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「独立宣言前夜（１）」（２０１６年０８月１５日） 

 

ＰＰＯＰＫＩ(Panitia Penjelidik Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ＝ 独立準

備調査会)の設立が１９４５年４月２９日の軍政監布告第２３号で正式に定められたが、第一回会

議の開催はひと月後の５月２９日に始められ、６月２日に終わった。 

ＰＰＯＰＫＩ常任メンバーは議長と副議長の３人を除いて６０人で、そのうちの５４人はジャワ・ス

マトラ・スラウェシ・マルクを代表するプリブミ、４人が華人系、１人がアラブ系、１人がヨーロッパ

系の土着民で構成され、非常任メンバーとして７人の日本人が指名されていた。非常任メンバ

ーは投票権を持たない。 

第二回会議は１９４５年７月１１～１７日に開かれ、議事は熱を帯び、すべての議題が投票で

採決されたという。独立後の国家形態についての議事では、５５人が共和国、６人が王国、２人

がそれらと異なる形態を主張した。王国派はヨグヤカルタのスルタン、ハムンク・ブゥオノ９世を国

王とする国家成立を画策し、マグランに集まって戦略を練ったが、議場では大敗を喫する結末

となった。 

国家にとっての基本要素である領土については、以前からあまり真剣な討議がなされていな

かったが、いずれにしても避けて通れない問題であるのは間違いがない。議場では、三つの案

に収束した。１）旧オランダ領東インドの全域、２）旧オランダ領東インドの全域にマラヤ半島を加

えるが、パプアは除く、３）旧オランダ領東インドの全域にマラヤ・北部ボルネオ・ポルトガル領テ

ィモール・パプアとその近隣の島々を加える。その第３案は大インドネシア構想とも呼びうるもの

であり、この大インドネシア構想支持者のひとりであるムハンマッ・ヤミン氏はマラヤ半島の愛国

活動家三人をオブザーバーに招くという周到さを見せた。オブザーバーのひとりイブラヒム・ヤク

ブ氏はＰＥＴＡのマラヤ版であるマレー義勇軍の指揮官を務める人物だった。 

投票では、第１案１９人、第２案６人、第３案３９人で、ガジャマダ時代に拡大した版図がいか

にインドネシア人の内面に誇りとして刻み込まれているかをそれが物語っているように思われる。

この成り行きは軍政監部を少々慌てさせたようだ。日本側の腹積もりは、まずジャワ島だけを独

立させ、旧オランダ領東インドの他の地域は状況を見ながら、おいおい参加させて行こうという

ものだったのだから。それがいきなり、ポルトガル領ティモールやパプア、そして旧イギリス領だ

ったマラヤ半島から北部ボルネオ一帯まで巻き込もうという話を言い出されたら、収拾に苦慮す

るにちがいない。 

ＰＰＯＰＫＩの非常任メンバーに指名されたのは軍政監部の役職者たちで、議事の進行を円滑

化させるとともに、逸脱した方向に走らないようにお目付役となるはずだったが、上のようなでき

ごとが起こったのは議長の手腕に負うところが大きかったようだ。どうやら実態は、新独立国の領

土に関する議場での議事進行があれよあれよという間に進められ、日本人非常任メンバーが口

を差し挟めるタイミングは飛ぶような速さで通り過ぎてしまったらしい。[ 続く ] 

 

「独立宣言前夜（２）」（２０１６年０８月１６日） 
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準備調査会議長はＫ．Ｒ．Ｔ．ラジマン・ウェディオディニンラ医師が務めた。また、後に連合

軍の行った戦犯裁判でＰＰＯＰＫＩ非常任メンバー７人の長になった一番ケ瀬氏は自分たちがＰ

ＰＯＰＫＩの会議の中で行ったことに関して、「われわれ日本人はインドネシアという子供を産む

母親の役割に就かず、インドネシア人が自分たちの国を作り上げるために手を貸す産婆の役を

果たしただけだった。議場でわれわれ日本人は何ら重要な発言を行わず、サブ委員会の中で

ほんの短い発言をしただけだった。」と語っている。 

ＰＰＯＰＫＩで憲法に関する討議がなされたとき、国民の定義付けについてプリブミだけが自動

的にインドネシア共和国の国民になることが採決された。ならば異民族系の子孫たちは法的に

帰化プロセスを経なければならないことになる。すると、この決議に反対する華人系常任メンバ

ーのひとりがメンバーを退任すると申し出た。そのままで国民として認められない人間に国家成

立の討議に参加する資格があるとは思えない、というのがかれの見解だった。その申し出が承

認されたかどうかについては、記録が残っていない。 

１９４５年６月２２日、ＰＰＯＰＫＩは憲法前文草案を確定させ。そして７月１６日には憲法案が完

成した。８月７日、ＰＰＯＰＫＩは解散され、ＰＰＫＩ(Panitia Persiapan  

Kemerdekaan Indonesia ＝ 独立準備委員会)が作られた。ＰＰＫＩは、独立インドネシアの政

体を早急に建設するための最後の準備に関連する諸事項を促進することがその使命であった。 

ＰＰＫＩは議長副議長を含めて２１人で構成され、ジャワ代表者１２人、スマトラ代表者３人、スラ

ウェシ代表者２人、カリマンタン代表者１人、小スンダ代表者１人、マルク１人、華人系代表者１

人から成り、スカルノが議長、ハッタが副議長になって委員会を統率した。１９人の委員会メンバ

ーは、Ｋ．Ｒ．Ｔ．ラジマン・ウェディオディニンラ医師を筆頭に、キ・バグス・ハディクスモ、オット

ー・イスカンダル・ディナタ、Ｂ．Ｐ．Ｈ．プルボヨ、Ｇ．Ｐ．Ｈ．スルヨハミジョヨ、スタルジョ・カルトハ

ディクスモ、Ｐｒｏｆ．Ｄｒ．Ｍｒ．スポモ、Ｒ．Ｈ．アブドゥル・カディル、Ｄｒｓ．ヤップ・チュアン・ビン、

Ｄｒ．ムハンマッ・アミル、Ｍｒ．アブドゥル・アバス、Ｄｒ．ラトゥラギ、アンディ・パグラン、Ｍｒ．ラトゥ

ハルハリ、Ｍｒ．イ・グスティ・クトゥッ・プジャ、Ａ．Ｈ．ハミダン、ラデン・パンジ・スロソ、Ｋ．Ｈ．Ａ．

ワヒッ・ハシム、Ｍｒ．ムハンマッ・ハサンの諸氏だった。日本人はひとりもこの委員会に含まれて

いない。[ 続く ] 

 

「独立宣言前夜（３）」（２０１６年０８月１８日） 

 

南方軍総司令官寺内寿一大将はいよいよ独立への動きを担うことになったＰＰＫＩのリーダー

に訓示を与えるため、ダラトに招いた。それに応じて、スカルノ、ハッタ、ラジマン・ウェディオディ

ニンラおよびスカルノの家族医であるスハルト医師が飛行機でダラトに向った。東南アジアとい

えども、制空権はすでに連合軍の手中に落ちている。それは言うなれば、生命を賭けた決死行

でもあったのだ。かれらを乗せた日本軍の双発輸送機は８月９日にジャカルタのクマヨラン飛行

場を飛び立った。そのときの模様をスハルト医師は次のように書き残している。 

その前日、スカルノは突然スハルト医師に言い渡した。「ハルト君、明日われわれはハッタ君

と一緒に外国へ行く。」 

「どこへ？」 
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「機密だ。要するに外国へ行くんだよ。」 

確かに、これほど機密を要することがらはほかになかったにちがいない。 

ラジマン・ウェディオディニンラ医師も、自分の妻にさえ行き先を打ち明けなかった。かれは妻

に、数日間の道中に着るジャワ貴族の装束を用意するよう命じただけだった。 

出発当日、ハッタ、ラジマン、スハルトは夜明け前にプガンサアンティムル通り５６番地のスカ

ルノの家に集まった。スハルトはやってきたラジマンがスラカルタ風のジャワ装束の盛装に身を

包んでいるのを見て驚いた。かれはカンジェン・ラデン・トゥメングンの称号を持つジャワ貴族だ

ったのだ。四人はそろってクマヨラン飛行場に夜明け前に移動した。 

クマヨランに着いてから、スカルノはスハルト医師に高齢のラジマン医師の世話を心がけるよう

依頼し、そしてみんなは寺内大将に会うため、これからインドシナのダラトに向かうのだとスハル

ト医師に語った。スハルト医師の鼓動が高まった。 

輸送機はジャカルタからシンガポールに向った。ジャカルタから来た日本人の多くはシンガポ

ールで下り、サイゴンから迎えに来た南方軍総司令部の日本人と交代した。機がふたたび出発

したのはその日の正午過ぎで、現地時間の１９時ごろ、サイゴン到着はもうすぐだろうとみんなが

思ったが、窓の下には黒雲と霧が敷き詰められており、滑走路がどこにあるのかがはっきりしな

い。サイゴン飛行場周辺は平坦な草地が広がっていて、目標物になるものも得難く、日が暮れ

て夜闇が濃さを増しているいま、着陸はきわめて困難と言うほかない。 

飛行機はそのあたりを何度か旋回したあと、着陸態勢に入った。草地に脚を下ろしたとき、凄

まじい衝撃音がして機内は大揺れに揺れ、乗客は座席から放り出されて床の上をのたうった。

機内に置かれていたあらゆる物が散乱し、ひとびとは体のあちこちを打ってうめいた。機は着陸

してから、あわや水牛と衝突しそうになったらしい。[ 続く ] 

 

「独立宣言前夜（４）」（２０１６年０８月１９日） 

 

停止した機体に向って、数人の兵士が駆け寄って来た。スカルノが大声で兵士に聞いた。 

「ここはどこだ？」「サイゴンからおよそ百キロの地点です。」 

兵士の一人が無線電話をサイゴンにかける。「ジャカルタからの客人が着陸しました。」 

スカルノがまた怒鳴った。「客人じゃない。スカルノが来たと報告しろ！」 

スカルノ一行は最寄りの村へ案内された。村の中は真っ暗で、灯り一つともっていない。 

灯火管制中なのだ。 

 

しばらくすると自動車が数台やってきて、スカルノ一行と同乗の日本人たちを護送した。 

車は漆黒の闇の中を、丘陵地帯を抜けてサイゴンへ向かい、豪壮な元フランス総督の宮殿に
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到着した。 

戦時下だというのに、その豪壮な宮殿の一室に美しい芸者の一団が住んでいるのを目にして

驚いた、とスハルト医師は述懐している。しかしそんな驚きよりも何よりも、かれは疲れた身体を

休めるためにベッドに倒れ込んだ。時計は午前２時を指していた。 

柔らかなベッドでの安眠もつかの間、一行は早々に起こされて午前１０時にはサイゴン飛行場

からダラトに向けてまた空の旅に就いた。 

ダラトはサイゴンから３５０キロ北東に離れた保養地で、標高１千５百メートルの高地にある。ダ

ラトに作られたフランス総督の別荘で、スカルノ、ハッタ、ラジマンの３人は寺内大将と会見した。 

大将は３人を前にしてスピーチした。「東京の大日本帝国政府はインドネシアの人民に独立

を与えることを決定した。みなさん、おめでとう。」 

東京へ行く道はすべてふさがれており、首相から祝辞をもらうことは不可能だ。だから東南ア

ジアにおける日本の最高責任者が首相に成り代わってそれを行うことになった。大日本帝国政

府は独立のプロセスをすべてインドネシアの人民にゆだねた。それをどのように行っていくかは、

すべてあなたがたの手の中にある。 

寺内大将はそのように語ったが、スカルノもハッタも、その言葉をどう受け取ってよいのかわか

らなかった。ふたりはただ、「ありがとうございます」を繰り返すばかりだった。 

「だから今は、あなたがたがどのような独立プロセスを考えているのか、それが問題なのだ。」

大将のその言葉に、スカルノもハッタも沈黙した。ふたりはただ、お互いの顔を見かわすばかり

だった、とスハルト医師は記している。 

寺内大将は贅肉のない上背のある体躯をしており、まるでヨーロッパ人のようだったというの

がスハルト医師の印象だった。 

会見を終えて懇親の食事会に移ったとき、スカルノは大将に尋ねた。「独立準備委員会が８

月２４日ごろに職務を満了するということでよろしいのでしょうか？」大将の返事は簡単だった。

「それはあなたがた次第だ。」[ 続く ] 

 

「独立宣言前夜（５）」（２０１６年０８月２２日） 

 

１９４５年８月１３日、スカルノ一行はサイゴンを発して帰国の途についた。ふたたびシンガポー

ルを経由する。今度の飛行機は座席などない双発爆撃機だった。キャビンの壁には砲弾による

穴があいている。付き添いの日本人はひとりも同乗せず、ふたりの操縦士とナビゲータひとりの

合計三人が日本人のすべてだった。操縦席の後ろに長椅子が置かれ、キャビンとは名ばかりの

狭いスペースに四人が入った。 

しばらく飛行を続けていたとき、機体が突然急降下して地上を目指し、マレー半島のジャング

ルの脇に設けられた滑走路に着陸した。シンガポールはまだ先だと思っていた一行は、一体何

が起こったのかといぶかしんだ。操縦士の話では、連合軍戦闘機に追尾されたので、それを逃



 独立宣言前夜 

5 

 

れるために取った行動だったそうだ。 

全員は数時間をそこで費やした。敵機があきらめて去って行かなければ、撃墜されるだけだ

からだ。こうして夕陽が落ちたあとになって、シンガポールにやっと到着した。一行は第７方面軍

司令官板垣大将に慰労され、シービューホテルで一泊し、８月１４日にシンガポールを発ってジ

ャカルタへ戻った。 

 

スカルノ一行はクマヨラン飛行場で、軍政監、総務部長、その他諸高官をはじめ、インドネシ

アの要人や多数の民衆に迎えられた。その場でスカルノにスピーチの機会が与えられ、かれは

クディリ王国のジョヨボヨ王の予言に触れて、これまではトウモロコシの実が成るときに独立すると

言っていたが、いまやトウモロコシの花が咲く前にわれわれは独立する、と述べて民衆の大喝采

を浴びた。 

軍政監部が用意したスカルノ歓迎昼食会のあと、ハッタは１４時に自宅に帰った。するとスタ

ン・シャフリルがかれの帰宅を待っていた。シャフリルは思いがけないことをハッタに告げた。日

本は連合国に停戦を要請した、と言う。「こんな状況になった以上、独立宣言はＰＰＫＩが行うべ

きでない。そんなことをすれば、インドネシアの独立は日本の傀儡でしかないと世界中が言うだ

ろう。一番良いのは、民族指導者であるブンカルノが民衆の名前で独立宣言をラジオのマイク

に向かって表明することだ。」 

 

インドネシア民族活動家のすべてが感じているように、ハッタも大日本帝国の戦争継続能力

が既に限界に達していることを理解しており、早晩終戦が訪れることは予想していたが、こんな

に早くやってくるとは思っていなかった。ハッタはスタン・シャフリルの意見に賛成すると同時に、

独立宣言を急がなければならない、と自分に言い聞かせた。しかしハッタには疑問があった。Ｐ

ＰＫＩ議長であるスカルノが個人として民衆の名前で独立宣言を行うことがどのような影響をもた

らすのかという懸念だ。ＰＰＫＩが行うことになっていた行為が議長個人のスタンドプレーにすり替

えられてしまうのは、世間常識から見ても悪行である。あのスカルノが易々とそのような悪行を冒

すはずがない。 

ハッタはスタン・シャフリルと相談して、まずはスカルノの意見を確かめることで合意した。ふた

りはすぐにプガンサアンティムル通り５６番地に向った。[ 続く ] 

 

「独立宣言前夜（６）」（２０１６年０８月２３日） 

 

モハンマッ・ハッタは１９０２年にブキッティンギに生れ、スタン・シャフリルは１９０９年にパダン

パンジャンで生まれた。ふたりは同じミナンカバウ人だったわけだ。かれらはそれぞれがオラン

ダに留学し、専攻も違っていたが、オランダでインドネシア会に参加し、役員になることで互いに

親密になった。 

シャフリルは１９３１年、学業半ばにしてインドネシアに戻り、ＰＮＩ設立に加わった。 
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ハッタは翌年、学業を終えて帰国し、戻るとすぐにＰＮＩの指導的立場に立った。ふたりが協力

し合ってＰＮＩの活動を進めているとき、オランダ植民地政庁は反政府分子としてふたりを逮捕し、

１９３４年にパプア島のボーヴェンディグルに流刑した。更に１９３６年に、ふたりは南マルクのバ

ンダネイラに移された。ところが、日本軍の南方進出を前にして、米軍水上機がふたりを迎えに

来て、ジャワ島に運んだ。ほどなく、日本軍の進攻がはじまった。 

日本軍政下にどのような方法で民族運動を継続していくかという点で、ふたりの考え方は異な

っていた。ハッタはスカルノと共に表に出て、日本の統治下での民族独立のかじ取りを行う意向

を持ち、シャフリルは地下での民族運動を推進する決意を固めた。シャフリルのその方針はもち

ろん、スカルノもハッタも承知の上だ。 

１９４５年８月１４日、ハッタとシャフリルを自宅に迎えたスカルノはふたりと小さい円卓を囲み、

来意を尋ねた。ハッタはシャフリルに話すよう促した。シャフリルの話を聞き終えてしばらく自分

の考えをまとめていたスカルノは、これほどの速さで状況が転変しつつあることに半信半疑だっ

た。かれは既に軍政監部要人から、ソ連軍が満州国に攻め込んだ情報を耳打ちされていた。

大東亜戦争の命運は先が見えたことをスカルノは確信したが、まさかこれほど即座に日本が降

伏の動きを始めるとは、予想だにしなかったことだ。 

「シャフリル君が外国のラジオ放送からその情報を聞いたにせよ、今はほとんどのラジオ放送

は連合国の息がかかっている。だからわたしはまず軍政監部に最新状況を確認したい。明日、

わたしはハッタ君と一緒に軍政監部へ行こう。」 

スカルノがインドネシア民衆の指導者として、また民衆を代表して、早急に独立宣言を行うべ

きだ、というシャフリルの意見にスカルノは同意しなかった。ハッタが予想した通りの言葉をスカ

ルノは述べた。 

「わたし個人にそのようなことをする権限はない。それを行うのは、わたしがリーダーを務めて

いるＰＰＫＩなのだ。いざ独立を宣言する機会がやってきたからといって、ＰＰＫＩをさしおいて、わ

たしが個人としてそのようなことを行えば、世間の目にはそれが納得できるものとは映らないだろ

う。わたしにそのようなことをする気はまったくない。」 

[ 続く ] 

 

「独立宣言前夜（７）」（２０１６年０８月２４日） 

 

スカルノの態度にシャフリルは強く失望したようだ。しかしスカルノとしても、日本側の実情がど

うなっているのかを確認しなければ、次の手が打てないのも確かなことだ。スカルノはすぐに情

報収集を開始した。ところが個人的に知遇を得ている軍政監部要人たちはスカルノに会おうとし

ない。 

その日１５時ごろ、スカルノとハッタはアフマッ・スバルジョと共にジャカルタの海軍武官府を訪

れて前田精海軍少将に状況を尋ねた。スバルジョは通訳としてふたりに付き添った。少将の返

事は明快だった。 

「大日本が降伏したという話をわたしはまだ聞いていない。だから、その情報が正しいのか、
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あるいは虚報なのかとあなたが尋ねても、わたしには答えようがない。その真偽がどうあろうと、

わたし個人としてはまったく信じられないことだ。今やこういう状況に陥った以上、世間にはさま

ざまなデマゴギ―が飛び交っている。そういう情報を自分の行動の手がかりにはできない。」 

ラデン・アフマッ・スバルジョ・ジョヨアディスルヨは１８９７年に西ジャワのクラワンに生れ、１９３３

年にレイデン大学で法学士のタイトルを得た。当時の独立志士青年たちと同じように、かれも左

翼思想の洗礼を受けており、モスクワに滞在したこともある。 

インドネシアに帰国後、かれはレイデン大学で親交を重ねたイワ・クスマ・スマントリが発行し

ている新聞「マタハリ」の日本通信員となって東京に滞在し、その後帰国して植民地政庁の経済

局で働いた。 

 

１６時ごろ、スバディオがスタン・シャフリルの家を訪れた。シャフリルはスカルノ宅から戻った

ばかりであり、日本が連合国に降伏する兆しはまだなさそうだ、という結論をかれはスカルノの反

応から引き出していた。かれはスカルノとの会見で強い失望を感じ、不満と興奮で感情的になっ

ていた。こんなシャフリルをこれまで見たことがないとスバディオは思った。 

 

外国からのラジオ放送のいくつかは、日本が停戦を求めたと述べているが、スカルノはそれ

が本当であると信じるそぶりも見せない。ならば日本人高官か、必要なら憲兵隊にでも最新状

況を尋ねたらどうかとシャフリルが提案しても、スカルノは強い声で「そんなことを日本人高官に

尋ねるなど、まったく無駄なことだ」と反論した。シャフリルは、スカルノが自分の言うことを聞いて

くれないということ以上に、自分が命がけで地下活動を行っており、そうして得た情報をもっと尊

重してくれるだろうと思っていたが、スカルノの態度が自分の期待外れであったことにかれは強く

傷ついていたのだ。[ 続く ] 

 

「独立宣言前夜（８）」（２０１６年０８月２５日） 

 

憲兵隊がスビアントを探しているという情報を教育省に勤める親族のひとりから聞かされ、マ

ルゴノ・ジョヨハディクスモは驚いた。息子のスビアントがあちこちで、日本が降伏したという噂を

まき散らしているのが原因だそうだ。 

８月１５日夕方になって、家に戻ってきた息子のスビアントが「日本が降伏した」という言葉を

告げた。やはりあの話は本当だったのだとマルゴノは思った。「誰から聞いた？」とマルゴノが尋

ねると、「それは父上にも明かせない。そのひとの生命は自分などよりはるかに価値が高いのだ

から。」とスビアントは答えた。 

一家がソロからまたジャカルタに移って以来、スビアントはあまり家に戻らなくなり、何をしてい

るのかよくわからなかったが、それが徐々に明らかになって来た。スビアントはスタン・シャフリル

の地下活動の配下になっていたのだ。 

日本軍政期にスビアントはジャカルタの医科大学生になった。オランダ植民地時代の医科大
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学を日本軍政は１９４３年３月に日本語のまま Ika Daigaku と称して再開した。しかし大学生は頭

を丸刈りにせよと軍政が定めたことに、学生たちは抵抗した。「大学生の自主性を無視し、インド

ネシア社会の持つ精神を尊重していない。頭というのは人体の中でもっとも神聖な部分なので

あり、他人があれこれ指図する対象ではない。」というのが学生たちの意見だったのだ。 

スビアントは反対運動の先頭に立った。かれは規則発効の前日、英語の詩を書いたビラを校

内各所に回した。 

We are not alone 

There are thousand depending on us 

People whom we will never seen 

But what we do 

Decide what they will be 

日本人がかなりの数の散髪職人を校内に連れて来た。学生全員を丸刈りにするためだ。スビ

アントはそれを拒否し、かれの意気に従った学生８人もそれを拒否した。ダアン・ヤヒヤ、プティ・

ムハルト、サニョト・サストロミハルジョ、ウタルヨ、スダルポ・サストロサトモ、スロト・クント、スジャッ

モコ、アブ・バカル・ルビスたちが、スビアントと共に捕らえられて西ガンビル通りの憲兵隊本部

留置場に押し込まれた。 

かれらは毎夜、拷問室から聞こえてくる悲鳴に悩まされた、とサニョトは記している。口から流

水を大量に腹の中に流し込まれ、そのあと腹を踏みつけにされる。かれらは全員が鉄格子の一

室に詰め込まれ、横たわることができないため、みんなが壁にもたれて座って眠った。かれらは

そこで、ヨハネス・レイマナ医師と知り合った。かれはプルワカルタのオランダ宣教団の医師だっ

たひとで、オランダ支持者の嫌疑で憲兵隊に囚われていたのだ。 

スビアントはレイマナ医師を知ったことで医者になる情熱が掻き立てられたものの、その情熱

は結局不完全燃焼に終わったが。かれら９人はおよそひと月間、憲兵隊留置場でシンコンと水

だけの毎日を送ってから裁判もなしに釈放された。散髪事件はそれで一応の収拾を見た。 

しかし日本側は決して丸刈り拒否学生を認めようとせず、ある日憲兵隊が大学に入って密か

に教室の出入り口を固め、講義が終わって出てくる学生の中にいる髪を伸ばした者を捕らえて

無理やり散髪させたという事件も起こっている。ところが、１９４３年１２月に、また別の事件が新た

に起こった。[ 続く ] 

 

「独立宣言前夜（９）」（２０１６年０８月２６日） 

 

軍事教練で医科大学生が隊列行進を行っているとき、強い雨が降って来た。学生たちはて

んでに雨宿りの場所を求めて散り散りになる。それを見て日本人指導官が激怒した。そのときに

起こったいくつかのシーンが語られている。ひとつは日本人が数人の学生を殴ったというものだ

が、別の話は殴ろうとした日本人の手をかわして学生の方が日本人を殴り、他の学生がそれに
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加勢したというもの。 

ともあれこのころには、日本人が他人を殴る民族であるということはインドネシア人の間の常識

になっており、おまけに理由も言わずに殴るということがインドネシア人には驚きだったようだ。オ

ランダ人は相手が悪い点をくどくどと説明した上で殴るが、日本人はものも言わずにすぐ手をあ

げる、という比較論がインドネシア人の間に流通した。「自分のどこが悪かったのかを、自分で考

えろ。反省しろ。」というのが日本文化の中の下位者に対する教導方法で、特に軍隊の中でそ

れが激しかったようだが、客観的に自分を見ることが文化の中にまだ成育していない民族にそ

んなロジックは通じなかったし、おまけに暴力が反省の契機に使われるのは西欧的文明観に反

することでもある。 

何も言わずに殴る、とインドネシア人は言ったが、少なくとも「バッキャロー」という怒声は伴わ

れたにちがいない。おかげで「bakero」という単語がインドネシア語になった。 

もっと感情を込めて「bagero」と書く人もいる。 

 

インドネシアの青年たちは、ふたたび卑賎扱いされたという感情を抱いた。日本軍政に対す

る反抗意識は、丸刈り拒否学生たちに特に強かった。だが、かれらが何らかの行動を起こす前

に、憲兵隊がその事件に関わった学生たちを翌週ばらばらとまた留置場に放り込んだ。というの

も、連合国側のラジオ放送がその事件を宣伝に使ったからだ。 

「ジャカルタの学生たちが占領軍の支配に抵抗して立ち上がった。」というラジオニュースを傍

受した日本軍は、連合軍諜報員が大学生を使って反日抵抗運動を展開しようとしている、と推

測した。 

憲兵隊留置場に放り込まれたのは、タジュルディン、エリ・スデウォ、カリムディン、スワンディ、

プティ・ムハルト、スダルポ、スロト・クント、ダアン・ヤヒヤ、サニョト、スジャッモコ、ウタルヨ、スビア

ント、アブ・バカル・ルビスらの学生と、ウタマおよびスバンドリオというふたりの教官だった。 

その決定的な事件のおかげで、医科大学は９人の問題学生を放校処分にした。かれらが医

者になる道は閉ざされてしまった。スダルポ、スジャッモコ、サニョト、ダアン・ヤヒヤ、スロト・クント、

プティ・ムハルト、ウタルヨ、スビアント、プルウォコはそれぞれ新たな道を探るべく動きはじめた。 

スダルポとスジャッモコは自力で医者になろうと考え、先輩たちに教えを請うた。ダアン・ヤヒヤ

とウタルヨは郷土防衛義勇軍ＰＥＴＡに入ろうとした。しかしＰＥＴＡを指導する日本人がかれらの

履歴を調べ、問題児の受け入れを拒否した。結局かれらはスカルノの助力を求め、スカルノが

保証したことでＰＥＴＡに入ることができた。[ 続く ] 

 

 

「独立宣言前夜（１０）」（２０１６年０８月２９日） 

 

医科大学放校学生の９人はしばしばマルゴノ・ジョヨハディクスモの自宅のガレージで、同志



 独立宣言前夜 

10 

 

として会合を持った。そこで話されたことは、やはり国家独立と民族の将来に関することがらが多

かった。そしてかれらは国家独立構想の中に、民衆動員が必要であることに思い至った。民衆

の中に国家独立の機運を盛り上げ、推進の一翼を担わせることはきわめて重要であるとの結論

を出すまでに、長い議論は不要だった。 

ついては民衆の中に核となる人間を育てていく必要がある。ところで民衆の大半はムスリムだ。

国家独立の諸コンセプトを民衆レベルにおろしていくとき、イスラムのコンセプトと衝突するもの

があっては問題のタネになる。その間の融合と調和をはかり、民衆の中に運動を広めていくため

に、自分たち自身がもっとイスラムを深めなければならない。こうして、スビアントとスロト・クントが

イスラム大学に入ってラシディとモハンマッ・ナツィルという著名なイスラム宗教師から学ぶことに

なった。 

１９４５年７月１０日、イスラム大学学生役員会が誕生し、スビアントが会長になった。 

スロト・クントとバグジャ・ニティディウィルヤが副会長、シティ・ラフマ・ジャヤディニンラが書記

役に就いた。 

 

かれらはイスラム大学学生たちに、インドネシアが置かれている情勢、各戦線で起こっている

戦争の進展状況、更には民族主義やヒロイズムを鼓吹するといった諸活動を行って同志を育成

した。中でもスビアントの人格と見識は群を抜いていたようだ。かれは少年のころから、父親のマ

ルゴノ・ジョヨハディクスモに連れられてヨーロッパの諸都市での暮らしを体験して来た。リーダー

としての素質に満ちていたということだろう。 

スビアントと同志たちはクラマッラヤ通りの借家に住み、そこをムスリミン館と名付けた。医科大

学学生寮はプラパタン通り１０番地にあり、医科大学を追放された者たちと、追放されなかった

同志たちが密接な連絡を取るようになる。 

医科大学とは無関係に出来上がっていたＡＰＩが、かれらの輪に接近して来るようになった。Ａ

ＰＩの理想も民族独立ではあるが、大衆動員という場で果たされるべき機能は、ムスリミン館のイ

スラムと民族主義を調和させたイデオロギーが最適であることを理解したため、種々の行動に関

連してムスリミン館に頻繁に参加要請が届くようになった。 

ムスリミン館では独立後にＧＰＩＩ（インドネシアイスラム青年運動）が１９４５年１０月２日を期して

発足し、国家建設に意欲を燃やすイスラム基盤の民族主義が高まって行く。 

[ 続く ] 

 

 

「独立宣言前夜（１１）」（２０１６年０８月３０日） 

 

１９４５年８月１５日午後、ハッタの自宅をふたりの青年が訪れた。ひとりはハッタの親友マルゴ

ノ・ジョヨハディクスモの息子スビアント、もうひとりはスバディオだ。ふたりは熱を帯びた口調で
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「ニッポンが降伏した」と語り、ＰＰＫＩによる独立宣言は絶対にやめてほしい、と懇請した。ＰＰＫＩ

が日本軍政の制作物であることを知らない者はいない。 

しかし、なぜ？ 

 

ふたりの青年は言う。「スカルノが民族指導者として、民族を代表する立場で独立を宣言しな

ければならない。日本が作ったＰＰＫＩでなく、スカルノという人間がそれを行わなければならない

のだ。ラジオのマイクに向かって、全世界にそれを明確に示すのだ。」 

ハッタが言う。「寺内大将を通して日本はインドネシアの独立を認めた。その実行は明日午前

１０時にプジャンボンの中央参議院で開かれるＰＰＫＩ会議の中で討議されることになっている。」 

ふたりの青年は色めき立った。「それは阻止しなきゃいけない！」スビアントが声を荒げた。 

 

ハッタは感情を抑制した沈着な姿勢を崩さずに続ける。「ＰＰＫＩが権利を持っている行動を、

その統率者が個人の業績にすり替えるようなことを、スカルノがするはずがない。 

かれ自身の口からそのことは聞かされているし、それにスカルノが民衆を代表して宣言しよう

が、ＰＰＫＩを代表して宣言しようが、何も違いはない。最初からスカルノは対日協力者として活動

を始めたのであって、オランダがスカルノを犯罪者と決めつけることに変わりはないのだ。」 

双方はおよそ半時間、激論を戦わせた。二青年は革命的な姿勢でこの問題に臨み、ハッタ

は持前の合理主義から言葉を尽くして無駄な動きを抑制するよう青年に説いた。結局、その会

見は喧嘩別れに終わった。スビアントは帰り際に叫んだ。「今や革命の時至ったというのに、わ

れわれはハッタさんと肩を組むことができない。ブンハッタは革命家ではなかったのだ。」 

ハッタは口元に笑みを浮かべてそれに応じた。「わたしが革命を望んでいないなどと誰が言

えよう。ただし革命のためには組織をまず整備するのが先決だ。君たちがしていることは革命な

んかでなく、ただのプッチ（一揆）に過ぎない。１９３２年にミュンヘンでヒトラーがそれをやって失

敗している。」 

スバディオとスビアントはますます怒りを燃え上がらせ、「ブンハッタに革命の指揮を期待した

のは、われわれのメガネ違いだったのだ。」と言い残して去った。 

 

その日、大日本帝国が連合国に降伏したことは、ジャカルタにいる日本人のすべてが口を閉

ざしていたにもかかわらず、ジャカルタの全住民の間で囁き交わされていた。 

その日の情景を記した当時の記事は、次のように物語っている。[ 続く ] 

 

「独立宣言前夜（１２）」（２０１６年０８月３１日） 
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２６０５年８月１５日、ジャカルタ全市は午前１０時から午後４時ごろまで、まったくの停電になっ

た。電車・ラジオ・病院の医療機器に至るまで、電気で動くものはすべて停止した。 

すべての住民が、得られない答えを求めて質問を胸に秘め、互いに顔を見かわし、その表情

をのぞき込むばかりだった。 

まるで１９４２年３月５日のできごとを思い出させるかのように、最初は囁き声でニュースが口伝

され、徐々に声は大きくなり、また伝達範囲も拡大して行った。最終的に、ジャカルタ全域です

べての者が知った。あるいはジャワ島で、更には全インドネシアでもそうなったのではあるまい

か？ 

「ニ ッ ポ ン   降 伏」 

まるで、一瞬歴史が停止したかのようだった。市内の道路は閑散としている。ひとの見解や思

考が一斉にひっくり返った。ニッポンの敗北は既に予期され、確信されていたにもかかわらず、

それが実現したとき、その事態にしっくりなじめず、信じられない思いを抱くひとも少なくなかった。 

こうなった今、独立インドネシアの案件はどうなるのか？インドネシアという国はどんな運命を

たどることになるのか？われわれはまるで品物のように、この世界の帝国からわれらの国に権利

を持つ別の王国に譲渡されるようになるのだろうか？われわれは支配権者の交代と共に、ある

者の手から別の者の手に、まるで何もなかったかのように移されるだけなのだろうか？ 

そうならないためには、自己をわきまえた一国家一民族として、自分の運命を自らの手で決め、

自己を守る勇気と能力がわれわれになければならないが、われわれにそれがあるだろうか？ＪＰ

クーンからチャルダ・ファン・スタルケンボルフ・スタショウェルまでの３５０年間歩んで来た歴史の

中にわれわれはまた戻って行くのだろうか？１９４２年３月９日（全インドネシアが東インド植民地

政庁から決別したのがその日）に一度閉ざされた歴史を再開させようというのだろうか？・・・ 

 

その日夕方、断食月のブカプアサを終えた青年たちがプガンサアンティムル通り１７番地の細

菌学研究所の裏にあるヒマ畑で会合を持った。ハエルル・サレ、ダルウィス、ジョハル・ヌル、ス

バディオ、スビアント、マルゴノ、アフマッ・アイディル、スニョト、アブ・バカル・ルビス、エリ・スデウ

ォ、ワヒディン、カルムディン、スロト・クント、パルジョヨたちだ。ウィカナとアルマンシャが遅れて

来た。 

議長役のハエルル・サレはこの事態の変化に対処する道を探っていた。日本の降伏という噂

が飛び交っているいま、自分たちは何をなすべきなのか、ということだ。そして自分たちがたてる

計画にスカルノとハッタを巻き込むにはどうすればよいのだろううか？ 

[ 続く ] 

 

 

独立宣言前夜（１３）」（２０１６年０９月０１日） 

 



 独立宣言前夜 

13 

 

一同は議論の末に結論を出した。インドネシアの独立はインドネシア人民の問題であり且つ

権利であるため、外国や現在の支配機構がそこに関与してはならない。実力・本質・歴史のい

ずれから見てもインドネシア民族は既に独立の能力を持っており、そして今やそのときが来たの

である。だからインドネシア民族は他民族とまったく無関係に独立宣言を行わなければならない。 

こうしてかれらは、スカルノとハッタに対する姿勢を定めた。「スカルノとハッタは日本とまったく

無関係に独立を宣言しなければならない。日本との間に結んだあらゆる約束事はすべてご破算

にし、インドネシア人民の代表者としてかれらに独立宣言を早急に行わせること。そのためにわ

れわれは、かれらふたりと最終交渉を行う。われわれのこの決議をかれらふたりに伝えるため、

ウィカナとダルウィスがふたりに面会する。」 

ウィカナとダルウィスがスカルノ宅に向かう前、一同はふたりに再確認した。「日本が連合国に

降伏した以上、われわれはスカルノがインドネシアの独立を宣言することを強く望んでいる。」 

 

ふたりが出発すると、ハエルル・サレもメンテンラヤ通り３１番地に徒歩で向かった。そこにはス

カルニやＰＥＴＡ将校たちがいる。かれは同志たちに状況を伝えてから、ウィカナとダルウィスが

吉報を持ち帰るのを待つためにチキニラヤ通り７１番地の大学生寮に向った。かれらはそこで落

合うことにしてあったのだ。 

ハエルル・サレは１９１６年にサワルントで、父親が医者の家庭で生まれた。メダンとブキッティ

ンギで学校を終え、１９３４年にバタヴィアへ上京して法科大学で学んだ。１９３７年にＰＰＩ（インド

ネシア学生同盟）の設立に加わり、大東亜戦争勃発前に当時もっともラディカルな組織と評され

たＰＰＩのリーダーを務めた。日本軍政下にかれは宣伝部に職を得、同時にインドネシア青年協

議団を統率した。 

 

プガンサアンティムル５６番地に向かうウィカナとダルウィスに何人もの青年が付き添った。ス

カルノは表のテラスに出て、訪れた青年たちを応接した。ウィカナがハエルル・サレのメッセージ

を伝えると、スカルノは暫時沈黙してから緩やかに語り始めた。 

「統率者というのは千の目と千の耳を持っているのだ。君たちが一連の秘密討議を行ってき

たことは知っている。君たちがひとつの合図で諸方に迅速に伝わる連絡網を作っていることも知

っている。君たちはみんなミステリアスな姿をし、名前を三つも四つも持ち、われわれの祖国に

関する高次元の決定を、動物園の裏の畑や医学研究所の狭い通路の中や自転車の上で合議

してきたことも、わたしの目に映っている。しかし、君たちには結束がない。君たちの間には大同

団結がないのだ。左翼グループがおり、シャフリルのグループがいて、インテリグループはまた

別にいる。みんなが、他のグループとは無関係に自分だけの決定を携えている。憲兵隊を怖れ

て、君たちは毎晩寝場所を変えている。連絡員は一生懸命自転車を漕いで、緊急指令を届け

るために街中を回遊している。しかし、それはいったい誰の指令なのか？ 

もちろんわたしは青年層の支援を必要としている。青年層はわたしが独立の鐘を鳴らすとき

の重要なパワーとなるのだから。だがわたしは、早まった動きを起こさないよう、かれらを抑えな

ければならない。わたしにとっての問題は、君たちが良識に即した答えを生み出すための時間

を持とうとしないことだ。」[ 続く ] 
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「独立宣言前夜（１４）」（２０１６年０９月０２日） 

 

スカルノが言う通り、青年たちはグループごとに別れて互いに競争し合い、ひとつにまとまっ

て大きな力を示そうとはせず、反対に互いを相殺し合うような動きを繰り広げていた。 

小成に安んじてそれぞれがお山の大将になりたがる性癖はなかなか変化しないようだ。 

当時、青年グループは大別して四つに割れていた。ひとつはスカルニグループだ。オランダ

時代は青年インドネシアの本部役員のひとりで、かれはアダム・マリッ、アブドゥル・ムルッ、クス

ナエニ、アルムナント、パンドゥ・カルタウィグナ、マルト、シャムスディン・チャンたちと共に働いた。

日本軍政下では宣伝部で働いたが、方針に反対したために４５年７月に解雇されている。 

次のグループはシャフリルグループだ。既に触れたように、オランダ植民地時代に政治犯とし

て流刑されていたかれは、地下民族運動に進む。反ファシズム・反軍国主義のかれは他のグル

ープから連合国寄りと見られた。このグループには、スダルソノ、ハムダニ、スバディオ・サストロ

サトモ、スビアント・ジョヨハディクスモ、カルタムハリ、デス・アルウィたちが属している。 

三つめは学生生徒グループだが、これは固定的な組織でなく、時に応じて集まりまた散ると

いうフレキシブルな集団だ。かれらを組織化しようとすれば、かえって反発を受けただろう。この

怒れる若者たちは、独立闘争で膠着状態に陥ったとき、壁を蹴破るためにしばしば利用された。

ハエルル・サレ、ジョハル・ヌル、ダルウィス、クスナンダル、エリ・スデウォ、シャリフ・タイェブ、ス

ヨノ・マルトスウォヨ、ソフワン、ラトゥラギらがこのカテゴリーに入る。かれらはプラパタン１０番地と

チキニ７１番地の学生寮を根拠地にした。 

四つめが海軍グループと呼ばれる者たちだ。インドネシア独立に関する姿勢が日本の陸軍と

海軍で違っていた。インドネシア人は海軍の方がはるかに同情的だったと見ている。スラバヤ駐

留第二南遣艦隊司令長官柴田中将がジャカルタ海軍武官府前田少将と話し合ったあと、両者

はインドネシアの独立が必然であるという結論に達し、両者はいずれもがインドネシア独立のた

めに働くインドネシア人に支援を惜しまなかった。ひとりは独立宣言文起草の場で、もうひとりは

スラバヤにある海軍兵器庫の中身をスラバヤ市民に与えるという行為を通じて。後にイギリス進

駐軍がスラバヤに上陸してから起こったスラバヤの戦闘で、インドネシア兵士と民兵が完全装備

のイギリス軍の攻撃を受けて立てたのは、ひとえに旧日本海軍の武器兵器のおかげと言うしか

あるまい。 

この海軍グループに属す青年たちは、アフマッ・スバルジョ、スディロ、ウィカナ、ハイルディン、

ジョヨプラノトたちだ。 

 

スカルノ宅では、青年たちとスカルノの間で激論が戦わされている。だが青年たちの性急さは、

時間が思考を熟成させるということに意を払わない。かれらは自分たちの意見が正しいと信じ、

それをスカルノとハッタに理解させ、ふたりが自分たちの言うように動いてくれることを一途に願

っているのだ。[ 続く ] 
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「独立宣言前夜（１５）」（２０１６年０９月０５日） 

 

日本人たちは今、状況の変化に困惑しており、かれらが次の対処法を決めるまでの間に権力

を奪取しなければならない。日本人がわれわれを制圧しにかかるか、それとも野放しにして勢い

をつけさせるか、それが決まったあとでは、われわれはもう自由に動けない。重要なのは日本が

敗戦したということであり、かれらの意表を衝いてわれわれが行動を起こせば、事態はわれわれ

に有利に展開する。このチャンスは長続きしない、と青年たちは熱弁を振るう。 

「よし。」とスカルノは言った。 

「君たちは青年のパワーがあるといつも言う。だったら、今それを証明してごらん。君たちのパ

ワーなど、わたしは信用したことがない。」 

青年たちは口々に叫ぶ。「祖国のために身命をなげうつ覚悟はできている。」 

スカルノは苦い顔で続ける。 

「そんなことは知っている。だがこんな人数で大勢の日本兵とどうやって渡り合うのか？さあ、

君たちはわたしに何を見せてくれる？君たちが言うパワーの証拠をわたしに示してくれ。女子供

をどのように保護するのか、その計画はどうなっている？独立宣言をしたあと、国家防衛の方策

はどうなっている？日本や連合国に助けてもらうことなどできないのだぞ。われわれは自分たち

の戦力で国を維持しなければならないのだ。 

よしんば、ジャカルタで君たちが言う革命の火を燃え上がらせたとしよう。ジャカルタ以外の場

所、ジャカルタから遠い僻地はどうなるのか？君たちは答えを持っていない。そうじゃないの

か？それどころか、君たちの誰一人として、そこまで考えた者はいないのじゃないか？わたしの

想像ははずれたかな？ 

わたしの話を聞いてもらおう。わたしはあらゆるフェーズで起こるすべての可能性を検討した。

そうやって方針を決めれば、想定外の劣悪な結果は避けられる。細かい点まで検討を加えず、

機も熟していないときに性急に起こした叛乱がもたらす結末が往々にして最悪のものになること

を歴史が示している。オランダ植民地主義に対する反抗はクーデターではないのだ。国家元首

を宮殿から追い出せばすむことではない。そんなことよりはるかに重く困難な仕事なのだ。インド

ネシアというのは、総督宮殿地区やジャカルタ全域など比べものにならないくらい広大だ。その

ことが分かっているのか？ 

君たちは、こんな事態になったとき、われわれが何をどう行っていくかという計画をわたしが何

も用意していなかったと思っているのか？ともあれ、わたしの策は君たちとはちがう。全国各地が

それぞれ同時に、一斉に独立宣言を行うこと。全民衆に向けて決起を呼びかける演説を行うこと。

革命はそのあとだ。 

君たちが大衆動員のためのシンボルを必要としていることをわたしは知っている。それには、

大衆動員の体制を作り上げ、そしてかれらを立ち上がるように方向付けるプロセスが要る。そう
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すれば、草の根レベルで独立の機運が燎原の火のごとく燃え上がる。全国でその体制が整った

ときこそ、最初の銃声が鳴り響くときだ。そうすることで革命の声が草の根に満ちる。しかし今現

在、その構想を知っている者は全土にひとりもおらず、ひとりもその用意ができておらず、わたし

の命令を聞いた者もひとりとしていない。 

日本はインドネシアを独立させることを決めた。明日ＰＰＫＩはそれに関する議事を行い、独立

宣言実施の詳細を決め、そのあと、既に内容が定まっている憲法を発布し、各地方首長の選出

などが話し合われることになる。」[ 続く ] 

 

 

「独立宣言前夜（１６）」（２０１６年０９月０６日） 

 

だが青年たちはスカルノの考えを受け入れようとしない。日本が設けたインドネシアの独立な

ど論外であり、インドネシア民族がインドネシアの独立を勝ち取るという形を国内外に示すことが、

かれらにとっての最重要課題になっていた。そのためには、今夜、今直ぐにでも、スカルノが全

国民を代表する民族指導者として独立宣言を行うことが、絶対条件になっている。 

そんな激論が戦わされているとき、ハッタがスカルノ宅に飛び込んで来た。ハッタを連れて来

たのはアフマッ・スバルジョだ。 

その夜、ハッタが自宅で翌日開かれるＰＰＫＩ会議の準備をしているとき、２１時半ごろ、アフマ

ッ・スバルジョが緊張した面持ちでハッタ宅にやってきた。スカルノの家に青年たちが押し掛け、

スカルノに今直ぐ独立宣言をせよと迫っている、とスバルジョが告げる。 

顔色を変えたハッタは急いで外出の支度をし、スバルジョの車に乗った。スカルノ宅に着いた

のは２２時ごろだった。 

雰囲気が険悪化しているのを見て取ったハッタとスバルジョはスカルノを家の中に誘い、その

場の収拾策を話し合った。青年たちが折れようとせず、あくまでもかれらの主張を続けるのであ

れば、かれらが別の人間を押し立て、その者に独立宣言をさせれば良い。われわれはわれわれ

の方針を貫くだけだ。それを結論として、スカルノは再びテラスに出て青年たちに相対した。 

スカルノが独立宣言を行うという一念でやってきた青年たちは、突然全身に水を浴びせかけ

られたように感じた。もはや、話合いの余地もなく、打つ手もない。青年たちは仕方なくスカルノ

宅から引き上げた。ハッタもスバルジョの車で帰宅した。 

 

スバルジョは思いがけなく、スカルノ宅にいる青年たちの中にウィカナの姿を見出して驚いた。

ただしスバルジョは、かれをラデン・スノトという名前だと思っている。 

ウィカナはドゥマッの貴族の家に生れ、その後一家はスムダンに移り住んだ。ウィカナはスカ

ルノ本人がバンドン時代に指導育成した少年たちのひとりだったのである。グリンド青年組織が

作られたとき、ウィカナがそのリーダーに推挙された。オランダ植民地支配下でウィカナは左翼
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活動家として名を知られ、かれを追いかけまわしていたオランダ秘密警察の尾行をかわす巧者

でもあった。 

海軍武官府でスバルジョが部下として使っているラデン・スノトに「ここで何をしているのか？」

と問うと、「わたしは青年層を代表して来ました。」という言葉が返って来た。 

スバルジョは、オランダ秘密警察にマークされている左翼活動家のウィカナがかれの前歴だ

ったことは知らなかった。日本軍憲兵隊はオランダ秘密警察のターゲット者名簿を手に入れて

いるはずだから、かれが日本軍政下にその名前で表通りを歩けるわけがない。そんなウィカナ

がどうやって海軍武官府に就職できたのか、スバルジョには謎ばかりだった。 

[ 続く ] 

 

 

「独立宣言前夜（１７）」（２０１６年０９月０７日） 

 

海軍武官府の前田精少将がインドネシアの青年を教育するために設けた独立養成塾の管理

責任者としてスバルジョはスノトを指名した。前田少将はスバルジョに独立養成塾の教科内容を

作成するよう命じ、塾生の選抜や教官の選定などを自由に行わせた。インドネシア人が Asrama 

Indonesia Merdeka と呼んだこの海軍独立養成塾は陸軍が作ったＰＥＴＡと対をなすものと見ら

れているが、海軍独立養成塾には軍隊色があまり強くなく、そこでは大業をなすために人間が

持たなければならない諸ファクターを身に着けさせることが主眼に置かれていたようだ。それは

大東亜共栄圏を強固にする礎石となりうるし、インドネシアの独立を確固たるものにする礎石とも

なりうる。この塾で育った者は後の対オランダ独立闘争で、ゲリラ戦の雄として活躍した者が多

かったという。 

独立後、ウィカナは共和国政府の青年スポーツ大臣を務めたことがあり、１９６５年に第一回Ｐ

ＯＮ（国民スポーツ祭典）をソロで開催した。Ｇ３０Ｓが勃発したとき、かれは数人のＰＫＩ（インドネ

シア共産党）指導者と共に中国の国家祭典に招かれて北京にいたが、帰国を嫌がるＰＫＩ指導

者たちを残して、かれは式典が終わるとジャカルタに戻り、しばらくしてから首都第５軍管区司令

部で取調べを受けた。取調べは一日で終わり、翌日マトラマンの自宅に戻った。ところがその数

日後に正体不明の者たちに拉致され、それ以来まったく消息を断った。かれの身に何が起こっ

たのか、遺体がどこに埋められたのか、手がかりはいまだに何もない。 

 

ウィカナとダルウィスがチキニラヤ通り７１番地の学生寮に来た。スカルノとの話し合いの結果

を報告するためだ。既に時計の針は０時を超えていた。もう８月１６日になっている。寮の裏手に

ある部屋には、ハエルル・サレ、スカルニ、バリサンプロポル隊長のＤｒ．ムワルディ、ジョハル・ヌ

ル、ユスフ・クント、シンギＰＥＴＡ小団長、スビアント、スバディオたちが待ち構えていた。 

ウィカナとダルウィスはスカルノ宅で行われたことを詳細に報告した。スカルノもハッタも、どう

威し透かしても、われわれの意見を尊重しようとはしない。話は決裂し、最後は冷たく追い返さ

れてしまった。 
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善後策をどうするのか？議論は熱を帯びた。さまざまな意見が飛び交い、なかなか結論が定

まらない。そのときジョハル・ヌルがつぶやいた。「ふたりを運び出してしまおう。」 

集まった者たちの間でその意見が審議された。今やかれらには、ＰＰＫＩによる独立宣言の動

きを阻止することが目標となっており、そのための戦術として８月１６日のＰＰＫＩ会議に議長副議

長が出席できないようにすることは考慮するにたるアイデアと思われた。 

同時に、かれらはジャカルタでの蜂起を計画していた。支配者から権力を奪取すること。 

その手始めに、日本軍を武装解除して武器兵器を手に入れる。日本軍が敗戦で呆然自失に

なっている今がそのチャンスであり、オランダ人が日本人に現状凍結を命じ、日本軍がインドネ

シア人の新しい動きを封じるためにインドネシア人に向って制圧の動きを始めれば、困難な事

態に陥っていくにちがいない。民衆蜂起のために大衆動員をかけるとき、スカルノとハッタは敵

に拉致されて取引の道具に使われるか、あるいはその身体生命に危険が及ぶ可能性が高い。

そのためにも「ふたりを運び出してしまう」ことは良策だと思われた。 

[ 続く ] 

 

 

「独立宣言前夜（１８）」（２０１６年０９月０８日） 

かれらは結論を出した。インドネシア独立の動きを緩めてはならない。インドネシア国家の独

立は、インドネシア民族の力で達成されなければならない。日本からのプレゼントにしてはなら

ないのだ。ＰＰＫＩの動きを封じるために、スカルノとハッタをジャカルタの外へ連れ出し、ＰＰＫＩと

の関係を絶った形で独立宣言の内容を検討する。ふたりを連れ出す先はＰＥＴＡが掌握してい

るジャカルタに近い土地であり、ＰＥＴＡが警護の任に就き、不測の事態が起これば防衛の任に

当たる。 

そうすることで、スカルノとハッタは独立を求めるインドネシア民衆のパワーを実感し、独立宣

言が急を要することに同意し、急転直下の動きを開始するにちがいない。 

 

１９４３年１０月３日、地元民族だけによる軍事組織編制を命じる治政令第４４号が布告され、

ジャワ島にＰＥＴＡ(Tentara Sukarela Pembela Tanah Air ＝ 郷土防衛義勇軍)が発足した。ＰＥ

ＴＡは地域を踏まえた軍隊構成を成し、大団から中団・小団・分団という階層構造で構成された。

一大団は５百名程度の規模で、１９４３年末には３５大団ができ、４４年８月には２０大団、さらに

同年１１月には１１大団が追加されて、大東亜戦争終結時には、６６大団、兵員総数約３万６千

人のインドネシア民族軍が生れていた。 

ＰＰＯＰＫＩが発足したとき、ジャカルタ防衛義勇軍指導部参謀将校のラデン・ハジ・アブドゥ

ル・カディルがＰＥＴＡの代表としてメンバーのひとりになった。バニュマス生れのかれの父親は

オランダ植民地政庁官立病院の医師としてメダンで勤務していたため、ジャワ人のアブドゥル・

カディルはメダンに近いビンジャイで１９０６年に生まれた。 

かれは植民地官吏養成学校ＯＳＶＩＡを１９２７年に優秀な成績で卒業し、チプタッの副ウェダ
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ナとして植民地官僚の道を歩み始める。１９３７年にはアラビア半島のジェッダにあるオランダ王

国領事館の書記として赴任し、一年後にオランダ本国のレイデン大学へイスラム教とアラビア語

を深めるために留学を命じられた。学業を終えたかれはメッカに向い、在メッカオランダ王国領

事館で副領事として勤務した。１９４１年にかれはバタヴィアに戻る。それからほどなく日本軍が

ジャワ島へ進攻し、上司がオランダ人から日本人に代わった。かれは行政管理畑を歩み続け、

バタヴィアがジャカルタと名を変えてからも、ジャカルタ特別市長府で日本人の政務を補佐した。 

その後ＰＥＴＡが誕生し、かれはボゴールのジャワ防衛義勇軍幹部練成隊に参加する。厳し

い訓練を終えたあとＰＥＴＡ上層部の人選をパスしたかれは、ジャワ島各地に設けられる大団の

ひとつゴンボンの大団長に指名された。二年間の大団長任務を終えた後、かれはジャカルタの

ＰＥＴＡ中央本部に移されて防衛義勇軍指導部参謀を務めているときにＰＰＯＰＫＩメンバーに推

挙されたのである。 

独立後もかれは軍籍を続け、少将の位階で西ジャワ州東部第２師団司令官を務めている。 

[ 続く ] 

 

 

「独立宣言前夜（１９）」（２０１６年０９月０９日） 

 

さて、１９４５年８月１６日０時半ごろのチキニラヤ通り７１番地では、ハエルル・サレがまとめた

結論をシンギＰＥＴＡ小団長が快諾した。ＰＥＴＡの将兵が軍事作戦としてスカルノとハッタをジャ

カルタの近郊に送り出して保護する。この作戦実施中はスカルニ君がわれわれに随行し、諸君

との連絡係を務めてもらいたい。行き先は次のようなファクターを持つクラワンのレンガスデンク

ロックにしたい。 

１． 北はジャワ海に面しており、陸地側から攻撃を受けた場合は海に逃げることができる。 

２． 東はプルワカルタ大団、南はクドゥングデ部隊、西はブカシ部隊がいるので、レンガスデ

ンクロックに向かう敵に対する防衛線をすぐに張ることができる。 

３． レンガスデンクロックにはわたしの親友であるウマル・バッサン小団長がおり、かれは生

粋の地元民だ。 

 

レンガスデンクロックはおよそ８０ｋｍの距離にあり、ジャカルタからあまり離れておらず、またサ

プマスと名付けられた日本ファシズムに抵抗する運動の根拠地でもあった。つまり、ウマル・バッ

サンＰＥＴＡ小団長は秘密裡に抗日運動サプマスのリーダーでもあったということだ。 

 

シンギ小団長はすぐに連絡員をジャガモニェッのＰＥＴＡジャカルタ大団本部に派遣した。ハ

ムダニ兵器小団長が週番士官として夜勤に就いている。シンギ小団長は連絡員に対して、ハム

ダニ小団長に緊急行動を起こすよう要請させた。レンガスデンクロックに向かうスカルノとハッタ
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を護衛するために、種々の手配が必要になる。 

衛生中団長のスチプト医師が医薬品等の準備を始める。ハムダニ小団長は車両と武器の手

配を行い、スカルノとハッタの護送手配はストリスノ小団長が受け持った。 

午前２時、パワーワゴン２台が兵営を滑り出た。護送部隊はヴィッカース拳銃２個、弾丸６０個、

日本刀２本、歩兵銃５本、銃剣５本、緑色のＰＥＴＡ制服５着、手りゅう弾６個を用意している。２

台の車両はまず指定されたジャティヌガラ地区のチピナン刑務所沿いの街道へ向かう。 

ＰＥＴＡ内部では、スカルノの連れ出しは誘拐でなく作戦行動であるとされた。作戦目標はＰＰ

ＫＩ会議を阻止することであり、これはそのための戦略行動だというロジックだ。 

一方、革命を画策している青年たちの中に、これはスカルノとハッタの誘拐作戦だと認識して

いる者がいなかったわけではない。その本質が何だったのかは、後世の歴史家が決めることか

もしれない。 

シンギ小団長はチピナン刑務所沿いの道路脇に来ている２台の車両と打ち合わせを済ませ

ると、またチキニラヤ通り７１番地に戻ってきて、スカルノとハッタを迎えに行く時間を待った。

[ 続く ] 

 

 

「独立宣言前夜（２０）」（２０１６年０９月１３日） 

 

ハエルル・サレとウィカナたちはジャカルタ蜂起の手筈を整える使命を負って、青年層を糾合

すべくジャカルタの街中へ消えた。そのとき、ハエルル・サレは友人のウィノト・ダヌアスモロの家

を訪れて乗用車を借りると、チキニラヤ通り７１番地に戻った。 

午前３時半ごろ、チキニラヤ通り７１番地の表に停めてあった二台の乗用車が動き出した。 

一台はハエルル・サレとムワルディが乗ってスカルノ宅に向かい、もう一台はスカルニとシンギ

小団長が乗ってミヤコ通りにあるハッタ宅を目指した。 

バリサンプロポル隊長のＤｒ．ムワルディはそのタイトル通りの医師免許を持っている。 

１９０７年に中部ジャワのパティで生まれたムワルディは１９３６年にＳＴＯＶＩＡを卒業して医師

免許を得た。かれは早くから民族主義に目覚め、１８歳ですでにヨンヤファのバタヴィア支部長

に就いていた。１９歳のときには、ＫＢＩ（インドネシア民族スカウト）のリーダーに選ばれた。成人

してからはパリンドラでスポーツ分野の活動を率いた。というのも、かれはプンチャッシラッの達

人であったからだ。スカルノとハッタを警護するプリブミ組織バリサンプロポルの隊長に推された

のも、それが大きい理由になっていた。 

 

スカルノは自宅で、眠れない夜を過ごしていた。ひとが寝静まった邸内で、かれはひとり、食

堂のテーブルに座っていた。そのとき、武装してＰＥＴＡの制服に身を包んだ一群の若者が闖入
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して来た。ハエルル・サレがスカルノに説明する。 

「オランダ人と日本人がインドネシア人の新しい動きを抑え込むために制圧行動を始めようと

している。この緊急事態に対処するために、ブンカルノとブンハッタはジャカルタを離れてほしい。

それ以外に事態を克服する手段はわれわれにない。どうか今直ぐ、われわれと一緒に出発して

ほしい。」 

スカルノは納得したようだった。かれは妻のファッマワティを起こし、まだ生後９ヵ月のグントゥ

ルを連れて三人で郊外へ行く準備をするよう命じた。ファッマワティは一言も質問を発せずに手

早く出かける用意を始めた。 

最初はこれ見よがしに武器をふりまわす青年たちにムッとし、持前の反発心から抗議とも説諭

ともつかないスピーチをしていたスカルノだったが、既に蜂起の計画が動き出していることを知

って、議論をやめた。かれが青年たちにおとなしく従ったのは、青年たちが振り回す武器を怖れ

てのものではない。「青年たちはみんな、わたしの知っている人間であり、中にはわたしの友人

の息子もいる。かれらにわたしを殺したり、傷つけたりする気がまったくないことはわかっていた。

だからわたしは誘拐されたのでなく、かれらに同行しただけだったのだ。」とスカルノは後に語っ

ている。 

「夜中に民間人が車に乗っていると日本人は発砲してくるから、ＰＥＴＡの制服を着てくださ

い。」 

「妻も着るのか？」 

「心配いりません。ＰＥＴＡ所属者は家族を連れて移動することがありますから。」 

[ 続く ] 

 

 

「独立宣言前夜（２１）」（２０１６年０９月１４日） 

 

ハッタ宅では、断食月の夜中の食事サウルが食されているとき、スカルニと仲間の青年たちが

屋内に入った。サウルを終えてハッタがかれらに対面すると、スカルニは説明した。 

「スカルノは依然として青年層の組んだ計画に加わろうとしない。しかし緊急事態はもう目の

前に来ている。８月１６日正午を期して、１万５千人の群衆がジャカルタを襲う。学生たちやＰＥＴ

Ａもそれに加わって、日本軍を武装解除するのだ。われわれはブンハッタをブンカルノと一緒に

レンガスデンクロックに護送し、その地でインドネシア共和国の形成をはじめるようにしたい。」 

ハッタは「またか？」という顔で青年たちを諫めた。ジャカルタで事を起こして、たとえそれが成

功したとしても、そんな勝利は一時的なものでしかない。ジャワ島内の日本軍は健在なのである。

君たちの計画は空想の楼閣でしかなく、短時日のうちに厳しい現実に直面することになる。君た

ちの計画は革命でなくて一揆なのであり、結局は君たちが望む革命をその一揆が崩壊させてい

くことになる。 
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しかしスカルニは議論を避けた。「われわれはわれわれの計画を推進していく。ブンハッタは

要するに、われわれと一緒にレンガスデンクロックに行くのだ。」 

この跳ね上がり青年層はわれわれが計画して来た国家独立と政権移譲のプロセスをぶち壊

そうとしている、という無念さがハッタの腹を熱くした。だが既に大衆による蜂起が動き始めた以

上、それを押しとどめる手段はもうない、ともかれは感じた。こうなってしまったからには、青年た

ちの計画に乘るしかない。ハッタはジャカルタを離れる用意を始めた。 

 

ハッタがスカルニらとスカルノ宅に着いたとき、スカルノは妻子と共に出発する準備を終えて

待っていた。スカルノは妻のファッマワティとまだ９ヵ月の長男グントゥルを連れて一台の車に乗

り、ハッタはスカルニとユスフ・クントおよびシンギ小団長ともう一台の車に乗った。ＰＥＴＡの兵士

が一行を護衛し、コンボイはスピードを上げて夜闇の下に静まるジャカルタと西ジャワの境界線

を越えた。 

 

ハエルル・サレは一行を見送ってからチキニラヤ通り７１番地に戻り、ブンカルノとブンハッタ

をレンガスデンクロックに向けて送り出したことを同志たちに報告した。集まっていた面々はすぐ

に解散し、捜索の手が伸びるのを怖れて、それぞれが独自に用意してあった隠れ場所に向って

散った。ハエルル・サレは再び蜂起の準備を強化するため、夜明け前のジャカルタの街に消え

た。[ 続く ] 

 

 

独立宣言前夜（２２）」（２０１６年０９月１５日） 

 

スカルノとハッタを運ぶコンボイはジャカルタを離れてかなり進んでから、日本人の目の届か

ない寂れた場所でＰＥＴＡジャカルタ大団のパワーワゴンと落ち合い、一行はそのトラックに乗り

移った。ファッマワティはグントゥルを抱いて運転席の隣に座り、スカルノとハッタは荷台にしゃが

んだ。ＰＥＴＡ兵士がおよそ２０人、荷台に乗っている。 

スカルニが話しかけた。「乗用車で走ればひとの注意を引くが、このトラックで走れば軍隊の

移動だとみんな思う。たとえ日本兵が不審を抱いてストップをかけても、警備地点への移動だと

説明すればそれ以上問うことはないだろう。」 

「だったら、最初からこの車を使えばよかったのではないか？」スカルノが言うとスカルニは答

えた。「軍の車両をメンテン地区に持ち込めば、たくさんの不審の目がきらめく。 

ましてやブンカルノの家の表に止まったら、だれが何を考えるか知れやしない。われわれの

行動は日本人の目からまったく隠しておかなければならないのであり、そのためにわれわれはき

わめて慎重に事を運んでいる。日本軍が間もなく民族指導者を拘留するために動き出すという

情報が既に得られているのだから。」 



 独立宣言前夜 

23 

 

トラックの荷台に乗っているＰＥＴＡ兵士たちは完全武装し、その中には腕よりの狙撃兵が数

名選抜されて加わっていた。衛生中団長のスチプト医師もそこに混じっていた。万が一、戦闘が

起これば、衛生兵がいるといないでは大違いになる。 

スカルニの同行をシンギ小団長が求めたのは、道中および地元の過激青年層との仲介能力

を期待したという要因もあったにちがいない。軍人ばかりでは、思わぬ誤解から衝突が起こらな

いとも限らない。医科大学出身の活動家たちよりはスカルニのほうが草の根の人情の機微に明

るいとシンギ小団長が考えたのも一理ある。 

 

スカルニ・カルトディウィルヨは１９１６年に東ジャワのブリタルで生まれた。ワロッポノロゴの子

孫だったそうだ。スカルニは時々海軍武官府にウィカナを訪れたので、アフマッ・スバルジョとも

面識を持った。３０歳くらいで、がっしりした体躯をし、イケメンで長髪だった、とスバルジョは回想

している。警戒心が強そうだがネガティブな性格ではなく、そして弱者を守ろうとする正義感が

見受けられたとスバルジョはスカルニの印象を書き遺している。 

スカルニも意志の強い活動家で、オランダ時代に青年インドネシアの活動に関連して秘密警

察のターゲットになっていたが、かれも尾行をまく名人だったそうだ。オランダ時代には測量局

で働いたこともあるが、反オランダ活動に連座して捕らえられ、解雇された。日本軍政が始まると、

かれは抗日地下運動に入った。[ 続く ] 

 

 

「独立宣言前夜（２３）」（２０１６年０９月１６日） 

 

午前７時半、パワーワゴンはレンガスデンクロックに到着した。シンギ小団長がウマル・バッサ

ン小団長を探したところ、バッサン小団長は訓令を受けるためにプルワカルタ大団に出張してい

ることが明らかになった。留守役のアファン小団長にシンギ小団長は告げた。 

「ジャカルタは動き出したぞ。」 

そのころジャカルタでは、スカルノとハッタが姿を消したことが発覚していた。それが誘拐なの

か逃亡なのか、更にふたりの失踪にＰＥＴＡがからんでいたことすら、ジャカルタにいる人間は日

本人ばかりかインドネシア人もだれひとり知らなかった。 

レンガスデンクロックでは、スカルノ一行は中団本部に案内されてウマル・バッサン小団長の

帰還を待ち、バッサン小団長が戻ったところで挨拶を済ませると、一行は本部内の宿舎に案内

されて休息した。 

 

休息のあとスカルノとハッタは中団本部講堂に案内され、待ち構えているバッサン小団長、シ

ンギ小団長、スカルニ、ユスフ・クント、スチプト医師、その他ＰＥＴＡ将校たちと対面した。 

スカルニはこれまでの経緯をその場で全員に報告し、スカルノが独立宣言を行ってくれない
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ため、ここまで連れて来たと語った。そこには、全員からの無言の圧力がふたりに向けられてい

ることをスカルノもハッタも敏感に感じ取っていたが、ふたりともこのような状況下でかれらの要求

に従う気はない。スカルノもハッタも沈黙を続けた。 

スカルニは再び事態が袋小路に陥ったことを感じ、ユスフ・クントをジャカルタへ戻らせて同志

たちから指示を仰ぐことにした。ところがユスフ・クントがジャカルタへ戻って見ると、同志たちは

全員が姿を隠しており、ひとりも見付けることができない。かれは結局、海軍武官府へ行って、ア

フマッ・スバルジョに会った。 

 

レンガスデンクロックはサプマスの根拠地であり、ウマル・バッサン小団長がそれを統率してい

た。日本軍政はこの町の内情を知らず、警戒対象から完全に除外していた。シンギ小団長や青

年層がスカルノとハッタの移送先をその町と定めたのは、そういう背景があったためにちがいな

い。 

日本軍政に対する権力奪取がジャカルタで開始されたという知らせに、バッサン小団長の心

は躍った。スカルノ一行が休息のために去ったあと、かれは部下に命じた。「ニッポンの旗を焼

け。日の丸だ。」 

ＰＥＴＡ中団本部に翻っていた旗が降ろされ、全員が集まったところでバッサン小団長がスピ

ーチし、焼却が行われたあと日章旗のあった場所に紅白旗が掲揚された。全員が紅白旗に向

ってインドネシアラヤを斉唱した。 

続いてかれはハディプラノト村長をレンガスデンクロック郡長に昇格させ、日本軍政の統治下

から独立した最初のインドネシア共和国領土である、と言明した。それまでの郡長は親日である

という理由で拘留された。[ 続く ] 

 

 

「独立宣言前夜（２４）」（２０１６年０９月１９日） 

 

地方行政区分について日本軍政は、オランダ植民地政庁が行っていたものを名称を日本語

に変えてそのまま引き継いだ。その対照表を下記しておく。 

Karesidenan ＝ 州 

Kotapraja ＝ 市 

Kabupaten ＝ 県 

Kawedanan ＝ 郡 

Kecamatan ＝ 村 

Desa ＝ 区 
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たまたまその日、プルワカルタの州長官が県令を従えてレンガスデンクロックを訪れた。 

すべてインドネシア人だ。かれらは稲の生育ぐあいを見にきただけだったのだが、思わぬ災

禍に遭った。バッサン小団長が一行の逮捕を命じたのだ。 

「わしがどんな悪いことをしたというのか？」スタルジョ州長官は憤懣に満ちた顔で叫んだ。 

「日本は既に降伏した。レンガスデンクロック全域はＰＥＴＡの掌握下にある。」バッサン小団

長はそう答えた。 

そのあとプルワカルタから来た日本人訓練将校の一行も、問答無用で武装解除され、拘留さ

れた。更に、クラワンとタンジュンプラからレンガスデンクロックに入って来る道路に警備兵が配

置され、通過する日本人を逮捕せよとの命令が発せられた。 

 

スカルノの家族医であるスハルト医師は、毎朝午前６時前にスカルノ宅を訪れて、一家の健

康状態を調べる。８月１６日も、その日課は欠かさなかった。ところが、主の一家がいなくなって

いる。女中が涙ながらに「トアンとニョニャと赤ちゃんをＰＥＴＡの兵隊が数時間前に連れて行き

ました。行先はわかりません。」と言う。 

医師は即座にハッタ宅に向った。そしてハッタも同じような目にあったことを知った。 

『スカルノとハッタをＰＥＴＡが連れ去った。いったい何が起こったのだろうか？』 

自宅へ戻る途中で、医師は軍政監部の日本人に出くわした。その日本人はいきなり医師に

尋ねた。「スカルノとハッタはどこにいる？今、警察が捜索中だが、まだ手がかりをつかめていな

いようだ。ふたりはどこかに隠れたに違いない。あるいはだれかがふたりを隠したのか。かれらが

誘拐されるとは思えないからね。」 

「自分も今朝それを知って驚いているところです。」と医師は語り、その日本人と別れた。 

帰宅すると、自宅での診療活動を開始する。病人が入れ替わり立ち替わりやって来る。診察

室で患者を調べているとき、ひとりのＰＥＴＡ兵士がずかずかと診察室に入って来た。 

そして、赤ちゃん用の粉ミルクをください、と医師に言う。 

医師は気付いた。これはグントゥルのためではないか？医師は粉ミルクの缶をつかんでその

兵士に渡しながら「みんなは元気なんだろうね？」と声をかけた。兵士は微笑んで一言だけ「ヤ

ー」と答え、そのまま出て行った。 

スハルト医師はやっと安心した。スカルノとハッタを連れ去ったＰＥＴＡが日本軍の何者かの指

令で動いたとすれば、かれらは日本人に囚われていることになる。反対にＰＥＴＡがスカルノとハ

ッタを保護しようとして動いたのなら、みんなは安全な場所に隠されたのだ。そしてグントゥルのミ

ルクをわざわざ自分のところまで取りに来たことは、後者の推測が正しいことを示している。[ 続

く ] 
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「独立宣言前夜（２５）」（２０１６年０９月２０日） 

 

８月１６日午前８時、アフマッ・スバルジョの家に部下のスディロがやってきた。どぎまぎしなが

ら小声で言う。「かれらはふたりを誘拐したんです。青年たちは事務所に入って協議しています。

ウィカナも混じってます。」 

「ふたりとは誰のことだ？どこへ連れて行ったって？」 

「スカルノとハッタです。行き先はわかりません。」 

外部者が海軍武官府事務所の中を勝手に使うなんて、とんでもない話だ。早くおさえないと

厄介なことになるだろう。一方では、１０時からＰＰＫＩの会議が開かれる。議長副議長がどちらも

欠席すればどうなる？そんな状態で議事を進めることができるのだろうか？ 

ともかく、スカルノとハッタを早く探し出さなければならない。 

そうだ。ウィカナが事務所にいるんだ。あいつはふたりの行き先を知っているはずだ。まず最

高責任者の前田少将に事態を報告しなきゃならない。スカルノとハッタの誘拐に陸軍がからん

でいると、厄介なことになるだろう。 

スバルジョは急いでミヤコ通りの前田少将邸を訪れた。前田少将は憂鬱な顔で座っていた。

スバルジョの報告を聞いて、表情は憂鬱さを深めた。少将はスバルジョに言った。「わたし個人

もふたりを探そう。そして必要とされる援助を惜しみなく与えよう。」 

スバルジョは続いてプラパタン通りの海軍武官府へ急行した。そこでウィカナを見つけると、

別室に入って説得を始めた。ＰＰＫＩの会議が順当に行われるよう、スカルノとハッタを会議場に

連れて行かなければならない。ふたりがどこに隠されたのかを教えてくれ。 

しかしウィカナは自分も知らない、と白を切った。ふたりを連れて行ったのはＰＥＴＡであり、Ｐ

ＥＴＡは行先を秘している、と。 

スバルジョはため息をついた。 

 

８月１６日午前１０時にプジャンボンで、議長副議長が理由も告げずに欠席したＰＰＫＩは会議

の延期を決めた。そのころ、チキニ動物園のビリヤード場でハエルル・サレは、行動委員会委員

長として会議を進めていた。集まっているのは青年層、青年団、ＰＥＴＡの代表者たちだ。いくつ

かの決議事項が合意された。ＰＥＴＡは兵補を誘ってジャカルタの日本軍営舎を襲撃する。青

年層と民衆は予備軍としてそれを補佐する。襲撃は１９４５年８月１７日（金）午前１時を期す。 

 

正午前、レンガスデンクロックからジャカルタに戻って来たユスフ・クントは、ハエルル・サレや

他の仲間たちを探しあぐね、アフマッ・スバルジョに会った。「われわれがジャカルタを襲撃する

とき、陸軍がスカルノとハッタを人質にするかもしれないので、ふたりを保護した。」ユスフ・クント
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のその説明を聞いてスバルジョは言う。 

「それが理由であるのなら、心配は無用だ。そんなことが起これば海軍が調停に乗り出してく

れる。前田提督がそれを言明した。二言のないお方だ。教えてくれ。ふたりはどこに保護されて

いるのか？」 

ユスフ・クントは答えを渋った。スバルジョが根気よくユスフ・クントの説得に努める。 

そして結局ユスフ・クントは明かした。ふたりがレンガスデンクロックにいることを。 

スバルジョが行動を起こす。必要な連絡を諸方面に放ち、部下のスディロを誘い、ユスフ・クン

トを連れて自分の車でレンガスデンクロックに向かった。ユスフ・クントは助手席に座って運転手

の道案内をする。ジャカルタを出たのは１６時で、日没前にレンガスデンクロックに着いた。スカ

ルニたちがかれらを迎えた。[ 続く ] 

 

 

「独立宣言前夜（２６）」（２０１６年０９月２１日） 

 

ジャカルタ大団本部のラティフ・ヘンドラニンラ中団長はジャカルタ蜂起の中核となるＰＥＴＡ

側の鍵を握っている。ハエルル・サレは襲撃の中でＰＥＴＡが兵補と共同戦線を張るよう提言し

た。戦力は大きければ大きいほど効果が高い。 

夕方、ラティフ中団長はシンギ小団長に兵補部隊との連絡を命じた。１７日午前１時が迫って

いる。出かけて行った小団長はすぐに戻って来た。兵補部隊は前線に出動したあとだった、と

報告する。 

ＰＥＴＡだけで行動を起こそうと腹を括ったラティフ中団長を、バリサンプロポル隊長のＤｒ．ム

ワルディが訪ねて来た。ムワルディは数時間後の蜂起計画について確認しに来たのだ。ムワル

ディは言う。 

「その計画は無謀拙速であり、熟慮が加えられていない。ジャカルタの日本軍部隊とジャカル

タのＰＥＴＡの戦力比較をしてみればいい。人数の上からも、戦闘経験からも、そして兵器も、格

段に違っている。ＰＥＴＡは軽装備であり、日本軍ははるかに重装備だ。そんなことをすれば、あ

たら有為な青年たちを無駄死にさせることになる。もしラティフ君がどうしてもそうしたいのなら、

わたしは止めない。どうぞ行ってくれ。しかしバリサンプロポルはそれに参加しない。」 

ラティフ中団長は予想していなかった言葉を聞かされて愕然とし、黙ってムワルディの言葉を

反すうした。兵補が参加せず、バリサンプロポルまでもが背を向けた。ＰＥＴＡだけが行動を起こ

すことになれば、確かにムワルディの言う通りかもしれない。かれは決心した。ＰＥＴＡは日本軍

兵営に対する襲撃作戦を中止する。 

 

かれはメンテンラヤ通り３１番地に司令部を据えたハエルル・サレに手紙を書き、部下に届け

させた。その手紙を読んだハエルル・サレは飛び上がった。 
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『ブンカルノからの指令がまだないため、ＰＥＴＡは協働できない。』 

ハエルル・サレはその文面をにらみつけて怒り狂った。 

「これはただの言い逃れじゃないか。ＰＥＴＡがスカルノとハッタをレンガスデンクロックに連れ

て行ったのをラティフ中団長は忘れたのか？ＰＥＴＡがブンカルノの指令をまっているなんて、よ

く言えたものだ！」 

ハエルル・サレはすぐにアンパシエル通りに向った。「カスマン、ラティフ、お前たちはどこに

いる。殺してやるぞ！」と怒鳴りながら。 

カスマン大団長はラティフ中団長に大団本部指揮官代行を命じて１６日朝６時にバンドンに

向って出発していたから、本部にはいない。ラティフ中団長も、ハエルル・サレに手紙を送った

あと、姿を消した。残されたＰＥＴＡの士官と兵たちは当惑した。深夜の出動が計画され、その準

備は万端ととのえたというのに、指揮官の姿が見当たらない。出動時間になっても指揮官が戻ら

なければ、出動はお流れにせざるを得ない。 

怒り狂ってやってきたハエルル・サレは、当惑しているＰＥＴＡの士官や兵たちを目の当たりに

して、腰砕けになった。深夜ジャカルタで蜂起を開始し、時をあわせて独立宣言をラジオのマイ

クで全国に流すという計画が、音を立てて崩れていく。独立宣言文を用意し、ラジオの手配まで

してあったというのに、すべてが水に流れてしまった。 

そこへウィカナがやってきて、スロト・クントとスバルジョがスカルノとハッタを迎えにレンガスデ

ンクロックに１６時ごろ向かったという情報を伝えた。[ 続く ] 

 

 

「独立宣言前夜（２７）」（２０１６年０９月２２日） 

 

ラデン・マス・アブドゥル・ラティフ・ヘンドラニンラ中団長は１９１１年にジャカルタのジャティヌ

ガラで生まれた。父親は貴族でジャカルタの郡長をしており、オランダ語を操る家庭で育ったた

め、かれはオランダ語が使われる学校を出たが、バンドン時代に民族運動に傾倒する叔父の家

に寄宿しているときにその叔父から薫陶された。ヨンヤファそして青年インドネシアなどを遍歴し、

ジャカルタへ戻ってからはパリンドラの下部組織プムダスルヤウィラワンで活動した。かれは巧み

な英語を生かして、ジャカルタ日本領事館でパートタイムで働いたことがあり、大東亜戦争が始

まると植民地警察がかれを逮捕して西ジャワ州ガルッに流刑した。 

軍政監部はその履歴からかれを重要視し、ＰＥＴＡが作られると、即座にジャカルタ大団の中

団長に任命した。 

 

ＰＥＴＡジャカルタ大団のカスマン・シゴディメジョ大団長がバンドンへ向かったのは、陸軍最

高指揮官馬淵少将に招かれたためだ。最高指揮官はジャワマドゥラ地区のＰＥＴＡ大団長全員

を集めて、日本降伏と今後の方針を伝えた。連合国はインドネシアの日本軍に対し、インドネシ
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アを日本軍占領以前の状態に戻すためにインドネシア人の軍事組織を解散させて武器兵器を

すべて取り上げ、日本軍のものといっしょにして進駐して来た連合軍に渡すよう命じ、またそれ

までの間、インドネシアの治安を維持する任務を与えた。つまり、日本軍はインドネシア人の独

立運動を阻止しなければならない立場に立たされたことになる。 

この方針説明会はバンドンの陸軍本部で行われ、それが終わると大団長たちは宿舎の興亜

ホテルに入った。その日の夕方、カスマン大団長は他地域の大団長２０人ほどをホテルのベラ

ンダに集めて、意見を語った。「馬淵少将閣下はあのようにおっしゃっているが、ＰＥＴＡの所有

兵器目録に書かれてある武器兵器はわれわれが持っておいたほうがよい。必ず独立闘争で役

に立つときがくる。」 

そこでは集まった者たちがカスマンの意見に同調し、そのようにしようと合意した。ところが、そ

の情報が瞬く間に日本人の耳に入った。私的会合を開き不穏な相談を行った容疑で、カスマン

大団長は馬淵少将の前に呼び出された。ところが、問われたのはそれだけでなかったのだ。 

もうひとつの尋問は、カスマン大団長の部下であるシンギ小団長がスカルノとハッタを誘拐し

たのはどうしてなのか、というものだった。ジャカルタ大団はいったい何をしているのか？ 

 

カスマン大団長は「最高指揮官殿に申し上げます。」と言って語り始めた。 

「大日本はインドネシアの人民に独立を約束してくださいました。ところがその年少の兄弟に

与えた約束を果たす前に連合国に降伏なさいました。降伏なさった以上、独立はインドネシア

の人民が背負うしかなくなったのです。今やわたしどもの闘いに年長の兄弟からの助力は望め

なくなってしまいました。しかしインドネシア人民の独立の決意は変わりません。わたしが他の大

団長たちと意見を交わしたのは、そのためでした。そしてまた、ジャカルタでスカルノとハッタを

保護したのも、そのためです。インドネシア独立のためには、スカルノとハッタが不可欠なので

す。」 

馬淵少将はうつむいて沈黙した。そしてカスマン大団長をそのまま放免した。馬淵少将の目

に涙が滲んでいたように見えた、とカスマン大団長はそのときのことを回想している。 

[ 続く ] 

 

 

「独立宣言前夜（２８）」（２０１６年０９月２３日） 

 

インドネシア共和国最初の解放区となったレンガスデンクロックでは、スカルノ一行がＰＥＴＡ

兵営から民家に移された。華人ジョウ・キーシオンの自宅をスカルノ一行のために空けてもらっ

たのだ。ジョウ・キーシオンはどうぞわが家を使って下さいとＰＥＴＡに快諾したそうだ。 

 

８月１６日の正午を過ぎたころ、スカルノはスカルニを呼んだ。スカルニは威嚇的な声で言う。
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「ブン、何ですか？」 

「君たちが今日１２時から始めると言っていた革命は、動き出したのかね？学生やＰＥＴＡと一

緒にジャカルタを襲撃する１万５千人の民衆はもうジャカルタに入ったかね？」 

「連絡はまだ何も来ていない。」 

「じゃあ、今直ぐジャカルタに電話してみたらどうかね？」 

スカルニは出て行った。そして一時間ほどして戻って来た。 

「だれにも連絡がつかない。ジャカルタからも、何一つニュースが来ない。」 

「だったら、君たちの革命は失敗したのだ。ならばわれわれは何のためにここにいるのか？ 

ジャカルタで何も事が起こっていないのなら、われわれがこの村に隠れている意味はもうない

じゃないか。」 

スカルニは黙ったまま、肩を落として出て行った。 

 

太陽が沈もうとするころ、アフマッ・スバルジョの車がＰＥＴＡレンガスデンクロック中団本部に

着いた。ユスフ・クントとスディロを従えて中に入ったスバルジョにスカルニやスベノ小団長らが

対面した。 

「スバルジョ君はここへ何をしに来たのかね？」スベノ小団長が苦い声で言う。 

「ブンカルノとブンハッタを迎えに来たのだ。」 

「海軍としてここへ来たのか？」 

「違う。わたしが来たのはウィカナ君の同意による。ジャカルタの同志たちはブンカルノとブン

ハッタがジャカルタへ戻ることに同意した。ふたりの安全が確保され、独立宣言が間違いなく実

行されることを条件にして。」 

「スバルジョ君は今夜にも独立宣言が行われることを保証できるのか？」 

「それは無理だ。今はもう１８時を過ぎた。われわれは早急にジャカルタに戻り、ＰＰＫＩの緊急

会議を招集しなければならない。それから独立宣言の準備にかかる。今夜は徹夜になるだろう。」 

「ならば、明朝６時に独立宣言だ。」 

「そのように時間を切るのはむつかしいが、遅くとも昼前にはできるだろう。 

われわれは急いでいる。今すぐにも出発したい。スカルノとハッタに間違いなく独立宣言を行

わせるために。」 

「もしできなかったら・・・？」 

「ブン、君はわたしを撃てばいい。」 

独立宣言がスカルノとハッタをジャカルタへ連れ帰る条件になった。独立宣言が８月１７日に
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行われることが、そこで確定したとも言える。[ 続く ] 

 

 

「独立宣言前夜（２９）」（２０１６年０９月２６日） 

 

スバルジョはいそいそとＰＥＴＡ中団本部からジョウ・キーシオン宅に回る。そしてスカルノ一行

に対面すると語り始めた。 

「ジャカルタでは何も起こっていない。普段通りの平穏さです。ジャカルタではなされるべきこ

とが山積しており、わたしはおふたりをジャカルタへ連れ戻すためにここへ来ました。」 

「今朝のＰＰＫＩ会議はどうなったのかね？」 

「議長副議長が会議を招集しておきながら、議場に姿を現さない。議員だけで何かができる

わけじゃありませんよ。」 

 

ＰＥＴＡレンガスデンクロック中団本部の前に３台の自動車が並んだ。ジャカルタへ向かう一行

の中にＰＥＴＡ将兵やスカルニたちに加えてスタルジョ州長官の顔が見えたのにハッタは驚いた。

州長官は今朝の出来事をハッタに物語った。 

 

１９時に３台の車はレンガスデンクロックを後にした。スバルジョは道中、日本人陸軍兵に見と

がめられないことを祈り続けたと回想している。ＰＥＴＡの護衛で３台の車はジャカルタへの道を

邁進した。 

プガンサアンティムル通りのスカルノ宅に着いたのは２０時過ぎ、スカルノ一家が降りると、次

はミヤコ通り５７番地のハッタ宅。 

ハッタは車から降りると、スバルジョを誘って邸内に入る。これからＰＰＫＩ会議を招集しなけれ

ばならない。ハッタはスバルジョに、ホテルデスインデスに電話して会議場を用意させるように言

った。ところがホテル側は、２２時以降は一切の活動を軍政監部から禁止されている、と言って

応じてくれない。 

スバルジョは前田少将に頼るしかないと思った。前田少将邸に電話すると、少将は「喜んでこ

の場所を提供する。」と語った。ＰＰＫＩ会議の招集が諸方面に飛んだ。 

と、そのとき、軍政監部三好大佐から電話が入り、軍政監部総務部長がスカルノとハッタに話

をしたいと望んでおられるので、来ていただけないだろうか、という要請だった。ハッタは必ず行

くと約束した。 

 

１９４５年８月１６日２３時ごろ、スカルノ、ハッタ、スバルジョたちはミヤコ通りの前田少将邸に入
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った。オランダ時代に英国総領事公邸だったところだ。海軍武官府嘱託の西嶋重忠氏もそこに

いた。スカルノたちは２台の車でやってきた。まず民間人の服装をした青年たち数名が降りる。

かれらは右手をポケットの中に入れており、拳銃が握られていることを想像させた。スカルニはＰ

ＥＴＡの制服を着て出て来た。軍刀と拳銃を吊っている。 

最後にスカルノ、ハッタ、スバルジョが車から出て来た。 

全員は表の広間に入り、スカルノとハッタが着席すると、青年たちはその後ろに立って並んだ。

少し離れたテラスにいた西嶋氏にスバルジョが経緯を報告していると、二階から前田少将が降り

て来た。スカルノとハッタは椅子から立ち上がって少将にお辞儀し、ＰＰＫＩのために場所を提供

してくれたことに謝意を表した。[ 続く ] 

 

 

「独立宣言前夜（３０）」（２０１６年０９月２７日） 

 

こうして談話が続けられているとき、三好大佐がスカルノとハッタを迎えに来た。軍政監部総

務部長西村少将邸にお連れする、と言う。スカルノとハッタはこの軍政監部要人との議論の機

会を通して、インドネシア民族独立の念願を達成させるための説得に全力をあげたが、成功し

なかった。 

 

そのときの会見の速記録がオランダ語に翻訳されてオランダ国立戦時資料研究所に保管さ

れている。そのインドネシア語訳を再度日本語に戻すとこうなる。 

スカルノ： 戦争がもたらした突然の危機的状況において、インドネシア人民、特に志願兵や

青年たちは度量を失っている。今かれらは形式上の手続きや決まりを無視して、即

時独立を要求している。状況はますます危険な方向へと変化している。だから、か

れらの要求が満たされないとき、われわれの双方が望んでいない事件が発生する

懸念が強い。それゆえ、ＰＰＫＩ会議を今夜のうちに開催したい。 

西村： それはありえないし、納得できない。ＰＰＫＩの日程を一方的に変えることはできない。

あなたがたはまず東京から了承をとり付けなければならない。 

スカルノ： もしそうなっているのであれば、明朝８月１７日に独立を宣言することをわたしは提

案する。そのあとＰＰＫＩがテクニカルな必要事項をわれわれが合意した日程にした

がって完結させていく。わたしは、現場で起こっている変化に対応していかなけれ

ばならないと考えている。形式や手続きにいつも縛られていてはならない。わたし

の考えにトアンは賛成してくれますか？ 

西村： できない。ＰＰＫＩが決定を東京に連絡し、向こうから公式決定が降りて来たあとで

はじめて、本当の独立が達成されるのだから。あなたがたが先に独立を宣言し、そ

のあとで報告を出すようなことは、納得できるものではない。 



 独立宣言前夜 

33 

 

スカルノ： 形式や手続きを優先することは、もちろん間違っているとは言わないが、そうなれ

ばいきり立っている人民、特に青年層を鎮める手段がなくなる。既に約束を与えた

というのに、今になって日程を持ち出してくる。トアンの日程は短縮されなければな

らない。 

  そうすることでしか、かれらの欲求を統御することはできない。 

西村： それがトアンの責務ではないのか？気持ちを燃え立たせている青年たちや、多分

怒りに駆られている大衆が、理の通った説明を受け入れるようにかれらを悟らせ、

育成し、指導するという責務が指導者にはあるのだ。わたしは何が起こるかを予想

するようなことをしない。大日本軍人であるわたしの責務は常に明らかだ。わたしが

行うことはすべて、秩序の維持のためだ。わたしには、もう選択の余地はない。仕

方ないことながら、武器を使わなければならないのであるならそれなりに、あらゆる

謀反行動をわたしは潰していくことになる。 

ハッタ：トアンは本当にそうするのか？われわれが今解決しなければならない重要問題は理屈

ではないのだ。人間の意欲・感情・大衆心理をわれわれは処理しなければならな

い。 

青年層はいま、植民地主義から祖国を解放するという気概に燃えて生命を賭す心

境になっている。それが尊敬されるべき大業であるのは明白だ。このような実態が

理屈だけで処置できるわけがない。そんな青年たちが行動に移ったら、だれが責

任を負えるのですか？ 

[ 続く ] 

 

 

「独立宣言前夜（３１）」（２０１６年０９月２８日） 

 

スカルノとハッタは西村少将に、陸軍がインドネシアの人民を支援しないのであればそれで

構わないが、インドネシアの独立を阻止するようなことはせず、中立的な姿勢でいてほしいと求

めたが、連合国から下った現状凍結の命令に背くことはできない、と少将は言明した。 

現状凍結命令は１６日１３時から発効した。軍政監部はそれ以後、インドネシアで新たな変化

が起こるのを止めなければならない立場に立たされている。１６日午前中に予定されていたＰＰ

ＫＩ会議を夜中に延期して行うことが既に軍政監部の義務に対する挑戦となる。 

西村少将邸での会見はおよそ２時間にわたり、ふたつの平行線が交わることはなかった。 

スカルノとハッタはそこを辞去して前田少将邸に戻った。 

 

前田少将邸には招集されたＰＰＫＩメンバーだけでなく、中央参議院メンバーもやってきた。青

年層も続々とやってきた。青年たちは指導的な立場の者だけが邸内に入り、他の者は邸外で警
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備に就いた。深夜に刃物や竹槍を持って緊張した面持ちの若者たちに包囲された前田邸のあ

りさまは異様ではあったが、表門は開け放たれていて邸内にも５０人を超えるひとびとがなごや

いだ雰囲気で集まっていたのだから、不穏な事態という誤解を招くようなものでもなかったようだ。 

前田少将は陸軍をまったく閉めだした場にすることを潔しとせず、軍政監部の三好大佐を招

いた。 

ハエルル・サレたち過激派青年層が計画した午前１時の蜂起は、ＰＥＴＡが行動を中止したた

めお流れになっているものの、中止を知らない末端の青年たちが早まったことを始める可能性

が消えたわけでもなかったため、青年活動家たちが夜のジャカルタを走り回って、情勢の変化

を連絡して回った。おかげで、革命の夜は闇の中に沈めることができた。 

この夜の大集会が正念場になることを確信していたアフマッ・スバルジョは、独立運動活動家

たちをできるだけ集めようと考え、スカルニ、スディロ、イワ・クスマ・スマントリたちとスタン・シャフ

リルを探した。しかし見つけることができない。スバルジョは最新状況をシャフリルの配下たちに

伝えた。どうして日本海軍武官の家でそんな民族の重要課題を処理するのか、と不審を唱える

者が多かった。そこだけが、この集会の安全が確保できる場所なのだ、とスバルジョはかれらに

説明した。 

地下活動グループの首魁と見られているスタン・シャフリルが見つからないため、ハエルル・

サレをそのグループ代表者と位置付け、スバルジョたちはハエルル・サレを伴って前田邸に戻

った。[ 続く ] 

 

 

「独立宣言前夜（３２）」（２０１６年０９月２９日） 

 

前田邸の大集会は、もはやＰＰＫＩの会議でなくなっていた。人民代表者たちが集う会議にな

っていたのだ。一同は８月１７日に行う独立宣言文の起草にかかった。 

文章の起草はスカルノ、ハッタ、スバルジョが考え、前田少将、三好大佐、西嶋、吉住の諸氏

が傍聴した。最初はＰＰＯＰＫＩが６月２２日に作った、後にジャカルタ憲章と呼ばれるようになる

宣言文を参考にしようと考えたが、その草案を参会者の誰も持って来ていない。 

ハッタの文才が優れているため、スカルノはハッタに文章を起草するよう求め、ハッタはそれ

に応じてスカルノに文章を書きとめるように求めた。紙はインドネシアで blok noteと呼ばれるメモ

用紙に、鉛筆で草案が記された。 

最初の文章は憲法前文を参考にした。第二文は種々の考察と検討が加えられた。過激派青

年層は革命の雰囲気をそこに盛り込ませようとして、激越な単語を使うように主張したが、起草

のテーブルではそれらが斥けられた。表現は第三者的で穏便であり、技術論文的な調子で整

えられている。 

その草案が参会者たちに諮られた。革命を謳いあげたい過激派青年たちを除いて、大勢は

それに賛成した。次に署名をどうするかということが議題になった。スカルノとハッタはアメリカ合
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衆国の独立宣言書にならって、参会者の全員が署名するよう提案したが、そうすると日本人が

混じることになる。過激派青年たちには絶対に承服できないことであった。 

スカルニが即座に反対した。ＰＰＫＩの名前で行われることすら、かれは反対しているのだ。ハ

エルル・サレが言った。「われわれの名前が日本人の名前と並べられることはお断りする。独立

宣言書はスカルノとハッタが民衆の名において署名すればよい。」 

その提案を残して、ハエルル・サレは前田邸を去った。残った青年リーダーたちはハエルル・

サレと同じことを主張し、大勢はその意見に傾いた。 

 

手書きの草案が出来上がると、スカルノはサユティ・ムリッにそれをタイプするよう命じた。とこ

ろが、前田邸には英文タイプライターがなかった。前田少将は、ドイツ領事のカンデラー氏から

借りるように勧めた。カンデラー氏の家はスネン地区にある。サユティ・ムリッは前田少将の部下

に案内されて、ドイツ領事の家からタイプライターを借りて来た。 

いざタイプする段になって、スカルノの手書草案におかしい部分があるのに気付いたサユティ

は、二度も作り直すはめになった。[ 続く ] 


