。
多極共存型の特徴は、①多元社会における主要な「区画（亀裂）
」の政治指導者たちの大連合、②
少数者利益保護のための、指導者間の相互拒否権（ないしは全会一致形式の採用）
、③各区画に対し
て官吏任命や政治的代表などを区画の大きさによって配分する比例制原理、④各区画が自立的に管
理するための自立性（
「柱状化」
）
、の 4 つである4。多極共存型の調整が機能するためには、主要な
区画（亀裂）がすべて政治勢力化していること、各区画の政治エリートが 1 つの国家を維持する意
志を持っていること、大衆レベルで区画間の接触が少ないこと、の 3 つが必要とされる5。
連邦制は、中央政府と地方政府の権限の及ぶ範囲がそれぞれ憲法に明記されており、それに定め
られた範囲の自治権や主権でさえ保持できるという点から分かるように、基本的には、中央政府と
地方政府との関係は対等である6。
単一制は、すべての分野において立法権を持つ 1 つの中央政府の存在が特徴である。地方政府は
中央政府に従属している形態を採り、地方政府の権限は中央政府からの委譲によって付与される。
したがって、権限の委譲をどの程度行うかについては、基本的には中央政府の決定に委ねられてい
る7。権限委譲は、中央政府が行政全般の効率化を目指すと共に行政の柔軟性の増大を求めるという

3
4
5
6
7

分離独立紛争を戦う特殊な中央－地方関係を意味するため、ここでは括弧付きにしている。
レイプハルト（1979）
：43 ページ。
岩崎（1998）
：465 ページ。
岩崎（1985）
：23 ページ。
同：24-25 ページ。
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点と、地方からの自治の要求に応えようとする点の 2 点をその理由としてなされることが多い8。
以上の 3 タイプは、それぞれ、多極共存型が中央−地方といった関係をそもそも設定できない形
態を採った統治制度（すべての地方代表がすなわち中央の代表のため）
、連邦制が中央−地方関係を
平等とする統治制度、単一制が中央−地方関係を不平等に設定し、中央の権限が地方のそれよりも
必ず大きく、地方は中央の決定に従属するというタイプの統治制度、とまとめられる。

３．分離独立運動9とは
分離独立運動とは、ある特定の領域を実効的に支配する集団が、その領域の法的支配権を持つ国
家による統治を拒否して独自の国家を創設することを目指す運動である。運動はその後武力紛争に
発展する場合が少なくないが、
少なくとも運動が開始される段階では武力紛争は必要要因ではない。
分離独立運動は、最低でも、領域、中央政府への不満、運動のアクター、の 3 つの要素がなけれ
ば始まらない。
領域は運動の単位であり、目標実現の客体でもある。また、民族の亀裂と領域とが重複した場合
は、民族の亀裂に沿った運動が展開される可能性が高いが、重複しない場合は民族の亀裂とは関係
のない運動が組織される。したがって、運動の構成アクターがある特定の民族を基盤とした集団で
ある必要はない。
中央政府への不満は、運動を開始させる動機であり、継続させる原動力でもある。不満の原因は、
政治的・経済的差異、貧困、差別的扱い、などである。特に、差別や貧困と結びついた経済的不平
等は政治的権利拡大の要求と相関している10。このほか、政府（警察・軍）による重大な人権侵害
も、運動を開始させ、または継続させる原動力となりうる。こうした経済的・社会的不利益がある
特定の民族に向けられれば、その民族は民族集団を運動単位にして運動を開始するし、ある特定の
領域（行政単位）に向けられれば、たとえ当該領域がある特定の民族で占められていなくとも、領
域内の住民は、集団内で共有されている被害意識を基にして運動を組織する。
運動のアクターは、文字通り、運動を推進する主体である。アクターは、先述したが、一民族単
位で構成される必要性はない。運動のアクターが出現しやすい条件は事例によって異なるが、大方
の場合、運動を展開できる（抑圧が少ない）空間があり、住民の動員が可能なシンボル（歴史、言
語、文化など）を調達しやすい地域では、運動のアクターは出現しやすいと思われる。

４．インドネシアの統治制度
４.１ 連邦制の始まりと終わり
1947 年 3 月、
インドネシア共和国側が妥協する形で、
インドネシアと旧宗主国オランダとの間に、
1949 年末までに「インドネシア連邦共和国」を創設することで合意したリンガジャティ協定が発効
8

同：26 ページ。
分離独立運動と民族紛争は重なる部分が多いが、同じではない。それは、民族紛争が、
「民族」が
紛争当初からアジェンダとして当事者間で認識された上で生じるのに対し、分離独立運動の場合、
「民族」という要素は、運動開始後に付け加えられたり、場合によれば新たに創造されたりするこ
ともあるからである。また、分離独立運動はある国家からの独立を目的とした運動であるのに対し、
民族紛争は必ずしも国家からの分離独立を目指して行われているというわけではない。
10 Gurr (1993): 188.
9
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する。しかしオランダは、その交渉の最中にすでに東インドネシア国と西ボルネオ国の「建国」に
協力していた11。オランダの意図は、ジャワ、スマトラ以外にあってオランダの影響力の強い周縁
地域に自治を与え、それらを、インドネシア連邦共和国の構成国の 1 つとなるインドネシア共和国
と同等の地位におくことで共和国を牽制するという「分割統治」にあった。
1948 年 1 月、先のリンガジャティ協定を確認する意味も含めた、主権委譲のための協定であるレ
ンヴィル協定が調印される。しかし、インドネシア共和国内でマディウン事件12が発生した時の混
乱に乗じ、オランダが「警察行動」を発動した結果、インドネシアとオランダとの間で武力衝突が
発生する。国連が再び仲介に入り停戦を勧告するが、オランダがこれを無視したため、態度を硬化
させた安保理は、オランダに対しインドネシアとの和平協定締結を強く促した。その結果、1949
年のハーグ円卓会議から同年 12 月の主権委譲へと移行することになった。インドネシア連邦共和
国の誕生である。
しかし、連邦共和国が成立した直後から、これまで政治犯として収監されていた単一共和国13支
持者がインドネシア各地に帰還し始めると、連邦構成国家内などでは共和国支持者が次第に勢力を
増してきた。それに伴い、1950 年 3 月頃から徐々に連邦構成国家と共和国とが統合し始め、同年 5
月には、最後まで連邦構成国家として残っていた 2 地域（東インドネシア14、東スマトラ）も共和
国と統合された結果、連邦共和国は解体し、インドネシア共和国という単一制国家が改めて樹立さ
れた。
連邦国家解体時に首相の座にあった、独立の父の一人であるハッタは、後年、インドネシアにお
ける連邦制について次のように語っている。
「実際、連邦システムは［当時のインドネシアのような］
。連邦
非常に分裂した群島に対しては適したシステムで、統一感情を強化すると期待されていた15」
共和国憲法はきわめて民主的で、
基本的人権や自由権の保証などが明確にかつ詳細に記されていた。
地方政府と中央政府との関係は憲法で明記され、地方政府は立法権も保持し、十分な自治を得てい
た。具体的には、立法権については連邦が関与しない範囲で、行政権については外交、防衛、貨幣
単位、外国為替など以外で、司法権については連邦裁判所以外で、すべて地方政府に権限が委譲さ
れていた。また、連邦構成国の予算についても、連邦憲法は連邦政府の干渉を一切認めておらず、
「蘭領東インド［ママ］政府による［連邦制移行へ
警察権も地方政府に委ねられていた16。しかし、
の］方法とタイミングが連邦制という考え方に対する反感を生んでしまった17」ため、連邦制は放
棄されたという。
当時の最高指導者の一人も高く評価していた連邦制が、その評価に反して短命に終わった原因は
何だったのか。そもそも連邦制は、当初は単一制国家の樹立が目的だったにもかかわらず、主権委
11

永井（1986）
：83 ページ。
インドネシア国外に逃亡していたインドネシア共産党員が、共産国家樹立のため、インドネシア
共和国に対しクーデターを起こした事件。
13 単一制に基づくインドネシア共和国のこと
14 たとえば、東インドネシア国では、オランダ植民地時代からキリスト教徒が多く親オランダ感情
が強かった。独立戦争時も、アンボン、トラジャ、ティモール出身者の中に、オランダ軍に参加し
て共和国軍と戦ったものが多かった。これらの軍人は、共和国へ統合すると待遇が旧オランダ軍時
代よりも悪くなること、イスラーム教徒で左翼急進派のジャワ人によって支配されること、などの
理由から、共和国への統合に反対していた。
15 Feith (1962): 72.
16 日本国際問題研究所インドネシア部会編［1972］インドネシア連邦共和国憲法の部、を参照。
17 Feith (1962): 72.
12
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譲過程でオランダに連邦制国家創設を事実上強要された結果成立した統治制度にしか過ぎない。そ
こへ、インドネシア連邦共和国発足当初に、オランダによって投獄されていた単一共和国支持の政
治犯らが連邦各国内に戻ったことで「共和国化」が促進された。また、オランダによる「警察行動」
でインドネシア共和国自体が侵略され、独立が危ぶまれた事態に遭遇した結果、同国首脳部は、オ
ランダの提案する統治制度はすべてインドネシアを再植民地化するための方策に過ぎない、という
猜疑心を持つようになった。さらに、統合を拒む連邦構成国に対し、共和国側が真偽の怪しい理由
をつけて各国首脳を逮捕していき半強制的に統合を行ったことも、
「共和国化」を促した原因と言え
よう。
４.２ 単一共和国成立以降
連邦制から単一制国家になった結果、地方政府が保持していた独立立法権や自主財源確保の自由
などは失われることとなった。さらに、地方代表の選出の面でも自治権の大幅な低下が次第に顕在
化していった。
独立初期における州知事の選出は、各地方の地方代表評議会がその地方の州知事候補を何人か選
出し、その後、その中から中央政府が 1 人を選ぶというシステムだった。しかし、次第に中央政府
が法の抜け穴を利用して、評議会の選出候補を無視して州知事を任命するようになった。しかも、
州知事は着任する州の出身者ではなく、たいていはジャワから送られてくる官吏だった18。自らの
代表を自由に選出できないことで、地方の不満は膨らんでいった。
単一制になって以降、ジャワ出身者が中央、地方の要職を占めるこのような例が次第に増加し始
め、彼らを治者とする中央集権型統治制度が整いつつあった。その反面、地方は依然として自治指
向を強く残していたにもかかわらず、地方自治制度は未整備、地方税制は未確立、という状態だっ
た。さらに、天然資源を産出する一部の地方では、産出品を輸出するなどして得た利益が国庫へ吸
い上げられ、地方に還元がないため、常に地方財源が不足するという問題も抱えていた19。
地方軍部はこうした状況を憂慮し、1956 年を境に各地で軍事クーデターを起こした。要求はいず
れも、国政刷新（中央集権制の廃止）
、地方分権の拡充、汚職議員の排除、などだった20。しかし、
これらのクーデターが、いずれも交渉による条件獲得闘争ではなく、当時のスカルノ政権への挑戦
という姿勢で臨んだことから、武力を用いた鎮圧の正当化を国軍にさせてしまったため、結果的に
は、その後の非常事態宣言と「指導される民主主義」導入という、地方にとってはさらなる「非分
権化」への道を開いてしまう結果となった21。
その後のスハルト政権下では、1974 年に 1974 年第 5 号法が制定されたことにより、地方の行政
執行者任命権が完全に中央の管轄下に入るとともに、地方議会の権限の及ぶ範囲が著しく縮小され
た。このため、議会の存在は形骸化し中央集権化が進んだ一方で、他方では、地方の政治的自由は
失われた。また、1985 年までに社会の非政治化が漸進的になされた結果、地方の不満を中央に訴え
るための公的チャンネルは機能しなくなっていった22。
単一制中央集権型の統治制度の下では、地方は自治権を享受できない不満が蓄積していった。他
Kahin (1999): 168-169.
永井（1986）
：211-212 ページ。
20 同：214-216 ページ。
21 Kahin (1994): 207.
22 訴えても、汚職等で公的チャンネルが機能しなかったため十分な結果が得られなかったり、時に
はそれが「政治的行動」と解釈され、政治犯として抑圧の対象となったりした。
18
19
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方、中央政府は、話し合いや妥協といったいわゆる「民主的」な手段を通じてではなく、抑圧や搾
取といった強権的な手段によって地方を統制する方向へと変化していった。こうして、中央と地方
との間に、自治に対する考え方に相違が拡大していった。
４.３ 統治制度変更の際の議論
1998 年のいわゆる「民主化」後、当時の大統領 B.J.ハビビ主導の下、地方分権を進める法律の
策定が急がれ、翌 1999 年、
「地方政府に関する 1999 年第 22 号法」
（以下「99 年第 22 号法」とす
る）と「中央−地方政府間の財政均衡に関する 1999 年第 25 号法（以下「99 年第 25 号法」とする）
が制定、施行された。それぞれ、前者ではおもに中央−地方間の政治・行政関係を、後者では中央−
地方間の財政・経済関係を規定し、前者は地方分権に対する不満を、後者は経済的不平等に対する
不満を、それぞれ地方から解消する役割を担っていた。
そのような地方への広範な分権を控えたその頃のインドネシアでは、統治制度の変更、特に「単
一制か連邦制か」をめぐる議論が熱を帯びていた。
連邦制を求めていたグループ23は、連邦制を再び導入することで、中央政府からの干渉を極力小
さくできる環境を地方は手に入れられ、その結果、地方分権を拡充できると考えた。また、これま
で国内の安定を維持するという命題のために「単一性（Kesatuan）
」という点にこだわりすぎ、中
央政府の意向ばかりを反映して地方の多様性を考慮していなかった結果、国内各地で分離独立運動
が興隆したとの認識の下、分離独立運動勢力との融和をはかりインドネシアの「統一（Persatuan）
」
を維持するためには、今後は連邦制が必要であると訴えた24。
それに対し、単一制を求めていたグループ25は、連邦制導入によって再び国家分裂が促進される
（独立直後のオランダによる「分割統治」を想起させる）ことに対して懸念し、また、連邦制によ
り中央からの補助金が減ると貧しい地方への影響が大きくなる、などの理由を挙げて、連邦制導入
に反対した。
結局、
「民主化後」のインドネシアでは単一制の継続を求めるナショナリストの方が力を持った
ため、連邦制が憲法上導入されることはなかった。ただ、2001 年にアチェ、パプア両州に対して適
用することを目的とした特別自治法が制定され、それにより両州の自治の範囲が政治、経済、社会
全ての面で広がったことにより、名目上はともかく、実際の姿は単一制から連邦制の方向へと少し
ずつ動き始めている。また、2006 年 7 月に制定された「アチェの統治に関する 2006 年第 11 号法」
（以下「アチェ統治法」とする）策定の際も、
（地方政党の設立をアチェのみに認めることを中心に）
これまでにないほど地方分権へ踏み込んだ内容だったため、
1999 年時と同様の反対が国会などで見
られた26。
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これまで中央政府から経済社会的に搾取や抑圧を受けていた、たとえば東カリマンタン州やリア
ウ州などの地域の代表や、連邦制を支持する学者ら。
24 「Kesatuan」は、ただ 1 つになるというという意味。
「Persatuan」は、いろいろなものが寄り
集まって（統合して）1 つになるという意味。換言すれば、前者は構成主体の性質が消滅して単体
を構成するのに対し、後者はそれぞれの構成主体の性質を残したままの状態で 1 つとなる［Anhar
(2000): 147］
。
25 軍や保守系政党（たとえば闘争民主党（PDI-P）
）など。
26 「最も恐れていることは、我々は再び（次々と地方が離反していく）あの連邦制へと戻り始めて
いるのではないか、という点である」
［The Jakarta Post, February 17, 2006］
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５．アチェ紛争の背景
分離独立運動と呼ばれる運動の起源はさまざまだが、基本的には、住民が、環境的、社会経済的
負荷に見合うだけの利益が得られない場合、不満が増大、蓄積され、運動へと転化する。ここでは、
分離独立運動について述べた際に言及した要素のうちの 2 つ（アクター、動機）を用いて、アチェ
紛争の背景を概観する。
アチェにおける分離独立運動の主要なアクターはGAMと一般に称される集団である27。彼らが登
場してきた背景には、アチェにおけるこれまでの政治的アクター（ウラマー28とテクノクラート）
が、前者は中央政府の施策により政治力を奪われ、後者は住民に対し虚偽の公約を訴えたため信頼
を失い、それぞれ弱体化したことが契機となって、住民の間に蓄積した不満を吸い上げる異議申立
機関がGAM以外になくなってしまった、という事情があった。それに加え、1985 年以降、あらゆ
る団体の政治活動は政党以外一切禁じられ、政党も村や町には支部を置けなくなっていた。その結
果、住民の要求や不満を直接表明する、もしくは解消する政治空間や政治的機会が失われていった
ことも、GAMが政治勢力として台頭した理由の 1 つである29。
分離独立運動組織（主として GAM）の活動の動機は、1980 年代初頭から人々の間に現れてきた
数々の不満が元となっている。それらは、アチェで産出される天然資源から得られる利益（経済的
利潤や、地域住民のための労働市場の拡大）がほとんどアチェに還元されないこと、天然資源開発
に伴う住民の生活環境の悪化が一向に改善されないこと、中央政府がアチェに対し「特別自治州」
という権利を付与しておきながら、1974 年第 5 号法により、イスラーム的価値観を基にした教育
や宗教活動を行う自由に対し厳しい制限を設けたこと、などであり、活動の主目的はそうした不満
を解消することだった。
ところが、
1990 年代に入ってから、
GAMによる武力闘争に対し、
中央政府がアチェ特別州をDOM
（Daerah Operasi Militer：軍事作戦地域）に指定し、インドネシア国軍を使った掃討作戦を 1998
年まで行った。この間に軍や警察による深刻かつ大規模な人権侵害が一般住民に対して行われた結
果、人々の間にGAMへの支持が拡大し、それに伴い、新たに分離独立という主張も広範に受け入
れられるようになっていった30。さらに、1998 年の「民主化」後も軍・警察による人権侵害が一向
に減少しないことを理由に、GAM等による分離独立運動がさらに活発化した。
以上のように、1980 年代後半のアチェでは、住民の間に、自治の不足と経済的不平等という 2
つの不満があった。しかし、公的異議申立機関が機能せず、かつ、その多元化も禁止されたことに
より、分離独立運動組織が住民のそうした不満を受け付ける唯一の役割を担うようになったと考え

1988 年の「民主化」後のアクターとしては、GAMの他に、もともとはアチェにおける平和的な
紛争解決手段のために住民投票の実施を求める運動を展開した集団で、大学生や若者を中心にして
結成されたSIRA（Sentral Informasi Referendum Aceh：アチェ住民投票情報センター）などの
NGOが加わった。同組織は、アチェの分離独立を志向していたわけではないが、投票の選択肢に独
立を含めたため、住民投票への呼びかけを通じて結果的に分離独立運動活発化に寄与した結果とな
った。
28 イスラームの学者・宗教指導者層を指し、現実の社会においては学者、教師、裁判官、説教師、
礼拝の導師、モスクの管理者など。
『イスラム事典』平凡社（1982 年）
。
29 Kell (1995): 59.
30 DOM時代から民主化後までの軍・警察による人権侵害の実情を詳しく報告している資料として、
ヒューマン・ライツ・ウォッチ［Human Rights Watch (2001)］
、Tapol［2001］がある。
27
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られる。こうして、1989 年、GAMはアチェ住民の支持を得て蜂起した31。そして、1990 年代に入
り国軍・警察による人権侵害がひどくなると、住民の間には、これまでの 2 つの不満に加え、人権
侵害に対する不満も蓄積されていった。GAMは、そうした不満を運動の資源としていったのであ
る。

６．紛争解決のための 2 つの法律―その違いについて
アチェ紛争解決のために制定された法律は、2001 年 7 月に制定された「ナングロ・アチェ・ダ
ルッサラーム［Nanggroe Aceh Darussalam: NAD］に関する 2001 年第 18 号法」
（以下「NAD 法」
とする）と、2006 年 7 月に制定されたアチェ統治法の 2 本がある。
以下では、この 2 本の法律に関し、主として自治に関する点と国軍・警察による人権侵害の解消
という点32を取り上げて比較し、その違いについて概説する。
６.１ NAD 法
自治権の範囲について、州と県／市との間でどの程度差がついているかは、NAD法だけでは分か
らない。別途定められる法律を参照する必要がある。地方政府が分権後に責任を負う分野も同様に
不明である33。
首長選出の過程については、州・県・市それぞれの首長はすべて 5 年に 1 回行われる直接選挙を
通じて住民により選出される（第 12 条第 1 項；第 15 条第 1 項）
。なお、首長となる者の（インド
ネシア国内の）出身地の制限については明記されていない。
国軍・警察関連の規定としては、国軍・警察による人権侵害が著しかったことを考慮し、州警察
に関する条項のみが明記されている（第 21 条、第 22 条）34。第 21 条では、州内の治安政策の調
整やその実施は州警察長官によってなされるとされている。また、第 22 条では、州内で士官、下
士官、下級警官を選考する場合は州警察が担当すること、アチェにおける下士官、下級警官への基
礎教育・訓練はアチェに合ったカリキュラムを利用し
（士官の教育はインドネシア国家警察が行う）
、
終了後は州に配属とすること、州外から士官、下士官、下級警官をアチェへ赴任させる場合は、任
地の法、文化、慣習法などに留意すること、などを定めており、州警察の下部組織については州政
府寄りの姿勢を示していると言える。しかし、アチェ州警察はインドネシア国家警察の一部である
こと、州警察長官は国家警察長官に対して責任を負うこと、州警察長官任命は、州知事の同意のも
と、インドネシア国家警察長官によって行われること（退任の場合は国家警察長官のみの承認で済
む）
、とも明記されている。このことは、同法によっては中央からの州警察への干渉を完全に排除で
きない状況を示唆する。
その他の政治・行政関係の自治権としてあげられるものは、１）アチェのシンボルを掲げること
GAM結成初期の 1977 年にも、一度GAMは決起したことがある。その時は住民の支持は全く得
られず、決起行動は治安部隊によって速やかに鎮圧された［Kell (1995): 65-66］
。
32 既述のように、アチェ紛争の動機は、自治不足、経済的不平等、人権侵害の 3 点であるが、経済
的不平等に関しては後述（第 7 章）の通り、99 年第 25 号法からほとんど変化がないので、ここで
は特に取り上げず、それ以外の 2 点について取り上げることとした。
33 これらについては、同法第 3 条第 2 項に、州の権限については別途法律によって定める、とある
ため。
34 軍の権限を定める規定は同法では特に設けられていない。
31
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（第 8 条。ただし、州の主権を主張する旗などとして利用しないことが条件）
、２）イスラーム法
裁判所の設置、州内の裁判におけるイスラーム法の運用、同裁判所の管轄（第 25 条、第 26 条）
、
などである。シンボル掲示についてはアチェ・ナショナリストへの配慮を、また、イスラーム法施
行に関してはアチェがイスラーム色の濃い地域であることを考慮して、それぞれ明文化されたこと
がうかがえる。
６.２ アチェ統治法
自治権の範囲については明確に規定されている35。政府36は、国政の性格を有する問題、外政、国
防（pertahanan）
、治安(keamanan)、司法、国家金融・財政（moneter dan fiskal nasional）
、宗
教部門における諸問題、を扱う（第 7 条第 2 項）とした上で、上記権限の行使にあたっては、政府
自身が実行するという選択肢の他に、中央政府の権限の一部をアチェ政府と県・市政府に譲渡する
（同条第 3 項b）ことや、中央政府と（または）中央政府機関の代表として、州知事に対し権限の
一部を委任する（同条第 3 項c）ことなどが明記された。また、政府はアチェ政府等が実行する案件
に対し規範や基準、手続、指揮監督について規定する権限を有するが、それらはアチェ政府等の地
方政府の持つ権限を減じることはない（第 11 条第 1 項、第 2 項）と明記された。
首長選出過程については、州・県・市長などは 5 年に 1 回行われる直接選挙を通じて選出され、
再任は１度できる（第 65 条第 1 項、第 2 項）と定められた。また、立候補に際して、候補者のペ
ア（正副首長）は、
・
［全国］政党又は同連合、
・地方政党又は同連合、
・
［全国］政党と地方政党の連
合、
・個人、のいずれかから登録されることとなった。
地方政党については、今回のアチェ統治法の「目玉」である。もちろん、NAD 法にはそれに関
する規定記載は全くない。
地方政党に関しては第 11 章（第 75 条～第 95 条）に記載されている。主な点として、アチェ住
民は地方政党を成立することができること（第 75 条第 1 項）
、地方政党は、党員の 30％以上が女
性となるような形で、
アチェに常住する21 歳以上インドネシア共和国市民50 人以上を持って設立、
構成されること（第 75 条第 2 項）37、アチェ常住のインドネシア国民で 17 歳以上か既婚者であれ
ば、男女を問わず地方政党員になることができること（第 83 条）
、などのほか、地方政党が有する
権利・義務（第 80 条、第 81 条）や地方選挙（知事選、州議会選等）に関する規定（第 89 条）
、な
どが記されている。
地方政党に関する記述の中で印象的な点は、地方政党に対する中央政府の「縛り」が強いという
こと、つまり、地方政党がパンチャシラやインドネシア憲法の原則に反するものであってはいけな
いと、ほぼ同様の内容で少なくとも 5 回は繰り返し書かれていることである38。これらは全て、ア
35

以下、遠藤［2007］で訳出されている場合はその訳を用い、必要に応じて、原文を参考に筆者が
一部変更を施した。また、遠藤［同］によって訳出されていない箇所は筆者の訳によるものである。
36 インドネシア中央政府のこと。以下同。法には「政府（Pemerintah）
」と記されている。
37 遠藤（2007）
：135 ページ。
38 ［以下、関係箇所のみを抜粋］第 77 条第 1 項：党の基本理念（asas）はパンチャシラおよび 1945
年憲法に反してはならない／第 78 条第 1 項：地方政党の一般的な目的（tujuan umum）は、a）
インドネシア 1945 年憲法序文にあるインドネシア民族の理想を具現化すること、b）単一国家イン
ドネシア共和国内での人民主権を最大限尊重しつつ、パンチャシラに基づく民主的な暮らしを発展
させることである／第 79 条：地方政党は、以下の目的のための手段として機能する。b：人々の幸
福・繁栄のためのインドネシア民族の統一性と全一性（persatuan dan kesatuan）のための良質な
環境を創出すること／第 81 条：地方政党は下記の義務を負う。a：パンチャシラを実践し、1945
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チェ地方政党が将来分離独立運動を主導することがないよう、独立運動の発生を予防するために設
けられた規定と考えられる。
軍・警察についての記述は、NAD法にはなかった軍の権限についての規定が盛り込まれているこ
とが特徴的である。国軍（第 202 条、第 203 条）については、インドネシア国軍は、国防と、法の
規定に従ったアチェ内のその他の任務にその責を負い（第 202 条第 1 項）
、単一インドネシア共和
国の統一や主権の護持のためにアチェ内で活動することもある（同第 2 項）と記されている。しか
し、その活動が具体的に何を指すか、または、その活動の範囲を誰が責任を持って決めるかについ
ては、この法だけでは明らかにはならない。また、国軍兵士がアチェ内で犯した犯罪はしかるべき
法に基づいて広く公に裁かれるとあるが（第 203 条第 1 項、第 2 項）
、裁判所の規定は特にない39。
警察（第 204 条～第 207 条）については、NAD 法の内容とほとんど違いはない。
その他については、アチェの独自性を象徴するものとして、NAD 法の州旗に加え、新たに紋章、
州歌を独自に策定できることになった（第 246 条～第 248 条）
。イスラーム法施行についても、NAD
法と本質的な違いはない。
以上、NAD 法とアチェ統治法とを、自治と軍・警察関係の 2 点に絞って比較をした。アチェ統
治法では自治権の範囲が明確に規定され、他に、地方政党の規定と国軍に関する規定が盛り込まれ
ている。ただ、国軍に関する規定では、MoU で合意された裁判所の規定（アチェ内で犯罪を行っ
た国軍兵士はアチェ州内の裁判所が審理する）が統治法には盛り込まれておらず、また、軍の活動
範囲についても解釈の余地を残す曖昧な規定のままになっているため、アチェ政府が軍に対して行
使できる権限を実効的に有することができるかどうかには若干の疑いの余地は残る。

７．2003 年にはなぜ法が機能しなかったか
2003 年の和平交渉が失敗に終わり、制度（NAD 法）が機能不全に陥った原因は何か。
そもそも、前提として、中央政府とアチェ州政府との間で NAD 法が施行されても、紛争が終わ
る確率は低いだろう。なぜなら、紛争の当事者はアチェ州政府ではなく、GAM だからである。中
央政府が策定した特別地方自治法を機能させて治安を回復させる（紛争を解決に導く）ためには、
紛争当事者である GAM の理解、承認が必要となるが、NAD 法策定にあたり GAM の意向を十分
汲んだ形跡はない。しかし、論理的には、たとえ紛争当事者の意向を全く無視しても、法案の内容
が偶然紛争当事者の意向と合致すれば、紛争当事者がその法案を理解、承認する可能性も（わずか
ではあるが）ある。そこで、法案の内容が紛争当事者に受け入れられるものなのかどうか、その点
を見てみる。
NAD法では、経済面でのアチェへの配慮がある程度はなされていたと考えられる。たとえば、第
4 条では、土地建物税、土地建物権利取得税、個人所得税、林業、鉱業、漁業、石油、天然ガスの
アチェ側の取り分が、それぞれ 90％、80％、20％、80％、80％、80％、15％、30％となっており、
99 年第 25 号法などで定められたものと同一であったが、石油とガスから得られる歳入については
工夫がなされていた。ここでは、もし一般交付税と特別交付税を交付された後でもなお歳入不足が
年憲法およびその他の法令を実行する。b：単一インドネシア共和国の一体性を護持する／第 82 条
第 2 項：地方政党が以下のことを行うことを禁ずる。a：パンチャシラ、インドネシア 1945 年憲法、
その他法令に反する行為。b：単一インドネシア共和国の一体性を危機に晒す行為。
39 2005 年 8 月に中央政府とGAMとの間で締結されたMemorandum of Understanding（和平合
意：MoU／以下同）の 1.4.5 には「アチェ内の裁判所で審理される」と書かれている。
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生じた場合、石油とガスの中央−地方関税配分比率のアチェ分をそれぞれ 55％と 40％にし、それを
同法施行後から 8 年間実施するとしていた（同第 4 項）
。さらに、同法施行後 9 年目からは、それ
ぞれの比率を 35％と 20％にすることとなっていた（同第 5 項）
。NAD法案特別委員会副委員長（当
時）のトゥンク・バイハキによれば、こうした結果、アチェは同州の収益のうち 85％を運用できる
権限を得ることになるという40。
アチェ分離独立運動がそもそも経済的不満を動機として発生したという歴史を考えれば、もし、
運動の動機のうち経済的不満の占める割合が高ければ、経済的不満を解消する可能性の高い同法が
その不満をほぼ解消するわけであるから、
同法は GAM におそらく理解、
承認されていたであろう。
しかし、アチェ紛争は終息しなかった。それは、すでに分離独立運動が、経済的不満だけを動機
として行われているのではなく、また、単に中央政府を揺さぶってよりよい経済的条件を引き出す
ための手段として用いられているわけでもない可能性が高いからである。つまり、文字通り、究極
的には完全な政治的自由の確保（独立もしくはそれに匹敵するような大幅な自治権の確保）も、経
済権益の確保と同様、GAMが達成すべき主たる目的の 1 つになっていたからだと考えられるので
ある。アスピナルとクラウチは、NAD法が、地方政党を許可せず（したがってGAM支持者が政党
を設立することもできず）、さらに、州内に駐留する多数の国軍兵士の存在や、軍・警察などによ
る過去の人権侵害についても特に規定がなかったため、GAMやその支持者に対し闘争を諦めさせ
るよう促すには程遠い内容だったと分析している41。GAMによる分離独立運動では、アチェの政治
的自由の獲得という「もう 1 つの目的」が、すでにかなり高い価値を持っていたのである。
もちろん、2003 年の和平交渉が失敗に終わり、制度が機能不全に陥った原因は、法案の内容だけ
にあるのではない。問題は、
「NAD 法を話し合いのスタート地点にする」という表現をめぐる中央
政府と GAM との間の解釈の違いにもあった。
GAMは、
2002 年 12 月に一度はNAD法を受け入れ、
武装闘争の一時的な停止にも合意している。
しかし、その受け入れは、NAD法はあくまで「包括的な話し合いに向けた」スタート地点という解
釈に基づいた上でのものであり、GAMにとって次に目指すは、民主的に選出された、インドネシ
ア・アチェ内での政府の樹立であった。GAMにとって、自由で公正な選挙の実施とは、独立を支
持する候補者や、おそらく「GAM党」も参加するであろう、アチェの将来の地位に関して行われ
る住民投票と、同義だった。また、GAM指導層は、今後の包括的な話し合いの場において、NAD
法の内容の一部を拒否する権利もあると見ていた42。
ただ、既述の通り、NAD法には地方政党を許可する項目は盛り込まれていない。当時の法体系で
は、選挙に参加するためには、中央政府から全国政党としての登録を受けなくてはならなかった。
その基準は、全国の半分以上の州に執行部を有するというものであり43、事実上、地方でしか支持
を得られない政党や政治集団は地方政治にすら参加できない状況だった。GAMは、そうした状況

40

Tempo Interaktif, July 2, 2001.

41 Aspinall and Crouch (2003): 26.
42

Ibid: 37.

43 1999 年第 3 号法第 39 条（総選挙への参加要件）で、政党は、インドネシア全州の 2 分の 1 以上

に執行部を有し（第b号）
、第b号にいう州の全県／市の 2 分の 1 以上に執行部を有することが要求
されていた。なお、1999 年当時は各政党とも結成から日が浅かったために十分な準備期間がなく、
この基準を満たすことが困難だったため、1999 年総選挙に限り、インドネシア全州の 3 分の 1（当
時は 9 州）に執行部を有し、そのうちの全県／市の 2 分の 1 に執行部を有していれば、総選挙への
参加資格が与えられた（第 82 条）
。
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を踏まえた上で、今後武装闘争から政治闘争へと軸足を移すための足がかりとして、NADを「スタ
ート地点」と捉えていた。
しかし、中央政府はGAMよる法案受け入れを「GAMは独立要求を取り下げた」と捉えていた。
したがって、政府・軍高官らは、GAMが独立運動を続けていることを、合意そのものを無にする
重大な違反であると考えた。さらに、インドネシア政府にとって、GAMが武装闘争を放棄し独立
要求を撤回するとした公約では不十分だった。政府の最終案は、a）GAMは単一インドネシア共和
国の枠組み内で、NAD法によって与えられた特別自治という地位を受け入れ、独立を求めないこと
に同意すること、b）武力闘争を止め、武装組織を解体し、規定された政治過程で政治に参加する
こと、というものだった44。つまり、インドネシア政府はGAMに完全な降伏を求めていたのである
45。

NAD 法受け入れと、それにまつわる暫定合意をめぐってこれだけ解釈に差があれば、正式な合
意に至るはずがない。結局、GAM は 2003 年 5 月に会談をキャンセルし、和平交渉は水泡に帰し
た。NAD 法も、結局はアチェでの紛争を止める役割は果たさなかったのである。
そうした事情に加え、さらに、交渉役となったNGOの力量不足により、紛争当事者双方が特に武
装解除の点で相互不信の念を募らせたことも、無視できない原因の 1 つと数えてよいだろう。アチ
ェでは、2002 年 12 月の暫定和平合意後は、本来ならGAM側は武装解除に応じ、国軍・警察は駐
留兵士の数を減らすはずであったが、国軍・警察による掃討作戦は止まず、武力衝突はなくならな
かった46。過去に国軍・警察から大規模で深刻な人権侵害を受けているアチェ（GAM）側が、そう
した掃討作戦が行われている間の武装解除を容認できるはずがない。しかし、仲介役となったHDC
（Henry Dunant Centre：アンリ・デュナン・センター［当時］
）は、十分な監視を行う力がなか
ったため、国軍の掃討作戦を阻止する有効な方策を持たなかった47。その結果、安全を脅かされた
GAM側は武装解除を拒否するため解除は進まず、中央政府（特に軍）は逆に、GAMの武装解除が
進まないことから、彼らを信用ならない交渉相手としか見なさないようになっていたのである。
以上のことを整理する。まず、今回のアチェ紛争の場合、経済的な側面の不満を充足させるだけ
では紛争解決には至らない。彼らは政治的自由の獲得を、経済的不満の充足と同等か、それ以上に
重要と考えていた。しかし、その重要性が法案には全く反映されていなかったため、闘争を終了さ
せるわけにはいかなかった。また、仲介役の NGO の力量不足により、武装解除の監視が十分行わ
れなかった。その結果、紛争当事者が相互不信に陥るという結果になった。それらに加えて、法案
をめぐる中央政府と GAM との思惑の違いが露呈し、最終的には、政府側が一方的に GAM に対し
降伏を要求した形となったことで、交渉が決裂した。

８．2005 年の MoU 成立の鍵

44 Aspinall and Crouch (2003): 44.
45

南フィリピン（モロ）のケースでは、フィリピン政府が反政府勢力の政治活動を許容し、反政府
指導者が自治政府のトップに着任することすら認めたことが、和平プロセス進展の一助となった、
非常に重要な要素だった。それに対し、アチェ和平プロセスでは、GAMを政治的袋小路に追い込
んでいたように見えた。反政府運動が独立の達成を目指すかどうかにかかわらず、政府高官らは、
アチェでの地方選挙の可能性を排除した［Ibid: 47.］
。
46 Ibid: 37-40; 山本（2007）
：142 ページ。
47 HDCによる仲介の失敗についてまとめられたものとして、Huber (2004)。
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2003 年の時と異なり、2005 年では和平合意が締結された。また、その後も目立った問題はなく、
2006 年 12 月のアチェ州知事他の選挙まで順調にきた。この違いは何に由来するのか。その点を簡
単に見ていきたい。
まず、津波の影響だが、これは今回の結果の原因ではなく、あくまで媒介変数として扱うべきだ
ろう。交渉は、津波後の「和解機運」の中で会談が始められたわけではない。2004 年 12 月以前に
すでに中央政府とGAM側は連絡を取り合っており、ちょうど 12 月に密かに会談するための準備を
始めていたからである48。ただ、甚大な津波被害を「利用」して交渉を進めていったことは否定で
きないだろう49。
MoU 成立の最大の鍵は、GAM 側が独立要求を取り下げることと、インドネシア政府が自治政府
としてこれまで以上の政治的自由を認めることをアチェに確約すること、これらの点で双方が合意
に達したことだろう。
これまで中央政府がGAMのアチェ独立要求を拒否し続けたことについては、国家として合理的
な選択をした結果だと思われるが、2003 年の和平協議では、地方政党の設立ですらも頑なに拒んで
いた。その理由として、地方政党設立によって、アチェにおけるインドネシアからの「遠心力」が
増大することを懸念していたからと考えられる。スペイン、ユーゴスラヴィア、旧ソ連の事例を比
較したリンスとステパン50によれば、国家が分裂する可能性が高くなる（もしくは、地方の中央か
らの離反が強まる）場合、①地方選挙が全国選挙に先んじて実施される、②全国規模の政治組織よ
りも地方単位の政治組織の方がより活動的となる、③政治的アイデンティティが地方レベルでとど
まり、全国レベルへと広がらない、という 3 点が特徴として含まれるという。
インドネシアでは、1998 年の「民主化」後最初に行われた総選挙で、地方の離反作用が高まらな
いような総選挙の工夫がなされたと思われる点がある。その 1 つが、政党の制限であった。具体的
には、政党に全国政党であることを設立要件としたことである51。これは、言い方を変えれば、あ
る特定の地域の利害のみを代表するような地域政党的性格を政党から排除する目的があると考えら
れる。このように、地方の中央からの離反を強めさせないよう、インドネシアの政党には、地域ナ
ショナリズムを代表するような性格を持たせないような工夫がなされるとともに、全国を横断的に
活動する性格を要することが求められていた。したがって、中央政府も地方政党の設立に二の足を
踏んでいたと思われる。
第 1 回会談（2005 年 1 月）でインドネシア政府側が、前回の（決裂した）和平協議時と同様地
方政党の設立等は認めず、GAM側に「特別自治（NAD法）
」を受け入れるよう要求したのも、この
ことが理由になっていたものと思われる。しかし、GAM側にとってその要求は現状維持にしか過
ぎず、前回の協議での提案と何ら変わりがない。これでは、前回と同様、今回の協議も決裂しかね
なかった52。
ところが、交渉仲介人のアハティサーリ（Ahtisaari）がGAM側に、政府案である「特別自治」
を受け入れるよう固執していること53と、津波後の紛争の早期解決を（協議に関係する）諸外国か

Kingsbury (2006): 15-17; Aboeprijadi Santoso, “A Crucial element in the Aceh peace talks”,
The Jakarta Post, August 9, 2005.
49 Aspinall (2005): 28.
50 Linz and Stepan (1992).
51 前出注 43 を参照。
52 Kingsbury (2006): 27.
53 その後の話し合いの結果、
アチェ紛争の経緯に明るくないアハティサーリが、
「特別自治（Special
48

13

ら求められていたため、協議を自分たちから壊したくないGAM側は、交渉の行き詰まりを打開す
るため、独立要求以外の選択肢を用意する必要に迫られた54。
キングスバリーによれば、GAM代表団内での話し合いで彼は、
「独立は目的かそれとも手段か」
と問い、そこで、もし独立が目的ではなく手段であるならば、独立以外で自分たちの目的を達成す
る方法はないだろうかと考えたという。そして、
「自治(autonomy）
」
「連邦(federation)」
「住民投票
(referendum)」
「独立(independence)」という、GAM、中央政府双方がともに忌避したい用語を使
わずに、アチェ側がより広範な自決権獲得を主張する方法として、ニューカレドニアやBougainville
で導入されたような解決（現状所属国家内に留まりつつ広範な自治の獲得）を目指すという、ある
戦略が提起され、GAM代表団に共有されたという55。それが、自治政府（self-government）概念56
であった。
この概念を確立させた第 2 ラウンド（2005 年 2 月）以降、GAM側は「self-governing status」
を求めた交渉へと移行した。その提案を受けた政府側は、しかし、地方政党の設立と政治参加を認
める地方選挙の実施は
（上述したような地方の離反作用が高まるとして）
国家分裂の危機を招くと、
PDI-P（闘争民主党）党員を中心としたナショナリストから反対論が噴出したため、最終ラウンド
（2005 年 7 月）時点でも政府内で結論が出ず、交渉は決裂の危機に瀕した。事実、政府側で交渉
を担っていた一人であるカラ副大統領は、国内政党党首多数を集めた協議の席で、地方政党設立は
見送るものの、最初の州知事・市長等選挙への元GAM構成員の出馬は認めるという妥協を各党首
から引き出し57、その案をGAMに提示したり、地方政党を認めるとしつつも、同時に全国政党と同
様の条件を課す（ただし中央政府が援助する）58という案もGAMに提示したりするなどして、最後
まで中央政府側の「地方政党設立だけは避ける」という方針を貫こうとしていたが、それらの提案
はいずれもGAM側が拒否していた。ところが、交渉最終日の期限数十分前になってGAM側の地方
政党設立要求を中央政府側が受諾し、無事合意が成立したのだった59。
MoU成立には、以上のような出来事とは別にもう 1 つ無視できない要因があると思われる。それ
は、和平プロセス（特に武装解除）を監視する監視団（AMM：Aceh Monitoring Mission）が機能
していたため、2003 年の時と異なり、GAM、中央政府双方の武装解除に関する不信の増幅が避け
られたことである60。AMMはEUといくつかのASEAN諸国から構成され、MoU締結後はA Status
of Mission AgreementがEUとインドネシア政府との間で交わされることとなった。その協定では、
監視団のメンバーはアチェ領域内を自由に行動する権利や免責事項等も付与された。また、AMM
の安全をインドネシア政府が保証するという事項も含まれた。これらにより、GAM側の武装解除
に対する懸念が大幅に低下したものと思われる。
こうして、EU や ASEAN などを監視団に加えたことで、もし MoU に違反したり AMM に何か
があったりした場合は国際問題となるよう設定したことで、監視団が有名無実化することを防いだ
Autonomy）
」という語がインドネシア政治の文脈で意味することを十分把握していなかったために
生じた誤解だと判明した［ibid: 32.］
。
54 Ibid: 30-34.
55 Ibid: 31.
56 アチェ代表が政治参加可能な地方選挙の実施、アチェ独自の立法府、司法府の創設。安全保障の
確立、などの実現を目指すもの。
57 Aspinall (2005): 39-40.
58 Kingsbury (2006): 152.
59 Ibid: 154.
60 以下、MoU（5）より。
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と考えられるのである。

９．紛争解決を目指す制度と諸条件との相関関係について
９.１ 相関図
ここまで本稿では、アチェ紛争を分離独立紛争と捉え、中央政府と GAM との間の特殊な「中央
－地方関係」において存在する対立状況の解決に寄与する政治的枠組みについて、その必要条件な
どを検討してきた。具体的には、対立を解消する目的の法の内容、法が実際に効力を発するための
諸条件
（法の承認、
交渉相手への信頼／不信）
、
インドネシアの中央－地方関係を規定する統治制度、
などである。
ここでは、それらを整理し、各条件の相関関係をごく簡単に記してみたい。
法の内容、法が効力を発する条件、統治制度などの関係は、以下のように表されよう。

法の内
容

信頼／

法の

統治

（不）

制度

承認

不信

図：筆者作成

図は、今回の考察を基に作成した概念図である。
法の内容とは、文字通り法律の内容である。
信頼／不信とは、ある紛争当事者が他の紛争当事者または／および法の執行者に対して抱く感情
である。
法の（不）承認とは、制定予定の法に対し紛争当事者が下す判断である。
統治制度とは、連邦制、単一制、などを示す。
なお、各条件から伸びる矢印の向きはその方向へ影響を及ぼすという意味である。両矢印が付い
ている箇所は、双方向に影響を及ぼし合うという意味である。
９.２ アチェ紛争に関して
では、今回のアチェ紛争を上記の図を用いて概説してみたい。
2002 年～2003 年のケースでは、法の内容は中央政府にとっては満足できるものであっても、
GAM にとって満足できるものではなかった。ただ、GAM 側が自らの都合に合わせて法の内容を
解釈しており、将来的に法の変更や拒否権を用いて法の内容を変更しようと目論んでいたこともあ
って、法の内容が中央政府に対する感情を大きく左右したわけではない。しかし、法の内容とは別
に、両者間には武装解除をめぐる相互不信が存在していた。そのため、法の内容からいけば（内容
には不十分でも、将来的な改正に期待を持っていたことから）法を承認してもおかしくはなかった
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はずだが、相互不信を払拭できなかったために、最終的には法は不承認となり、紛争当事者間を規
定する統治制度にも影響はなかった。そのため、統治制度が他の法や信頼感等に与える影響もほぼ
なかったと考えられる。
2005 年のケースでは、法の内容（このケースではMoUにあたる）はGAMにとっては満足のいく
ものだった。また、法の内容が武装解除の際の信頼性を高めたため、GAMは法の承認へと傾いた。
ところが、中央政府が法の内容について期限いっぱいまで変更可能性を探ったため、法の不承認と
いう可能性もあったが、最終的には法の承認へと傾いた。その結果、統治制度への影響が及び、統
治制度は（アチェに限って言えば）中央集権から連邦制により近い形へと変化した61。また、変化
した統治制度が、すでに今回の紛争とは関係のない地域へ影響を及ぼしつつある62。

１０． おわりに
本稿では、アチェ紛争を事例に、分離独立紛争問題の解決に制度がどのようにかかわっているの
かについて考察を試みた。具体的には、主に法や統治制度と紛争との関係を中心に検討した。その
結果、制度（法）の構築・承認には紛争当事者双方の承認が必要であること、制度構築の際に紛争
当事者が有する信頼感／不信感をあながち無視できないこと、統治制度は法の承認の影響を受け、
その後は別の（または未来の）法制定などに影響を及ぼすということ、分離独立紛争問題解決のた
めの制度構築は内政の延長ではないということ、などを明らかにした。
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