
第一セッション 

タイ近代建築の「黄金時代」（1957-1976）とその盛衰： 

初期東北地域工科カレッジに関する考察とその評価を通して 

The Rise and Fall of Thai Modern Architecture’s “Golden Era” (1957-1976): 

Early Years of Northeastern Technological College and Its Influences 

 

ポーンパット・シリクルラタナ（東京大学工学系研究科） 

 

 本研究ではタイ近代建築史研究者ウィモンシット・ホラヤンクルのいうところのタイ近

代建築の「黄金時代」がどのような力学によって可能になったのかを問いたい。とりわけ

暗黙の了解、忘却されてしまった影響や営為、さらにはその関係者間のネットワークにつ

いて考察する。なぜ多くの実験的な建築がこの短期間に集中して建てられたのか。その背

景にあった実験的精神や協力体制はどこから来たのか。そして、なぜ急にこの「黄金時代」

が終わってしまったのか、といった問いに答えたい。 

 発表では、まず全国に展開された教育機関の建設を紹介し、実験的精神の勃興とその衰

退の一例として、1957 年から 1967 年まで東北地域工科カレッジで、ワタンユー・ナ・タ

ラン（1925-2013）を中心に展開された実験的な建築の建設とカリキュラムついて論じる。

初期教員や卒業生をはじめ関係者のインタビューと葬式記念書、そして実物の建築物を通

して、バンコクのエリート大学の建築学部の学生と東北タイの工科カレッジの学生の関係

などが当時の建築上の課題に応答しつつも、タイ社会の逆説的な表象に帰結したことを明

らかにする。 

 ホラヤンクルは「黄金時代」の背景として大きく 3つの要因、①経済開発計画と閉鎖的

な政治システム、②ベトナム戦争がもたらした経済、社会、文化に対する影響、③留学帰

国組による建築教員及び卒業生のクオリティ向上、を挙げている。そして、衰退した要因

として、①アメリカ軍の撤退、②国内政治の不安定、③国際経済の悪化・投資への不安、

と 3点を論じている。 

 本発表では、ホラヤンクルの議論を前提としつつも、今まであまり触れられてこなかっ

た、建築家と職人の関係や 大学と専門学校の関係、批評家と建築家の関係といったミクロ

な事柄を通して、イノベーティブな結果をもたらした要因をより正確に突き詰め、具体的

なアプローチを取り上げる。建築学的な視点から見ると、この時期は、プレファブの構法

や工業的な精神とタイのハンドメイドな現実がぶつかり合う時期であり、建築家、エンジ

ニア、施工者のそれぞれの役割は明確には区分されず、密接な関係にあった。この時代の

建築に見られる、ゆるくも創造的なシステムや建築家と施工者の協力関係が、当時の社会

状況ゆえに十分に発展できなかったことが「黄金時代」が衰退していった要因の一つであ

ると論じたい。 



第一セッション 

政治開放期マレーシアにおける都市住宅政策過程： 

BN体制下の住宅消費者運動の成功と限界 

Political Opening and Urban Housing Policy in Malaysia: Success and 

Limitation of the Housing Consumerism Movement under the BN Government 

 

伊賀 司（京都大学東南アジア地域研究研究所連携講師） 

 

 マレーシアでは 2018年 5月の総選挙で史上初の政権交代が起こった。史上初の政権交代

を正当に評価しようとすれば、2018 年総選挙自体や直近の要因に注目するほかに、1998

年の改革（レフォルマシ）運動以降の 20 年間に旧与党の国民戦線(BN)の下で浮上してき

た政策や制度上の改革について、その帰結や時代背景も含めて中長期の視点から評価する

ことが求められる。本報告はこうした問題意識に沿って 1990年代以降の BN体制下で浮上

した改革の課題、展開や帰結を都市住宅政策という社会経済政策の側面からあらためて捉

えなおそうとするものである。 

 1990年代以降の都市住宅政策のうち、本報告が焦点を当てるのは放棄された住宅プロジ

ェクト（Abandoned Housing Project: AHP）の対策をめぐる政策過程である。マレーシアで

は 1980年代以降、都市住宅供給において AHP の問題が浮上してきた。1990年代の時点で

消費者組合はマレーシアの住宅供給方式が販売後に建築を始める（Sell-then-Build: STB）

方式であることが AHP を発生させるとの議論を展開していた。政府内にも同様な見解があ

って、STB から建築後の販売（Build-then-Sell: BTS）方式で住宅を供給することを求める

政策アイディアが存在した。しかし、住宅デベロッパーを中心に BTS はマレーシアの実態

に合わないとの声が強く、1990年代には政策変更に向けた具体的取り組みは始まらなかっ

た。 

しかし、2004 年のアブドゥラ首相の声明発表後に政府は STB から BTS の方式での住宅供

給を住宅デベロッパーに義務づけようとする方針を具体化し始める。政府は法律を改正す

るとともに BTS へのインセンティブを導入し、STB か BTS のどちらを選ぶかは住宅デベ

ロッパーの選択制となった。とはいえ、政府は選択制では住宅デベロッパーは従来どおり

STB で住宅供給を続けると考えて、2012年に住宅・地方政府大臣が 5年の移行期間を経て

住宅デベロッパーに BTSでの住宅供給を義務づける方針を発表した。しかし、その義務づ

け方針は 2014年には撤回されてしまう。 

 本報告ではこの一連の政策過程に関与するアクターとしての住宅デベロッパーと消費者

組合（および住宅問題に特化した住宅購入者組合）の政治・社会的背景について紹介した

後、次のような問いを立てて議論を展開したい。1990年代には政策アイディアに留まって

いた BTS を政府はなぜ 2000年代に入って本格的に導入しようとしたのか。そして 2012年

に一度はBTS導入の義務化が発表されたものの、なぜ 2014年に義務化が撤回されたのか。

本報告では、政府が BTS 導入の検討に入ったのには 2000 年代に登場した住宅購入者組合

の活動の影響が大きかったことを指摘する。一方で、政府の BTS 導入の義務づけ方針の導

入と撤回については、選挙の影響、BN 構成政党間のパワーバランスの変化など 2000年代

以降の政治動向が色濃く反映されていることも指摘する。 



第一セッション 

「抵抗」と「面従腹背」の間：2018 年カンボジア総選挙結果分析 

Between “Resistance” and “False Obedience”: 

Empirical Data from the 2018 General Election in Cambodia 

 

東 佳史（立命館大学） 

1）背景 

 東南アジアにおける民主的選挙制度の発展を研究するうえで、2018年 7月のカンボジア

選挙はその特殊性において興味ある対象である。発端は2013年7月の総選挙にさかのぼる。

当時の最大野党であったサムランシ―党と人権等が合併し、救国党となり 123 議席中 56

議席と大躍進した。その後の 2017年 6月のクム・ソンカット（地方）選挙では与党と野党

の伯仲という事態となり 2017年 9月の最大野党である救国党のケム・ソッカ党首の国家転

覆共謀罪による逮捕、間髪をいれずに 11 月には救国党の解党となった。これらの手法は

2006年のタイ愛国党の解党や所属議員の 5年間の政治活動禁止措置は、かつてフンセン首

相と盟友関係にあったタクシンを軍政が追放した手法をほぼ真似たものであった。 

2）問題の設定 

 2018 年 7 月 29 日に行われたカンボジア総選挙は最大野党が解党され、後継野党も結成

されないという状態での有権者の投票行動は興味ある問題である。解党された救国党の元

党首で国外退避中であるサムレンシーは選挙のボイコット、つまり棄権による「抵抗」を

呼びかけたのである。それに対して与党人民党は 1998年の総選挙で見られたような投票の

強制と威嚇で応じ、与党の勝利が既定路線となった上で高い投票率を確保する事によって

選挙の正統性を担保しようとした。 

3）議論 

 以上の構造的な変化の中で 7月 29日に選挙は実施され、投票率は 2013年総選挙の 69.8%

から 83.2%に増加した。しかし、2017 年地方選挙の 90.4%からは減少している。これは少

数の有権者が棄権という「抵抗」を示したと理解できよう。興味あるのは無効票の増加で

あり 2017年の 1.97%から 8.55%と伸びている。これは棄権が発覚する事による「嫌がらせ」

を恐れた有権者がとった「面従腹背」といえよう。2017 年と 2018 年選挙結果を比較する

と 2017 年に救国党が 50%以上の議席を獲得したコンポンチャム州、プノンペンでは無効

票が 10%以上という相関関係が見られた。しかし、シェムレアップ州では 2017年には 50%

以上の議席を救国党が獲得したにも関わらず、2018年総選挙では 11.1%という一番高い棄

権率と同時に 7.18%という比較的低い無効票率を示すという地域性の分析なしには説明で

きない結果も発見された。本発表では 2018年 4月以降の現地調査、内務省 2016年コミュ

ーンデータベース（CDB、及び NEC（国家選挙管理局）のWEB Site 公開データの統計的

分析を通して 2017 年地方選挙結果と 2018 年総選挙結果を比較検証する事によって 2018

年総選挙での「抵抗」と「面従腹背」を複合的に分析する事を目的とする。 



2nd Session 

Integration of HIV/AIDS Response into Universal Health Coverage in Indonesia: 

A Lifesaver or a Momentum Killer? 

 

Radesa Guntur Budipramono (Graduate School of 

International Relations, Ritsumeikan University) 

 

The era of Millennium Development Goals (2000-2015) denotes a period of 

unprecedented political commitment and financial assistance towards mitigating the 

HIV/AIDS pandemic. However, a fiscal crunch looms in the horizon: In the era of 

Sustainable Development Goals (SDG), HIV/AIDS response must embark in a 

competition with numerous other goals and targets for whatever limited resources 

available. Despite ambitious agendas such as UNAIDS’ Fast Track, the hype for 

Universal Health Coverage (UHC) have stolen the spotlight, which may very well 

place HIV/AIDS response on the back foot. While there are theoretical arguments to be 

made about the merits of transitioning from the “vertical” HIV/AIDS response largely 

independent of the broader health system into a “horizontal” one embedded within a 

UHC-driven health system, the conundrum of whether UHC-driven health system in 

many countries are capable of accommodating something as complex as HIV/AIDS 

response remain unanswered. 

 The situation in Indonesia may provide an appropriate litmus test for the 

conundrum above. Ever since the 2014 implementation of Indonesia’s take on UHC, 

the Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), financial and procedural troubles have 

continued to bog the program down. Regardless, President Joko Widodo disbanded the 

National AIDS Commission in 2017, effectively integrating a significant slice of 

HIV/AIDS response into JKN and signaling the transition towards horizontal 

HIV/AIDS response. While integration to JKN could help mitigate the scaling down of 

external funding, findings from the field indicates that shortcomings within the JKN 

are detrimental to HIV/AIDS response: Delayed claim payments to hospitals and 

clinics disturbed supplies of anti-retroviral treatment (ART), while the cumbersome 

procedures hinders patients from accessing necessary medical interventions. Even in 

the most optimistic ways of looking at the situation, the case of Indonesia 

demonstrated that the horizontal integration of HIV/AIDS response into UHCs is, at 

present, seemingly not prudent. 



2nd Session 

Ethnomedical Care, Biomedical Care or Both? Choices in Childbearing 

Practices of Hmong Ethnic Minority People in Northern Mountain, Vietnam 

 

Nguyen Thi Le (Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University) 

 

After the Revolution in 1945 and especially Dien Bien Phu Victory in 1954, the Vietnamese 

Government launched to establish the biomedical health care system (which had been brought 

to the country during the colonial period) to the northern mountain area. Gradually, a notable 

trend flourishes in this area where biomedical services coexist with indigenous health care 

counterpart. Among thirty-one ethnic groups in this area, the Hmong have been mostly 

criticized for the low rate of utilization of modern medical care provided by the government, 

but heavily based on the traditional way of care. The traditional way of care has been blamed 

as the reason for the poor reproductive health, high fertility and high maternal and infant 

mortality rate among this ethnic minority group. 

 This paper aims to explore such discourses in the reality and learn how and why the 

Hmong people make their choices on obstetric care in the context of increasing number of 

existing alternatives, including commune health centres, district hospitals, private clinics, 

pharmacists, educated midwives, lay midwives, indigenous herbalists, shamans, or 

self-treatment.  During one-year field work in Dong Van plateau where the Hmong occupied 

87.22% of the total population, I made observations and interviews on their birth practices and 

the range of choices they make from traditional home birth, receiving assistance by educated 

midwives, going to clinics or hospitals. Based on this, my study shows the dynamic utilization 

in obstetric care of the local people. By considering those choices in the cultural context, my 

study demonstrates that the local people are the active agents who can choose their mode of 

medical practices from both ethnomedical and biomedical systems which they consider to be 

reasonable. In fact, though the Hmong people still maintain their favour of using traditional 

care, they also show high interest in the modern medical system. Contrary to the prevalent 

discourse, their concern is not so much about the choice between “ethno-medicine” vs. 

“bio-medicine,” or between “traditional” vs. “modern.” They are more concerned about the 

safety of mothers and infants, and the decision is far more affected by the wealth of households 

and physical availability of medical assistance. Therefore I argue that the ethnomedical care 

system is not competitive with the biomedical care system and definitely not the barrier 

preventing people from accessing modern alternatives. 

 This paper is based on primary data collected during field trips in Dong Van District, 

Ha Giang Province, Vietnam, from September 2016 to November 2017. Secondary data 

collected from research institutions, national library, archives, official government department 

will also be used to illustrate the analysis. 



2nd Session 

Re-nationalization: Energy Policies, Rhetoric, and Actor 

Networks in Thailand under the 2014 Military Government* 

 

Chumphol Aunphattanasilp (Graduate School of Integrated 

Sciences for Global Society, Kyushu University) 

 

After the Thai military coup d’état in 2014, energy reform was high on the junta 

government’s agenda. The energy reform policies under the post-2014 junta 

government have shifted from a privatization policy to a re-nationalization policy. This 

includes the proposal for setting up the National Oil Company (NOC), the junta’s order 

to suspend the comprehensive land use laws to allow for development of power plants 

and oil storage tanks, and the National Plan for Energy Reform. By analyzing the key 

concepts and rhetoric of the government agencies, this research examines how these 

concepts and rhetoric were introduced, reframed, and selected in designing a new set 

of energy policies, and reveals which people and agencies played pivotal roles in the 

shift to re-nationalization. 

 This research uses text and discourse analysis of cabinet resolutions, meeting 

reports from energy agencies, the National Assembly’s meeting reports, energy reform 

plans, and energy strategic plans. These sets of documents provide the languages, 

grammars, and vocal symbols which have been used for creating the new set of energy 

policies. Newspaper reports gave insights into the rhetoric and actor networks of 

governmental agencies. For this study five interviews were conducted, including with 

the two former Energy Ministers, the director of the Department of Energy Policy and 

Planning, a former CEO of the Bangchak Corporation Public Company Limited, and 

an energy scholar from Chulalongkorn University. The opinions and interpretations of 

the five interviewees were important narratives for understanding the hidden meanings 

in the energy rhetoric. Moreover, these three data sources allowed crosschecking of the 

validity of the data, following the triangulation method. 

 The results indicated that concepts such as “creating benefit,” “energy 

security,” “waste management,” “economic development,” “citizen participation,” and 

“reducing conflicts of interest in the bureaucratic system” were the rhetorical basis of 

the energy policy design, which led to the formulation of the energy re-nationalization 

policies. The rhetoric for setting up the NOC by the National Energy Policy Committee 

(NEPC) and the National Assembly members included the ideas of providing another 

                                                        
* The author would like to express my sincere gratitude to Associate Professor Nobuhiro AIZAWA, 

Ph.D, who dedicates his time for not only improving this article but also creating my academic life. 



choice for the government to gain greater benefit from petroleum, and the 

announcement of close monitoring of the private companies that were contract partners. 

Regarding the suspension of the land use law to allow for the construction of power 

plants and petroleum storage facilities, the cabinet stated that the 2014 military 

government had attempted to communicate to the people that incinerator power plant 

construction was done to reduce waste and unsafe waste management, and to provide a 

stable electricity supply. In the past, the development of energy projects has been 

confronted with many legal obstacles. Therefore, the government had to suspend some 

legal barriers in order to promote economic development and prepare the country to 

become a member of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). A part of 

the National Energy Reform Plan by the National Energy Reform Committee (NERC) 

empowered the Energy Minister to appoint a civil society committee for providing 

energy policy recommendations. The participation of civil society should solve the 

conflicts of interest and create good governance in the bureaucratic system. 

 These sets of rhetoric were articulated by four groups of actors: the NEPC, the 

NERC, the members of the National Assembly, particularly military members, and the 

cabinet members. The Prime Minister’s Office has been able to dominate the NEPC 

board. Moreover, the members of the three other agencies were recruited and selected 

by the deputy prime ministers and the advisors to the Prime Minister, and appointed by 

the Prime Minister. This aspect of the network construction indicates that the Prime 

Minister’s Office, rather than the Ministry of Energy, plays a pivotal role in creating 

the energy actor network. 

 The results describe both the mechanism of energy reform in Thailand from 

2014 to 2018, and the rhetorical pattern of the Thai military regime’s decision making 

process on energy policies. A reading of the energy rhetoric shows the military 

government’s narratives or storylines as an ideological mechanism for controlling 

energy definitions, people’s ways of thought, and consumers’ perceptions of energy 

re-nationalization. The results suggest that the military government has framed its 

policies of energy re-nationalization not only as a basis for state security and economic 

growth, but also as a chance for improving governance, coping with waste 

management, empowering civil society, and being a member of the international 

community. Moreover, the results describe a rhetorical strategy for shifting energy 

policy in the direction of re-nationalization in this energy-scarce country. 



3rd Session 

Game of Legitimacy: Rama V’s political legitimization 

 through Ministry of Foreign Affairs 

 

Pran JINTRAWET (Graduate School of 

Asia-Pacific Studies, Waseda University) 

 

The reign of Rama V (1868-1910) is one of the most studied periods in Siamese/Thai 

historical scholarship, especially in international relations which largely emphasizes 

diplomatic history and how the Siamese court successfully and brilliantly managed to 

maintain her independence from colonial encroachment. Most studies heavily focus 

solely on the historiography that highlights the roles and activities of Siamese elites. 

Furthermore they also emphasize the success of Siamese diplomacy in securing 

independence from the imperial threat by solely relies on the elites’ nous and 

individual’s talent. Another group of studies relying on Marxist analytical framework, 

focusing on the economic factor particularly the world capitalist economic system that 

played a key feature in pushing the reform during the fifth reign of Siam. They 

illustrate that Siamese elites were more than willing to cooperate with this surging 

economic forces and benefits as it allowed the dismantling of noble influence and 

authority centralization from traditional tributary states surrounding Siam to be 

realized. Thus the economic consolidation in attempt to bring Siamese economy into a 

part of the world capitalism economic system became the prime focus of this group. 

This study aims to depart from the existing studies by focusing on the cultural aspects 

of the reform in this period, which would cover the increasing contact and adoption of 

Western diplomatic norms and practices in the mid-19th century together with the 

worldview development of Siamese elites since the dawn of the 19th century. Thus this 

study would focus on the establishment and formation of the Ministry of Foreign 

Affairs (MFA) as representative of emerging Siamese absolute monarchy. Also this 

study would suggest that this very organization’s ultimate goal was not merely foreign 

affairs and relationship with other countries per se but also the legitimization of Rama 

V, as the sole sovereign of Siam, domestically and internationally, which also can be 

another aspect of how Siamese modern state came to be realized. 

 In doing so this study would disseminate the organizational development of 

MFA amidst colonial context and the changing of foreign affairs’ norms in the mid-19th 

century Siam. Firstly this research would bring the light to pre-MFA organization 

so-called Krom Tha’s brief organizational history and its multi-ethnic officials. Given 

that the early Bangkok period’s administrative structure was territorial-oriented rather 



than functional-oriented. Also each ministry greatly enjoyed its autonomy from the 

throne, actually the king had the authority merely in theory, and since the second reign 

it became clear that Krom Tha was under the Bunnag noble family. They also took 

charge of southern and coastal cities as well as all matters concerning southern 

tributary states. In the early Bangkok period, the relationship between Siam and 

tributary states was the imperial system or mandala system. Not until the 1820s when 

the British introduced to the Westphalian style to Siamese elites, mainly the Bunnag 

regarding their responsibility. From then on two mindsets of foreign affairs coexisted 

among Siamese elites. It is worth to note that by 1870s-1880s, many Bunnag officials 

though they were seasoned diplomats and capable of having a reciprocity with the west. 

They remained adhere to the imperial system for example the matter of Lanna cases. 

While the king and his half-brothers actively advocated the Westphalian mindset as 

they were striving for power consolidation combined with their willingness to totally 

annex former tributary states into the realm of Siam. 

 The early 19th century Siam saw attempts of the throne to empower its 

authority. Besides fiscal reform and many centralization schemes, many evident reveal 

that the throne sought recognition from the British, then the global major power. This 

royal initiative prompted the internal frictions among Siamese elites. In the realm of 

foreign affairs sphere each faction had its own channel to contact with foreigners for 

instance the Bunnag controlled Krom Tha, the king relied on, Prince Dewan, his 

trusted half-brother to be his diplomatic channel. In sum this friction prompted a series 

of internal clashes during 1870s-1880s but they mostly resulted in stalemate. 

 Not until the shadow of Anglo-French rivalry reached Siam in 1880s, when 

France revived its imperial scheme in Indochina and London was relentlessly trying to 

ward off that project. One of their prime objective was strengthen and in order to fulfil 

that for them was to end long-time internal frictions in Siam. This changing 

circumstance drastically affected Siam. The royal camp, who shared the most mutual 

interests with the British, exploited this situation to secure British support. In 1885 

Prince Dewan became the MFA minister and the foreign affairs matter would be united 

for the first time. It would also be the representative of the Siamese king to the outside 

world. 

 By doing this would reveal how taking over Krom Tha helped create the sole 

diplomatic avenue to Siam directly lead to the king. It also allowed the unison policy 

guideline toward the tributary states to emerge under the different philosophy of 

foreign affairs adhere by Chulalongkorn and his young half-brothers. 



3rd Session 

The Dilemmas of a Japanese Historian: Tatsurō Yamamoto 

and the Reconstruction of Southeast Asian Studies 

 

SERIZAWA Takamichi (Centre for Southeast Asian 

Studies, Kyoto University; JSPS Research Fellow) 

 

Tatsurō Yamamoto (1910-2001), known as a pioneering scholar of Vietnam and Southeast 

Asian history in Japan, once in the mid-1970s, made a speech in front of young university 

students in Tokyo. His speech was entitled “The Orient and Japan” and was about the current 

unclear Japanese perspectives on Asian countries and people as opposed to the past when 

Japan was once an imperial nation. Before and during WWII periods, he recalled that the 

Japanese had a clear national agenda of increasing wealth and military power so that Japan 

could be the country in order to lead Asian countries and people. Meanwhile he did not forget 

to remind the students that this agenda failed because Japan committed imperial exploitation, 

invaded and oppressed many countries in Asia. His speech, held during the midst of Vietnam 

War, ended with his suggestion that Japan’s agenda today was to bring true happiness for Asian 

people.  

 Appointed as lecturer of East Asian history (Tōyō-shi) at the University of Tokyo in 

1940, Yamamoto studied and taught the history of the region while witnessing the Japanese 

imperial invasion in Southeast Asia. Perhaps due to this experience, he did not publish any 

written work or give any interviews on the Japanese invasion to Southeast Asia. In contrast 

with his silence on this period, the Japanese occupation in Southeast Asia was assertively 

studied among the scholars based in the US universities who launched Southeast Asian studies 

right after WWII. This surge was led by Harry Benda and George Kahin who wrote 

monographs while editing the volumes of the topic. In this sense, there was a clear gap 

between the formation of Southeast Asian studies in the US and Japan after WWII. 

Furthermore, when Yamamoto led Southeast Asian studies in Japan during the 1960s and 

1970s, the study experienced “the golden age.” According to Reynaldo Ileto, it was created not 

simply by prominent professors and students stationed in the United States, but also by 

challenges from local Southeast Asian scholars. This was variously called Asia-centric or 

nationalist historiography, and was seen as a response to the Eurocentrism and Orientalism of 

late colonial historiography.  

 How did Yamamoto face such an academic controversy between West and East? Or 

what was his position? This presentation will focus on his ambiguous position in studying 

Southeast Asian history which were created by Japan’s defeat in WWII and the subsequent 

occupation of Japan by the US, which put Japan back on the “right” track of Western 

democracy. 



第四セッション 

在来政体と親族集団の不整合性に関する考察： 

西部カリマンタンのダヤック人王権を事例に 

Consideration on Inconsistency between Indigenous Polities and Kinship Groups: 

From the Case Study of Dayak Kingship in Western Kalimantan 

 

西島 薫（京都大学学際融合教育研究推進センター） 

 

 本報告では、西部カリマンタンのウルアイ王権を事例に、政体が親族集団とは区別され

るべき社会集団であることを明らかにする。東南アジア島嶼部の在来の社会集団に関する

先行研究では、政体と親族集団が一体のものとして語られてきた。例えば、外来王権論で

は、外来者と先住者の関係は、親族における血族と姻族の関係を原型として成立している

とされており、政体が親族集団の延長線上でとらえられている。他方、東南アジア島嶼部

では兄弟姉妹の近親婚に政体の起源が求められる事例が数多く存在し、政体の統合原理が

親族の規範から逸脱していることが指摘されている。本報告では、ウルアイ王権に関する

起源神話および神器祭祀に焦点を当て、政体が神器への信仰を軸とした親族集団とは無縁

の人々の集まりによって成立していることを明らかにする。 

 本報告で取り上げるウルアイ王はマタン王と呼ばれる王と一対のものとして語られる。

マタン王の起源は、ジャワ島のマジャパヒト王国からやってきた王族の男が、ウルアイ王

の義娘と婚姻したことに求められる。マタン王の起源神話を典型的な外来王神話と解釈す

ることもできる。しかし、マジャパヒト王国からの外来者と婚姻した娘の系譜に焦点を当

てると、兄弟姉妹の近親婚によって誕生した（兄弟）姉妹がウルアイ王とマタン王の始祖

となっている。口承伝承では、ウルアイ王とマタン王の「キョウダイ」としての一体性が

国土の豊穣と密接に関わっており、政体を統合するうえで重要な要素であったことが語ら

れる。これらのことは、ウルアイ王とマタン王を核とした政体が親族の規範とは異なる要

素によって統合されていることを示唆している。 

じっさいにウルアイ王の神器祭祀では、政体が親族集団とは無縁の人々の集合によって成

立していることが明らかになる。ウルアイ王が相続し管理する神器への信仰は西部カリマ

ンタンの内陸部一帯に広がっている。日常生活では、人々は神器を管理するウルアイ王の

もとを訪問するか各集落で儀礼をおこなうことで神器に加護を求める。そのため、日常生

活においては社会集団としての政体が顕在することはない。ただし、ウルアイ王が 1年に

1 度おこなう神器祭祀では、神器を信仰する人々がウルアイ王のもとに参集する。そして、

神器祭祀の進行とともに人々がウルアイ王を頂点とする序列によって再編されることで政

体が顕在する。本報告では、神器祭祀の分析を通じて、儀礼の期間中にだけウルアイ王の

もとに参集する親族集団とは無縁の人々の集合こそが政体を構成していることを指摘する。

ウルアイ王権の事例を検討することで、東南アジア島嶼部に遍在する、明確な組織や境界

を持たず、また親族集団とも一致しない在来の政体を適切に位置づけることが可能になる。 



第四セッション 

称「安南国王」攷 

On Declaring Themselves “King of Annam” in Early 17th-century Vietnam 

 

蓮田隆志（立命館アジア太平洋大学） 

 

 17 世紀前半のベトナムは政治的分裂期で、現在のハノイに拠点を置く東京の鄭氏政権

（黎鄭政権）、現在の中部ベトナムを支配する広南の阮氏政権、中越国境の高平莫氏政権が

割拠・対立していた。本報告はまず前 2者の権力者が対日外交にて用いた称号を日本に残

された外交文書の録文を用いて再検証する。次いで、なぜ対日外交の場でそれが用いられ

たのかを検討する。 

 この時期は、16世紀中葉の莫黎交替ならびに明朝との外交関係の緊張からこれまで中華

王朝から与えられてきた「安南国」の国号と「安南国王」の称号がそれぞれ、「安南都統使

司」・「安南都統使」へと格下げされていた。君主が対内的には大越皇帝、対外的には安南

国王を名乗るという枠組みに変化が生じた。加えて、君主権の後退と政体の分立割拠とに

伴い、黎朝皇帝の存在は名目的なものとなり、鄭氏と阮氏という 2つの一族が実権を掌握

して、権力と権威の双方において分裂が生じるという、前例の無い状況が出現していた。 

 東京の最高権力者である鄭梉は 1624年の徳川家光宛書簡にて「安南国王」号を用い、明

から黎朝皇帝に与えられた「安南都統使司」印を使用していた。この前年、激しい内戦を

制して鄭氏棟梁の座についた鄭梉に将来的な簒奪の意思がここに現れていると考えられる。

一方、広南の阮福源も鄭阮開戦後の 1632年に「安南国王都統領徳大尊公」というこれまで

に見られない名義での書簡を発出しており、1635年にもやはり安南国王号を使用している。

彼もまた黎朝の権威を相対化し広南を独立国化する野望を持っていたのだろう。 

 東京と広南の双方の最高権力者がこの時期の対日外交において「安南国王」を称したの

はなぜだったのか。ベトナム国内の政治的事情と東・東南アジアの広域政治秩序における

制約とから考えると、当時の日本が漢文文書による往来が可能でありながらも中国を中心

とした国際秩序から距離を置いた位置にあったことが鍵だったと考えられる。自らの野望

を込めたより高位の称号を書簡で用い、その書簡が外国君主に受領されることを通じて、

対内的に自らの権威を高めようとしたのであろう。同様の例は、徳川将軍之対アジア外交

においても看守される。その際、中国から与えられた政体名である「安南都統使司」とい

う特殊な名称は国際通用性も低く、なによりも君主権の上昇に資するところがないために

「安南国」が引き続き使用されたと考えられる。 

 対中関係には「安南国」を用いることができず、朝鮮や琉球とは従来ほとんど公的関係

を有していたなかった。そのような中で、16世紀末以降に公的な接触を持ち、しかも貿易

関係こそあれども、国家の存立に死活的な重要性を持つとまでは言えない対日外交は、称

号の使用を通じた権威上昇手段を試す場としてうってつけだったのだ。 



第四セッション 

20世紀初頭ベトナム南部における輸出商品米流通： 

地域内集荷における精米工場の役割 

The Role of Mills in Rice Distribution for Exportation 

in the Early 20th Century Southern Vietnam 

 

池田昌弘（神戸大学大学院経済学研究科） 

 

 19 世紀後半から 20 世紀前半にかけてみられるアジア域内の分業構造の進展下で、ベト

ナム南部（以下コーチシナ）は、主にアジア各地に向け米輸出を展開する、食糧供給地域

として位置付けられる。そのなかでも、地域内の生産と輸出先の消費を結びつける存在と

して、コーチシナ内での流通・輸出部門を独占的に担ったのは華僑商人であった。彼らは、

生産地域の村落部にまで行き渡る流通網を地域内に形成していた。19世紀末には、サイゴ

ン近郊のチョロンに精米工場を設立し、白米形態を中心にしてサイゴン米輸出量を増大さ

せた。これにより精米工場は、海外注文を受けて地域内の輸出商品米（原料籾）の集荷量

を調整する、いわば需要と供給の結節点としての役割を担うこととなる。本報告では、こ

の精米工場での集荷状況と生産者との取引動向に注目し、海外需要に応じて、彼らがどの

ように地域内の商品米流通を調整していたのかを明らかにする。 

 1900年代の仕向地別米輸出量の推移をみると、それまで中心であった中国・香港への輸

出が相対的重要性を低下させる一方、他のアジア各地やフランス向けの輸出が増大し、ア

ジア内における分業構造化の影響が窺える。しかしながら、各仕向地の輸出量は毎年変動

しており、特に 1907 年には中国・香港向け輸出量が他地域に比べ突出する。すなわち、サ

イゴン米需要は、各地の自給生産やシャム米との競合のもと、毎年少なからぬ変動を示し

ていたといえよう。 

 このような輸出動向は、コーチシナ内部の輸出商品米流通にも、少なからぬ影響を及ぼ

していたことを想起させる。精米工場での集荷状況に注目すると、必ずしも海外注文分に

対応する原料籾が集荷されていたわけではなかった。その原因は、生産者とりわけ地主層

が、米価上昇期にあたる新米収穫前に、籾を売却しようとしていたことにある。これによ

り精米工場での在庫量が短期的に過少状態となるのだが、対して工場は、仲介商人を各地

に派遣して買付を行わせることで、不足分を補充した。一方で海外需要が少ない場合には、

生産地域在住の仲介商人に連絡を入れ、生産者からの販売申し出を拒否させることで過剰

な集荷を抑制した。 

 ここからも、精米工場が、地域内の流通網を駆使して、原料籾集荷量を調整していたこ

とがわかる。ただしそれを可能としていたのは、資金面において、工場が銀行や取引商社

から受ける集荷用の短期貸付や事前支払いが、実質無担保で行われていたことにあった。

返済不履行により精米工場のひとつが倒産した 1912年には、工場への貸付が、在庫米を担

保にして行われることが取り決められ、以後工場は地域内での集荷活動をしばらく鈍化さ

せることとなった。 



第五セッション 

ビルマ民族団結史観の形成過程：パンロン会議を題材に 

The Process of Molding of the Historical View on Burma’s National Unity: 

With Focus on Panglong Conference 

 

菊池泰平（大阪大学大学院言語文化研究科） 

 

 本報告では、1947年に開催されたパンロン会議をめぐって、戦後ビルマで民族団結史観

がいかに形成されたかを明らかにする。アジア・太平洋戦争終結後、英国植民地であった

ビルマが独立するにあたり、ビルマ族ナショナリストたちは諸少数民族代表たちと、多民

族を前提とした連邦制国家の樹立に合意したとされる。その具体的根拠として、1947年 2

月 12日にシャン州パンロンで締結された協定は、現代ビルマ社会において国民統合の象徴

として記憶されている。 

 戦後から 1948年に独立までの期間を指して独立交渉期と呼ばれる。ビルマでこの時代を

扱った政治史研究として最も有力なのは、1990 年に大学歴史研究センターから発行された

『少数民族問題と 1947年憲法』だろう。同書は著名な歴史家たちによって編纂され、2次

資料を中心に回想録やインタビューなど幅広い史資料に依拠した点に特徴がある。英訳も

されたため、国外の研究でも参照されることが多い。パンロン会議をめぐる民族団結史観

の形成過程を探るため、同書がどのような史資料に基づいているか検証した。 

 パンロン会議にかかわる記述の特徴、出版目的や時代背景を考えると、1)独立後から 1960

年代初頭まで、2）1960年代後半から 70年代まで、3）80年代以降に分けられる。独立以

降から 1960年代までは、比較的史実の記述が少ない。ビルマ側からの記述は、独立の父ア

ウンサンと親交のあった者たちが、彼の功績を讃える目的でパンロン会議を引き合いに出

した程度である。他方、パンロン会議に少数民族側から関わったシャン青年ナショナリス

トからは、新生ビルマ国家における少数民族の不遇を念頭に、パンロン会議は民族融和の

輝かしい功績であると同時に、いま一度立ち返るべき対象として語られた。 

 1960 年代後半から 70 年代になると、この出来事はより一層、政治状況と結びつけて語

られることが多くなった。この時代、パンロン会議についての 2次文献が多く出版された

が、なかでも特筆すべきはネーウィン軍事政権の運営を担ったビルマ社会主義計画党によ

る記述である。同党は、英緬戦争以降の植民地支配を厳しく批判したうえで、パンロン会

議において土着民（タインインダー）すべてが一致団結し、独立したと説いた。これこそ

「パンロンの精神」であり、独立後に生じた内戦を乗り越え、民族団結を守護する者とし

て軍事政権を位置づけた。 

 こうした状況に変化が生じたのが 1980年代以降である。パンロン会議を民族団結の出発

点とみなす歴史観は従前のまま、シャン青年ナショナリストたちによる回顧録が人口に膾

炙するようになった。彼らの証言には紋切り型の説明に収束できない内容も含まれていた

が、実際には民族団結史観を補強する役目を負った。 

 パンロン会議を国民統合の起点とする歴史観は、現代ビルマであたかも不変的価値を有

するように語られるが、じつは戦後政治のなかで歴史的に形成されたものである。それは

民族団結を謳って、シャン青年ナショナリストらの証言を体よく取捨選択しながら、ビル

マ族ナショナリストたちが覇権を獲得する歴史を描いてきたのであった。



第五セッション 

現代インドネシアにおけるシーア派排斥運動の起源と展開 

Origin and Rise of Anti-Shia Movements in Contemporary Indonesia 

 

茅根由佳（筑波大学） 

 

 本報告では、インドネシア最大のスンナ派イスラーム組織ナフダトゥル・ウラマー（NU）

に着目し、民主化以降同国でシーア派への排斥運動が多発するようになった要因を明らか

にする。 

 1984 年にアブドゥルラフマン・ワヒドが NU 議長に就任して以降、NU はスハルト体制

が強要するパンチャシラの唯一原則化に同意する一方で、国内外で多宗教の共存を説く穏

健なイスラームを代表する組織としてのイメージを確立してきた。また、1990年代を通じ

てワヒドは、反体制派知識人として民主化運動において指導的役割を担った。そのため、

NU に関する先行研究はワヒドの役割に焦点を置き、NUの穏健性を自明視してきた。他方

で、同組織における排外的勢力は NU の「亜種」として、あくまで周辺的存在に位置付け

てきた。しかし 1998 年の民主化以降、NU の本拠地である東ジャワ州では同組織の排外的

勢力がスンナ派住民を扇動し、シーア派住民への排斥運動を活性化させている。それでは

なぜ、NUにおける排外的勢力が台頭するようになったのだろうか。 

 本報告では以下の仮説を検証する。NU 内における反シーア派意識は、イスラーム組織

の政治活動に対して抑圧的なスハルトの権威主義体制により不可視化されてきた。しかし

スハルト体制崩壊後の自由な言説環境のもとで、シーア派排斥を掲げる勢力は同派に脅威

を抱くメンバーの共鳴を獲得し、さらに穏健派指導者に対する NU 内外の批判勢力の凝集

性を効果的に高めることで台頭した。そしてシーア派排斥は、民主化以降加速した宗教勢

力間の競争に勝つために有効なアジェンダとなった。 

 本報告ではシーア派への排斥運動を扇動する「NU 正統派（NU Garis Lulus）」を名乗る

メンバーに焦点を当て、彼らの動員戦略を分析する。そこで、従来の NU イメージとは一

線を画す以下の 3 つの点に注目する。まず、NU の穏健派指導者批判である。彼らによれ

ば、穏健派指導者が用いるシーア派擁護とは、「正統」なスンナ派の教義を重んじてきた

NU 創設者ハシム・アシャアリの意志に背くものである。この主張は NU の古参メンバー

から少なからぬ共感を得ている。次に、巧みなソーシャルメディアの利用である。彼らは

YouTube やフェイスブックを使って、日常の宗教問題について現実的解決を提示すること

で若年層の支持を獲得している。最後に、これまで NU 穏健派指導者と対立してきたイス

ラーム主義組織との協働である。これにより、彼らは全国的にネットワークを拡大させ、

NU の組織的枠組みを超えた幅広い層の支持者を得るようになっている。 

 これらの分析を通じて、本報告ではこれまで見落とされてきた NU 内の多様性のみなら

ず、イスラームの「正統性」をめぐる競争とダイナミズムを示す。 



第五セッション 

ラーマン・タンマユットは第三の宗派か？ タイ国の上座部宗派再考 

Was the Rāmañña Dhammayuttika the Third Order? 

Rethinking Theravāda Orders/ Nikāyas in Thailand 

 

和田理寛（京都大学東南アジア地域研究研究所研究員） 

 

 周辺化された地域や民族は、政治や文化の中心がもつ求心力、統合、標準化に対して、

どう抵抗し、またいかにそれを受容あるいは改変してきたのか。本研究は、タイの上座部

仏教の出家者に焦点を当て、少数民族モン（Mon）の事例からこの問題を考えてみたい。

タイ国の僧伽は公認二派制をとるが、そのうち王室に近いタンマユット派は、20世紀初頭、

僧伽の中央集権化や仏教実践の標準化に寄与したことで知られる。そのため、王都を中心

とする制度仏教の代表、あるいはその普及者として、周辺仏教と対峙する形で理解される

ことが多い。ところが今日のモン僧伽に注目すると、タンマユットに属すモンの小集団「ラ

ーマン・タンマユット」（ラーマンはモンを指す雅称ラーマンニャのタイ語発音）のほうが、

もう一方の在来派に属すモン僧よりも、民族実践（モン式誦経による出家式）を明確に維

持している。なぜこうした逆説が生じたのか。本研究の目的は、その存在すらほとんど知

られてこなかったラーマン・タンマユットの変遷を明らかにしながら、この理由について

考えることである。また、同試みを通して、(1) 上座部の宗派、(2) 民族と僧伽の関係、(3) 

タンマユット派の二面性（統合と分離）といった問題について論じる。 

 ラーマン・タンマユットは、1890年代頃、バンコク王権による僧伽統治改革への反発を

機に誕生した。しかし、国家による民族の否定に対抗したわけではなく、王権が、それま

で名目的だったモン管区に組織的な実体を付与しようと試みた際、一部のモン僧伽がモン

管区長（モン高僧）の支配に反発し、タンマユット派に逃げ込んだことで生まれた。その

後、同集団は、タンマユット本流には完全に統合されないまま 2002年まで存続した。 

 一方、その他のモン在来派は、徐々にタイ僧伽へと同化されてきた。かつて 20世紀に入

るまで、モン僧伽はラーマン・ニカーイ（ラーマンニャ・ニカーヤ）という 1つの宗派と

して公的に認知されていた。通常、ニカーヤとは、我らこそ正しく清浄な戒統の継承者と

自負し、その他の僧と具足戒式（出家式）を共に行わないことで成立するといわれる。こ

れが逆の方向、すなわち、誦経発声の違いにより、具足戒式を共同で行うのが難しいこと

から、モン僧伽も宗派（ニカーヤ）として認知されてきたと思われる。この意味で、モン、

タイ、ビルマなどの在来派を「民族派」と呼ぶことができる。今日のタイ国のモン在来派

は、具足戒式におけるモン式誦経を行っていないという点で、ニカーヤとしての特性を有

していない。 

 これに対しラーマン・タンマユットは、具足戒式でのモン式誦経を維持し、タイ第三の

宗派として存続してきた。これは同集団が、タンマユットのもつ分離的な戒統原理を独自

に受容した結果といえよう。その後、2002年、同集団は、宗派を乗り越えるための「重ね

出家式」の儀礼を通してタンマユット本流に統合されたが、これはそれまでラーマン・タ

ンマユットが宗派であったことの証左でもある。 

 このようにラーマン・タンマユットが民族実践を維持し第三の宗派であり続けたのは、

半ばタイ化への抵抗であるとともに、民族派に戒統原理が重なった半ば偶然の結果であっ

た。



6th Session 

Can Cooperatives Improve the Incomes of Rubber Smallholders in Thailand? 

A Case Study in Chumphon Province 

 

Suttipong Angthong (Graduate School of Asian and African 

Area Studies, Kyoto University) and FUJITA Koichi (Center 

for Southeast Asian Studies, Kyoto University) 

 

Smallholders are the major planters of the Para rubber tree (Hevea brasiliensis) in 

tropical Asia. One challenge they face is having to overcome the disadvantages of 

rubber processing and marketing; accordingly, organizing smallholders into 

cooperatives has been a major policy objective. The Thai government established 

smallholders’ cooperatives in the 1990s and granted them smokehouses for processing 

latex into ribbed smoked sheets (RSSs). More than two decades have passed since 

then; the cooperatives’ market share in the rubber processing/marketing industry has 

meanwhile declined to only 5% amid an accelerated growth in the private sector. This 

study aims to assess the impact of processing and marketing activities among 

Thailand’s rubber cooperatives, based on a case study in Chumphon province. It was 

discovered that the profit per unit area (rai) from rubber production was significantly 

higher for cooperative members than for non-members, which was primarily due to the 

higher prices of rubber offered by these cooperatives. This became possible because 

cooperatives produced higher-quality RSS than the private sector, which had to 

purchase unsmoked sheets (USSs) from a large number of rubber smallholders. Our 

regression analysis showed that cooperative membership ensured a higher profit per rai 

of 1,407 baht. It was also found that member households earned 50% higher total 

household income than non-members. In rubber production, the members depended 

more on hired labor, such as tappers, while allocating a major proportion of their 

family labor to other work opportunities, especially to non-rubber agricultural 

activities, which are more profitable considering the current low prices of rubber 

worldwide. 



6th Session 

Local Acceptance and Municipal Solid Waste Treatment Sites in Thailand: 

Operation and Constraints of Local Acceptance Creation 

 

Poome Petkanjanapong (Graduate school of Integrated 

science for global society, Kyushu University) 

 

Today, demonstrations and violence against municipal solid waste treatment sites 

(MSW treatment sites) are common in Thailand as well as many other countries, 

especially developing countries. Low level of local acceptance of the sites is a major 

reason behind these conflicts. Extensive fieldwork in Thailand addressed this research 

question concerning the key structures and factors that create local acceptance of MSW 

treatment sites through a thorough investigation on three cases in Thailand: Nonthaburi 

Provincial, Phitsanulok Municipal, and Phuket Municipal. These three MSW treatment 

sites encountered local resistance in the past, but they now coexist with local 

communities. Therefore, it is important and valid to ask why that change occurred. 

Data were collected mainly through interviewing people in the waste treatment site’s 

surrounding communities, local leaders, and government agencies. With this study, we 

attempt to understand how the surrounding communities’ acceptance of the waste 

treatment sites arose. 

 In this study, the local acceptance can be separated into 3 main components 

—focusing projects (waste treatment sites), acceptance givers (local communities), and 

quality of acceptance. Even though MSW treatment sites share some characteristics 

with other kinds of public service sites, they also contain unique characteristics, which 

are the risk of environmental and health damage, limited distance from the 

municipalities, and negative perceptions of waste treatment sites. This study also 

shows the determination of locals at each waste treatment site according to 

administrative units, such as sub-districts or villages. Sometimes, this method of 

determination does not reflect the sites’ stakeholders. Last, this study shows that 

quality of local acceptance of waste treatment sites can be observed as community 

opinions about the waste treatment site, and this quality can be indicated through the 

results of community meetings, local referendums, and community movements against 

MSW treatment sites. 

 Various factors that affect local acceptance quality have been found in this 

study; however, negative impacts on local people and reasonable local benefits from 



the site are two significant factors. Regarding negative impacts on local communities, 

obvious pollution, such as smell or contamination of water, only raises local people’s 

concern when it affects their health and assets. However, some invisible pollution, such 

as dioxin, concerned local people less. Local benefits can come in intentional or 

unintentional forms. Unintentional local benefits are partly created by the site’s 

economic activities, such as job positions in waste management, and intentional local 

benefits are provided by local governments or the waste treatment site in order to 

increase local acceptance, such as extra money from the government, community funds, 

and informal help from site managers. Local involvement might not affect local 

acceptance directly; however, it can increase the efficiency of negative impact 

reduction and local benefit distribution. Through local involvement, the sites can 

manage their resources to minimize negative impacts on surrounding communities and 

provide incentive compensations that locals need.  

 Another finding is that national regulations and government plans also affect 

the local acceptance of waste treatment sites through local benefits and negative impact 

control. Regulation of local governance in Thailand does not allow local governments 

to use their budgets outside their territories. However, in reality, most big 

municipalities place their waste treatment places outside their territories because 

landfills, which are the most common waste treatment technology in Thailand, require 

huge space. According to regulations, it is difficult for the municipality to compensate 

or give incentives to local people near the sites. In contrast, provincial waste treatment 

sites do not have the same constraints, so it is easier to gain local acceptance for them. 

In order to fix this limitation, Thailand master plan for domestic waste management 

2016 promotes the provincial system of waste treatment to replace the municipal 

system. 

 To conclude, a high level of local acceptance is the key to success in public 

service operations. The structures and related factors that affect the quality of 

acceptance are highly context-dependent. In the case of waste treatment sites in 

Thailand, small obvious negative impacts and reasonable benefits from waste 

treatment sites were two main factors for winning local acceptance; at the same time, 

national constraints, such as regulations and government policy, also affect local 

acceptance. 
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Old Wine in New Bottle: TNI Domestic Security Role after Reformasi 

 

Adhi Priamarizki (Graduate School of Inter- 

national Relations, Ritsumeikan University) 

 

The fall of Suharto regime in 1998 did not only produce political reform (Reformasi 

era), but also forced the Indonesian armed forces (TNI) to embrace military reform. 

The TNI implemented military reform, including separation between the military and 

police as well as defense and domestic security matters. Twenty years after Reformasi, 

the Indonesian military keeps playing a part in domestic security role, especially 

through the army’s territorial command structure. Furthermore, the existence of proper 

regulations, particularly the People’s Consultative Assembly (MPR) Decree Year 2000 

on Separation of TNI and National Police (POLRI) and 2004 Law on TNI, have been 

proven incapable of preventing the military encroachment to internal warfare. Then the 

question is why such persistence involvement kept occurring? Existing literatures 

primarily indicate regulation loopholes as the culprit of this intrusion. However, closer 

examination reveals that the trespass to domestic security territory in the 

post-Reformasi period has been commonly ensued since before the ratification of 2004 

Law on TNI which displays the existence of better regulations in reality did not 

prevent the involvement. This article attempts to fill the gap in the current studies by 

looking at the benefits of doing domestic security role for the Indonesian military. The 

examination on the advantages of TNI involvement in internal security realm unfolds 

the military domestic warfare role increases the military’s political influence. The gain 

is paramount for the military as it serves as a political bargaining tool for the armed 

forces to resist further reform or even revert the current one and an instrument to 

execute shady economic activities. This study has twofold objectives. The first is to 

enhance study of civil-military relations in Indonesia. The second objective is to 

contribute to the discussion on military engagement in domestic security which mainly 

dominated by study on Latin America militaries. 

 


