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地理学概論1 (山崎先生)課題レポート

東ティモーノレの政党成立
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ナショナリズムをとらえることは難しい。アンダーソンは「ネーション、ナショナリテ

ィ、ナショサ リズム、 すべては分析するのはもちろん、 AE_刷、らしてやたらと燥しい:l(-199!7-ー、

:20) と 嘆いている。 本レポートではまず、山崎の『政治空間 ・ 場所~ (2013の 第 7章に1白 川和川)〆、ー〆司、，、、
って、政情j也理常がナショナリズムをどのようにとらえようとしてきたのかをロシカンの 'tk.、守仏・

frp心ー)i'iJ辺倒係J論を中心に整理する。そして、f中心_)，ljJ辿|比l係j論をmいて、東ティ

モーノレのナショナリズムに伴う政党の成立を説明しようと試み、この理論の妥当性を検討

する。

第一節、 ナショナリズムと理論

本節では、ナショナリズムとそれを取り巻く理論について、 111附の『政治 ・空間 ・場所』

(2013)の第 7市を基に整理する3 山崎は、ナショナリズ.ムが歴史学や社会常など、様々な文脈

で考察され，てきたことを指摘し、f近代主義アプローチj と fJド近代主昆アプローチj に二

分できるとするe 議拾を始めるにあたり、 11I崎の定誌にならいネイションを 「同家を形成(し

ようと)する社会的なまとまりをもっ集団Jとし、ナショナリズムi'rネイションの主権 ・

自治 ・自決といった集合的権利を主張するイデオロギーや運動j であるとする。

「近代主品アプローチjとは「ナショナリズムを近ー代的合即WI:から説明するJ(山崎2013:94)

手法であり 、代表的な論者はボブズボームやアンダーソンである 山崎は、反柿民地闘争

を例に挙げ、このアプローチの特徴l士、ナショナリズムを政情経済的利J ~ðの達成のために

人々を社会jllilWJにili)J民ずる道具であるとみなす点であるとする。つまり、この立場はナシ

ョナ リズムを近代の政治、経済、文化が坐み~I-I した近代の自l日貨物とみなしている。 メ

/前JHペルむ
そのー)i-(."、rJI"近代主義アブローチj は、ネイシヨン形成において集団が共有する文化 〆/

走t!;!(，~ ;い
は視し、それらの文化は近代以前lこも存住していることから、ナショナリズム句位 v 

文化に関係なく普遍的な現象であるとみなす立場である。ナショナリズム研究の先駆者と

して知られるアンソニー ・スミスは、優端な非近代主花アフローチを退けつつ、近代主義

アフローチのように近代において白紙のところからネイシ司ンが生じたとは考えにくいと

指摘し、近代以前の仕会iι存在する、一種のエスニジクな共同体である fエスニーJという

慨念の将人を主張すぎ(同際政lin30)o"';-一一 ぇi('ストi乞 I-{吃仁

山附はこれらの議論を踏三支ヒー1980年代より英米の政治地町(:.tJ~ 空間的 ・ 地理的側面

にnnし、ナショナリズムを論じようとする風潮|が生じたとする。こうした試みの中で、「中

心一川辺聞係J.T，命、「領域的アイデンティティ J 、 f地理的スケ~，レ」の 3 つの概念を有効な

思論的視角 として紹介している。後に扱う・Jj:例が、点ティモーノレという「周辺Jにおける

政党の成すであり、山町，~-朝fJ .場所jの 12市において沖測の政党を「中心一周
((J，c;11) ) 
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辺関係j論を用いて考察している二とから、二こでは f中心一周辺関係j論に主眼を置き、

それと問述する議論と合わせて整理したい包

近代主義アフローチはナショナリズム発現の原因を政治経済的不問衡と従えているe 政

治乍~.のステイン ・ ロッカンは、それらを領域的な枠組みに tií てほめ 「中心 J と「周辺J

の不均衡として、さらに鞘散化して提えようと試みた。これが rrl'心一周辺倒係J論であ

る。ロッカンは、西ヨーロッパを観察し、中心が周辺を統合する過搾は軍事 ・行政、経済、

文化といった r3つの分野でのシステム構築」の過程であるとした。そして、このような過

程を通して、周辺は中心へ統合もしくは中心から分化されるのだが、ロッカンはシステム

を形成する tで浸透 ・アイデンティティ ・参加・ 分配という はつの位機Jが存在すること

をJ間掬している(占問 1997:3)。つまり、システムの桝壌は、それぞれの献脳会抱える 4つ

の段階を経て形成されるということである。その内、本航が扱う政党成立に関係するのは 3

つ円の参加の段階である。この段階は大衆民主土足を形成するための段階であり、「システ

ム内の大衆参加、政治的権利の拡張」や r*且織政党の創造J(占日11997:5)が促される。

11I崎玄、政党の編成を考察する際に、ロッカンの 「クリーヴイシジ」慨念の益要性を指

摘している包主主1);ロツカンは、 fウエストフアリア体制以降の西ヨーロツパ諸国の中

心一周辺|関係が隠史的に展開する際に、社会を分裂させる四つのクリーグィッジが確認さ

れるj と主煩ずる(山崎 20l3:172)"4つのクリーグィ ッジとはそれぞれ、 f国民文化と地方

文化、同民間家の形成力と教会勢力、地主層と産業企業家制、資本家と労働者Jの聞での

争いである(山崎 2013:172).

yカンのj川辺関係論は、ナショナリズムの発生を地埋的 ・空間的な中心と周辺という

て項対立で促えている点で画期的である。なぜなら、既述の「近代的アフ'ローチ」と「非

近代的アプローチ」とは異なり、ナ‘ンョナリス'ムの発生を他の場所との関係の中で生み出

されるものと促えているからである。 ポ¥.'".ぇλ(.~ . "(.j'\~川、何 1.

第二節、東テイモーノレにおける政党形成

本節では、点ティモー/レにナショナリズムが古顕した 1974fl~を取り J二げ、このナショナ

リズムが政党の成立にどのように影響したのかを考重要する。

1974年 4月25日午前0時 25分、ボルトガ/レで・はラジオから流れてきた反戦歌「グラン

ドラ ・ピラ ・モレナJを合図に、革命が起こった。そのニ旦ースlま泣く離れた、当時のポ

ルトガJレ傾であった東ティモー/レにも届き、現(fの首都でめるディリはお祭りムードだっ

た クーデターを起こした水川ガノレ国軍は植民明題に関して今後の方針をそれほど明

伸にしなかったが、東ティモールの人々は非柚民地化がなされるものだと信じていた。そ

の一万で、後に初代大統領として就任するシャナナは今後の点ティモールのポ米を憂えて

いた.彼は当時を痕り返り、 r4月 25AがやってきT 逆説的なこ止だが、わたしたちは仰

天した。独立だって。いったいどうやって !J (怯野 2002:46)と怪汚している。二の発言は、

ポルトガノレの航民地として政治 ・経済的に支配され、近代化の遅れた「周辺Jとしての東
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ティモーノレの状況をよく表している。また、ポノレトガノレの影響力が弱まる事で、東ティモ

ーJレは西ティモーノレで、国境を接するインドネシアという中心の周辺という性格を帯び始め

る。その後の政党成立はこの二つの中心一周辺関係を具現化するものであった。

その翌月の 1974年の 5月には、非植民地化の選択肢を巡り 3つの政党が東ティモール

人によって作られた(松野 2002:46)。まず、 5月 11日fこ政庁役人を中心にポノレトガノレとの

連邦を主張する UDT(ティモー/レ民主同盟)が結成された。それに続き、 5月 20臼には 1970

年代より海外在住の青年たちと連絡を取りながら半植民地の活動を続けていたグループを

中心に ASDT(ティモー/レ社会民主協会)が結成され、彼らは東ティモーノレの独立を娼げた。

これが後に、インドネシアと激しく争うフレテリン(東ティモーノレ独立改革戦線)へと発展し

ていく政党である。そして、 5月 27日にインドネシアとの統合を求める APODETI(東ティ

モーノレ人民民主協会)が発足した。以下の図 1はそれらの政党をまとめたものである。

ロッカンの「周辺一中心関係J論は東ティモーノレの 3つの政党成立を、ポノレトガノレとイ

ンドネシアという こつの中心と東ティモーノレという周辺と促えると、その成立を良く説明

できる。ポノレトガノレという中心での革命は、東ティモーノレという周辺にも大きな影響を及

ぼした。つまり、ポ/レ トガ/レでの革命はロッカンのいう 3極類のシステムの中で、特に図 2

で示した軍事 ・行政的システムが揺らぎを意味した。そのため、東ティモー/レで-はポルト

ガルからの f領土分離J を掲げる ASDTが成立した。その一方で、ポルトガノレとの領土統

合を維持しようとし勢力である UDTも結成されている。このポルトガルとの統合を維持し

ようというグループが、役人を中心に結成されていたというのもロッカンのモデルとよく

あてはまる。

また、ポノレトガノレの軍事 ・行政システムが帰らぐ事で、新たな中心としてインドネシア

が東ティモーノレに軍事 ・行政システムを構築しようと試みる。インドネシアが東ティモー

/レを併合しようとしていた背景には、東ティモー/レが独立した場合、経済的に自立できず

ソ連や中国の介入を招き、その地域一時にソ連や中国が干渉することがニT'想されるといっ

た事情があった(松野 2002:55)。インドネシアのそうした思惑は、東ティモーノレでも

APODETIというごく少数ではあったが支持を得て、政党が結成された。しかし、それと同

時に元々はポノレトガノレの反植民地主義を主張していた ASDTもフレテリンと名を変え、図

3が示すようにインドネシアとの中心一周辺関係においても領土分離を目指すベクトノレを

十宣うことになる。

しかし、ロジカンの議論が東テイモーノレの政党成立にすべて妥当するわけではない。前 )ン/¥./1::]-，'-・11、
述のように、ロツカンは政党編成の|糾こ f国民文化と地方文化、国民国家の形成力と教会 ぷ印私)，1);1')

勢力、地主層と産業企業家層、資本家と労働者J(山崎 2013:172)の4つのような社会を分

断させるクリーゲイツジが観察されると指摘した。 しかし、今回の東ティモーノレで見られ

たのは「独立と統合Jの聞でのクリーヴィッジであり、ロッカンの議論をそのまま当ては

めてしまうことには限界があるように感じられる。なぜならば、ロッカンが観察したのは

西ヨーロッパの国々であり、そこでみられるクリーヴィッジは全ての国には適応しないと

~一一 七治安世zヘ
3 



レV I.~;，ρ70A V 

fJ丈'4)もペ乙M
fi望dJWjt4ffzqr.
F dLぺ，1-I!，イ.

9・'， qlZ、L-，~ f，戸、
考えられるからだ。彼が注目した 4つのク リーヴィッジは既存の階級や所属の間で対立が f什ζL

激化する ことが慰定されるが、東ティモールに分断をもたらしたの件階級や所属といった

既存のものではなく、中心一間辺|詞係の変更に伴う独立に対する人々の選好であった。つ

まり、東ティモールの社会は東ティモーノレが内包する人々の差から分I併されたのではなく、

~主乏関便(j)変化から分断された点が特徴的ではないだろうか。

イ1At毛1'!-.・引いi?12171凶 μ'1みlミ〆芝山J¥1 )3~をイ~1-7"(..1 ~ ̂ '{ヲzいづLJ，;
v 第三節 まとめ

木稿では、授業で取り扱ったロツカンの 「周辺一中心関係」論と 「クリーヴィッジ」概

念、に基づいて東ティモーノレのナショナリズムを説明しようと試みてきた。

第 1 節では、 山崎の『政治 ・ 空間 ・ 場所~ (2013)の第 7~主をもとに、ロッカンが「中心

-J河辺関係j論と 「クリ}ヴイツ 、ジJ概念、を中心に整理した。続く第2節では、1974年の

東ティモーノレにおける 3つの政党の成立を用いて、第一節で論じたロッカンの議論を「中

心一間辺関係J論と「クリーヴイジジ」概念、の妥当性を検討した。考察を過して、3つの政

党はそれぞれポノレトガルとの統合、インドネシアとの統合、独立という 3つの異なる理念

を持っており、それぞれは「周辺一中心関係j論の枠組みでよく論じることができた。そ

の一方で、政党編成の|際に現れるクリーグィッジはロッカンが観察した西ヨーロッパのそ

れとは異なり 、I独立と統合jという個人の選釘-をもとにするものであったと明らかにした。

コ事者，....?IDA.J吋 f.?-+.rC可1.'、
(4395文字)

勺i'\~ t< (J.島'1'τ、、Fq.
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[図表}

政党名 非植民地化に対して掲げる政策

UDT(ティモーノレ民主同盟) ポノレトガルよりの政策。ポノレトガ/レとの連邦制を主張。

ASDT 独立、植民地主義の抱否などをマニュフェス トに掲げる。

(ティモーノレ社会民主協会) ポノレトガ/レ、インドネシアの両国から距雌をとる政策。

APODETI インドネシアよりの政策。インドネシアとの統合を主張。

(東ティモーノレ人民民主協会)

図 1 1974年に結成された東ティモーノレの政党

軍事 ・で政システム梢築

/次(:i'帯、7約百.

あたらいい領土の人員の拡散

手段 :物理的強制

組織:軍隊、警察、行政組織

エリート :警察、公務員、官僚

官民土分自量(抵抗 ・反対運!1l)Jl。

問辺共同体

領土統合(行政的従ki!'• エリート (})j車合)

図 2 ロッカンの「中心一周辺関係J論における軍事行政システムと周辺共同体

(山崎 2013:97)

ポノレトガノレの
統合 ωT ../νω〆淀川

軍事 ・行政システム構築
←一一一一一一/一

一う

分離:ASDT(フレテ日ン) 周辺共同体

インドネシアの

軍ポ ・行政システム構築 ←一一一一一一
統合:APODETI 

図 3 中心一周辺関係で見る東ティモーノレの政党
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