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「植民地軍解散（１）」（２０２０年１２月０１日） 

ＫＮＩＬ（Koninklijk Nederlandsh-Indisch Leger = オランダ王国蘭領東インド軍）の発足は１８３

０年だ。この軍隊は１９５０年７月２６日に解散するまで、１２０年間ヌサンタラの土地に生き続

け、オランダ植民地支配の先鋒となった。 

インドネシアのオランダ植民地史３百年というキャッチフレーズを信じているひとには信じら

れない話だろうが、３百年間のオランダ植民地というセリフはインドネシア人がその被害者姿

に悲惨さを塗りたくって加害者を非難するために作った誇辞である。ＶＯＣのクーンが始めたプ

リブミに対する抑圧と支配の被害者という文脈で読む限り、被害者の感情面においては事実

だろうが、レトリックとしては不正確の批判を免れない。事実、オランダ人知識層はそれを史的

事実に対する不正確な表現としている。 

 

ＶＯＣは会社内の下部組織に軍事力を持った。社内現地出先機関の経営最高責任者の命

令で動く実力行使部門であり、この軍隊は会社経営のために使われるコマのひとつでしかなく、

組織運営を行う経営陣から見れば下っ端にすぎなかった。この軍隊を構成したのはたくさんの

傭兵だった。日本人傭兵はたいへん価値ある兵力になったようだ。しかしＶＯＣの軍隊には傭

兵という言葉がそぐわない。 

徴募兵がいるから傭兵という言葉が独自の意味を持つのであって、会社が持つ兵隊に徴募

兵などあり得るはずもなく、すべてが給料でその仕事をする社員ばかりなのだから、一般的語

感としての傭兵という言葉が的外れであることは明白だろう。かれらのすべては給料のために

働く社員軍人兵士なのであり、傭兵という言葉はその意味で解釈されなければならない。結局

のところ、そこに出現する差異は本社雇用のヨーロッパ人軍事社員と出先機関が雇用したア

ジア現地人軍事社員というカテゴリー区分にしかならないはずだ。 

ＶＯＣは倒産するまで、商業帝国としてアジアの各地を支配した。オランダの領土を広げると

いう観念を持たなかったのだから、土地と住民の支配は商業帝国としての必要性を満 

たす範囲に限られていた。その意味から、ＶＯＣ時代に行われたのは商業主義であって植
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民地主義や帝国主義ではなかったという見方のほうが実態に即しているように思われる。 

これは植民地主義的あるいは帝国主義的な行為行動が行われなかったということを言って 

いるのではない。 

 

ＶＯＣの倒産にナポレオン時代がオーバーラップして、ダンデルスがフランスのためにジャワ

島防衛軍を設けた。そのフランスのためのジャワ島防衛軍を粉砕したイギリス東インド会社が

１８１６年８月１５日までジャワ島を掌握して独自の経営を行った。そのイギリス時代にジャワ島

の防衛に当たっていたのは、ダンデルスのジャワ島防衛軍から横滑りした者たちを大勢含ん

でいたとはいえイギリス東インド会社の軍隊なのである。オランダの軍隊など作られるわけが

ない。 

ナポレオン時代が終焉してイギリスは東インドの経営権を新興のオランダ王国に移管し、オ

ランダ王国が東インドを植民地として国家経営に含める方針を定め、ファン・デル・カペレンと

デュ・ビュス・ドゥ・ジジニーのふたりの総督が任期を終えた後にやってきたのがファン・デン・ボ

シュだった。１８３０年１月から３３年まで任期を務めたファン・デン・ボシュ総督は強制栽培制

度をはじめとするさまざまな改革を行ったが、その中に植民地軍抜本改革も含まれていた。 

かれが１８３０年に出した総督一般指令は東インド植民地軍を８兵団で構成し、各兵団は歩

兵１個大隊、騎兵１個中隊、山砲兵４個中隊の編成とされた。そのときの総兵員数は下士官

兵が１万３千人で、士官が６４０人だった。士官の中のプリブミは５％だったが、下士官兵はプ

リブミが６０％を占めていた。[ 続く ] 

 

 

「植民地軍解散（２）」（２０２０年１２月０２日） 

その後、植民地政庁のジャワ島外への進出と平定方針が強められて兵力強化が急務とさ

れ、１８４０年の戦闘員２万人は１８８２年に３万人となり、１８９８年には４万２千人に膨れ上が
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っていった。言うまでもなく、その膨大な数のマジョリティはプリブミで占められていた。 

発足当初はただの植民地軍でしかなかったが、１８３６年になってオランダ本国が公式植民

地軍としての王国の名称を冠することを認めた結果、ＫＮＩＬができあがったのである。ファン・

デン・ボシュ総督が行った東インド植民地軍創設は、１８２５年に始まって１８３０年まで続いた

ディポヌゴロ戦争の影響を強く受けたものだった。ディポヌゴロの反乱は、イギリス東インド会

社軍が去ったあと、イギリス軍を補強していた旧ダンデルス軍人たちが編成した軍隊の手に

余る敵だったのである。 

オランダ本国に支援要請が飛び、兵役義務下の国民を植民地に派兵することが禁止されて

いた政府は急遽ヨーロッパ域内で傭兵の募集に努めた。オランダ王国軍を派兵できないのだ

から、兵隊を募集して東インドに送り込むしか支援のしようがなかったということだ。一説では

オランダ王国軍兵士で、軍法会議で有罪を宣告された者に対して、服役するかそれとも退役し

て植民地軍兵士になるかという選択をさせるようなこともあったらしい。 

ベルギー人貴族が応募して１８２６年３月２５日にバタヴィアに到着した例もある。この人物

は後にメモワールを書き残したそうで、それを読めば東インド植民地軍発足直前の状況がよく

わかるかもしれない。 

ともあれ、発足当初の状況がそんなありさまだったから、東インド植民地軍もＶＯＣ軍と似た

ような様相を呈しており、フランス人・ドイツ人・ベルギー人・スイス人・デンマーク人・スエーデ

ン人などオランダの近隣諸国人が大勢含まれていた。そしてその姿はＫＮＩＬ解散の時まであ

まり変化しなかった。 

アチェ戦争のころの兵員募集では、月給３百フルデンという、労働者の年間所得レベルに相

当するたいへんなツリが語られたそうだ。ところがいざ東インドにやってきたら現実は大違いだ

ったという話もある。 

 

ダンデルスが作ったヴェルテフレーデンのスネン寄りのエリアは第十大隊 Batalyon X 兵舎

が置かれたところであり、アンボン人の多い地区はカンプンアンボンと呼ばれた。第十大隊司

令部は現在ホテルボロブドゥルが建っている場所にあった。 
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部隊員の全数をヴェルテフレーデンの中に収容できなかったためだろう、居住地区は数カ

所に分散された。ストヴィア STOVIA校舎、クウィニ Kwini通り、クラマッ Kramat 7通り、ビダラ

チナ Bidaracina地区、マトラマン Matraman通りのベルラン Berlan地区などだ。 

クウィニ通りに最初に住んだのはティモール人で、かれらは巨大な建物の中に大勢が一緒

に住んだ。その建物は今でも残っており、ティモール人の子孫たちが今もそこに住んでいる。

アリ・サディキン都知事の時代に１９６世帯を含む１千人超の元第十大隊兵士が西ジャカルタ

市チュンカレンの湿地帯に移住させられた。今ではチュンカレンのカンプンプルマタがカンプン

アンボンと呼ばれている。 

アンボン人がストヴィアに住んだころ、校舎敷地南縁にはシロ Silo 教会があった。そこは現

在民族決起博物館 Museum Kebangkitan Nasional の会議室に変わっており、アンボン人はシ

ロ教会をカンプンプルマタに移転させている。 

アンボン人はストヴィアの教室を居所にして住んだ。ひとつの教室に窓が三つドアが二つあ

ると、５家族用に仕切られた。窓が三つドアがひとつの教室は４家族用だ。大きい板が仕切り

壁に使われた。必然的に三つの窓に面している住居はその窓から出入りすることになる。たい

てい木製の階段踏み台が窓の内と外に置かれた。そこでの暮らしを体験したひとは、住居に

出入りするたびに「なんか、泥棒みたいね。」とよく言っていたそうだ。[ 続く ] 

 

 

「植民地軍解散（３）」（２０２０年１２月０３日） 

ゴロツキ、やくざ者、チンピラなどを指すインドネシア語にプレマン preman という言葉がある。

この語はオランダ語の vrijmanがインドネシア語になったものであり、vrijは英語の freeに該当

している。インドネシアという環境における vrijman というのは、ＶＯＣ時代は会社、植民地時代

はＫＮＩＬとの契約を終えて、束縛から離れて自由の身になった人間を指していた。そのために、

官でなくて民の立場、軍警でなくて市民の立場にある者という意味でプレマンという言葉が使

われた。 
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軍人警察官は勤務中に制服を着用する。インドネシア語では tentara/polisi berseragam と

言う。ところが制服を着ないで町中に出て来る軍人警察官がいる。そんなかれらを示すときに

tentara/polisi premanという言葉が私服姿を意味して使われていた。たとえば私服で捜査活動

を行う刑事たちが polisi preman だったのである。ところが現代ではもう、プレマンというのはず

ばりゴロツキ、やくざ者、チンピラを意味しており、昔の用法は通用しなくなっている。polisi 

premanだけではゴロツキ警官の意味に解釈されてしまうため、polisi berpakaian preman という

表現をしなければならない。 

プレマンの語が反社会的でネガティブな意味に変わってしまった裏側に退役ＫＮＩＬ兵士のプ

リブミに対する驕慢な姿勢があったことを指摘したオランダ人もいる。それによれば、ＫＮＩＬ兵

士は植民市支配者をボスに仰ぐ先鋒であり、支配者の威をかさにきてプリブミ民衆に相対す

る者たちであり、安易に殴る蹴るの暴力を振るうのが常で、そんなかれらが退役してプレマン

になってもプリブミ民衆に対する態度は変わらず、その結果プレマンと呼ばれる人間の評価が

ネガティブになっていったのは当然だったとのことだ。 

本国のオランダ陸軍もＫＮＩＬのクオリティを見下げ果てたものとしていて、ＫＮＩＬとは Klein 

Niet Intelligent Legerのことだと蔑んでいたそうだ。 

 

ＫＮＩＬが最後の輝きを示したのは１９４５年から１９４９年まで続いたインドネシア共和国の対

オランダ独立維持闘争（別名革命戦争）のときだった。共和国の軍隊と民衆が戦った相手がＫ

ＮＩＬだったのである。ＫＮＩＬの末端兵士になっているアンボン人・ティモール人・マナド人たちが

共和国側のひとびとと殺し合いをし、それは癒えるまでに長い歳月を必要とする忌まわしい記

憶を培うことになった。 

インドネシアが独立を宣言した後、ユーフォリアに呑まれた青年たちは武装集団を組織して、

オランダの復帰に立ち向かう意欲を示した。日本軍が抑留キャンプに入れていたオランダ人

が市中に戻って日本軍政前の状況を再現し始めたのだから、武装青年団との衝突は避けら

れるはずもない。ましてや、イギリス軍が進駐してきて終戦処理を行う中で、旧オランダ植民地

機構がその後ろに隠れながらついてきて旧態復帰の動きを進めれば、共和国側との全面衝

突に向かうのは明らかだ。 
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オーストラリアに逃れていたＫＮＩＬ幹部たちと抑留キャンプから解放された幹部たちがＫＮＩＬ

再建に取り掛かり、旧ＫＮＩＬ兵員だったプリブミに復帰を呼びかけた。インドネシア共和国など

オランダの力の前では風前の灯火だと考えた者は喜んで復帰し、共和国を滅ぼさせてはなら

ないと考えた者は共和国軍に走った。だから戦後のＫＮＩＬ再建では、兵士たちの間で一応の

踏み絵は終わっていたと考えてよさそうだ。 

オランダ植民地主義者の目には、インドネシア共和国というのはプリブミの謀反勢力が勝手

に打ち上げた看板でしかなく、しかも東インドの国家主権は自分たちのものであると主張して

オランダを追い払おうとしているが、そんな共和国などまだ国際世界から承認されてもいない

という構図が映っており、国家組織としてオランダ王国と対等な立場に立とうなどとはとんでも

ない話だということになる。 

必然的に共和国同調者はオランダ領東インド植民地行政の敵になった。現場で社会治安を

担うＫＮＩＬと植民地警察にとってはならず者集団でしかない。おまけに武力を使って反抗してく

るのだから、それなりの対応が当然とかれらは考える。[ 続く ] 

 

 

「植民地軍解散（４）」（２０２０年１２月０４日） 

共和国の紅白旗を掲揚したり、紅白のバッヂを身に着けている者は謀反組織の一員あるい

はシンパであることを宣伝しているようなものだ。その見方がＫＮＩＬの巡邏隊をして、街中で見

つけたブリキのバッヂを身に着けている者を捕らえて制裁を行い、バッヂを飲み込ませるよう

な仕打ちに向かわせた。 

カンプンでは紅白旗を立てている家々を襲って住民を引きずり出し、家に火をかけ、反抗し

て来る者を射殺した。一部落を焼き尽くす事件もあちこちで起こった。ＫＮＩＬに射殺された者の

葬列が墓地に向かっているとき、通りかかった巡邏班が葬列にトミーガンの連射を浴びせて多

数の死者を出したこともある。サンダース軍曹のやることとは違う。巡邏隊の白人隊長は往々

にして、「動くものがあれば撃て。」という命令を部下に与えた。つまりは無差別銃撃命令であ

る。 
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ＫＮＩＬのプリブミ兵士が主体になって行っているそれらの行為を治安維持行為と言うのはオ

ランダ側のセリフであり、共和国側プリブミにとってはテロ行為そのものだった。共和国側プリ

ブミがお返しをしないはずがない。こうして、プリブミ同士の間でテロの応酬が延々と繰り返さ

れたのである。 

 

１９４７年１２月９日早朝、アルフォンス・メイネン少佐率いる３百人のＫＮＩＬ部隊が西ジャワ

州カラワン県ラワグデ村を急襲した。共和国軍の作戦を事前に打破し、さんざん頭を悩ませて

くれた敵指揮官を血祭りにあげるのがその行動の目的だった。 

シリワギ師団中隊長ルーカス・クスタルヨ大尉の指揮下に行われる共和国軍の作戦行動に

よってＫＮＩＬ側の武器兵器輸送が何度も襲撃され、重要な武器兵器が共和国側に渡ることが

起こっていた。 

そのとき、１２月８日にルーカス大尉がラワグデ村に入って９日に行うチリリタン襲撃の作戦

準備を行っているという情報をＫＮＩＬ側はつかんでいた。ラワグデ村は普段から複数の反オラ

ンダ武力闘争民間グループがそのネットワークを置いていた場所であり、ＫＮＩＬにとっては敵

本拠地のひとつと見なしていた村だった。ラワグデ村にいる男たちが敵戦闘要員であるとＫＮＩ

Ｌ側が考えるのは当然の成り行きだろう。 

ルーカス大尉を血祭りにあげる必要があったわけだが、ラワグデ村でルーカス大尉を発見

することはできなかった。ＫＮＩＬ部隊指揮官は村人を全員集めさせ、ルーカス大尉の居場所を

白状するようひとりひとりに質問した。そして「知らない」と答えた者、沈黙を続けた者を射殺さ

せた。 

そのときの状況についてはまた別の話があり、村人をグループに分けてしゃがませ、問答

無用で銃弾を浴びせかけた上、更に捜索犬を使って川岸の藪に隠れた村人を追跡し、隠れ場

所を銃撃したため、たくさんの死体が川に浮かび、川の色が赤くなったというものだ。 

目撃者の追想によれば、殺りくされた者のほとんどは１６歳から上の男たちだったそうだ。そ

のあと、ラワグデ村の百軒を超える家屋が燃やされ、村の中の死体は川に投げ込まれた。殺

された人数は諸説あるのだが、村人の語り伝えている数字は４３１人だったそうだ。 
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１９４８年、詩人ハイリル・アンワルが「カラワン～ブカシ」と題する詩を発表した。「今、カラワ

ンとブカシの間に横たわっているわれわれには、ムルデカの叫びも武器を手にすることもでき

ない」で始まり、「われわれを思い出してくれ。埃にまみれた骨ばかりのわれわれを。カラワン

とブカシの間に横たわっている幾千ものわれわれを。」で終わるこの詩を、ラワグデ虐殺事件

からインスピレーションを得て作られたものではないかと論じる詩評は少なくない。[ 続く ] 

 

 

「植民地軍解散（５）」（２０２０年１２月０７日） 

オランダのヘームスケルク Heemskerk に住むジェフリー・ポンダアフもそのひとりであり、か

れは２０００年以来、オランダの良心を問う動きを開始した。その５年前にオランダのジャーナリ

ズムはインドネシア共和国独立５０周年をとらえて、ＫＮＩＬがインドネシアで行った戦争犯罪に

焦点を当てたルポを流した。ジャワで、マドゥラで、南スラウェシで行われた人権違反行為の中

にラワグデ事件も含まれていた。 

植民地で植民地軍が行った不祥事を知っていながら、オランダ軍首脳部は目をふさぎ、口

を閉じた。実行者のだれひとりとして処罰された者はいない。政府さえもが軍部に同調し、植

民地での非人道行為をアンタッチャブルにした。ジェフリーは同志を糾合して２００５年５月５日

にＫＵＫＢオランダ名誉負債委員会財団を設立した。 

 

財団が取り上げたのはラワグデ事件で、駐インドネシアオランダ大使館やオランダ政府に対

する陳情を繰り返した。事件の告発と被害者への賠償要請がその内容だ。 

政府はその陳情を拒否して、２００７年に財団への補助金を停止した。ＫＵＫＢは独立財団に

なるしかなかった。その年にインドネシアを公式訪問したオランダ外相はインドネシアの独立

維持闘争期の非人道行為について、残念に思うという遺憾表明を行ったが、謝罪の言葉はな

かった。 



 

9 

ラワグデ村でラワグデ事件６０周年記念の催しが行われたとき、大使館側は被害者の未亡 

人たちに金一封を配った。だが、その中身はたったの８万ルピアだった。それを知ったジェフ

リーは激怒した。 

ジェフリーはボスニアのムスリムジェノサイド事件を扱った女性弁護士と知り合い、それをき

っかけにして、政府を告発してラワグデ事件被害者遺族への損害賠償を行わせる方針がスタ

ートした。弁護士はラワグデ村を訪れて被害者遺族や目撃者の証言を集め、嘆願書にまめて

政府に突き付けた。政府が拒絶したため、ハーグ文民法廷への告訴の準備が開始される。２

００８年に被害者遺族１０人の名前でオランダ政府を相手取った告訴状が裁判所に届けられ

た。告訴状には独立インドネシア共和国の完全認定、インドネシア民族への謝罪、被害者へ

の損害賠償などの要求事項が含まれていた。 

一方、ジェフリーは国会諸政党へのアプローチを行ってオランダ社会党の支援を取り付け、

国会でも政府糾弾の声が上がるようになった。こうして裁判は国民の注目を集めるものになり、

被害者遺族が行った法廷での証言に多数の国民が関心を寄せて、被害者への寄付金すら集

まるようになっていった。 

２０１１年９月１４日に行われた判決文読み上げの中で文民法廷判事団は政府に有罪判決

を下し、ラワグデ村の被害者遺族たちへの損害賠償を命じた。その判決に感動したのは、原

告やジェフリーたち関係者のみならず、ラワグデ村で判決が下るのを待ちながら記念碑と墓地

に集まって来たインドネシア国民と、裁判に関心を持ったたくさんのオランダ国民もが含まれて

いた。事件から６４年後にオランダの良心が証明された瞬間がそれだった。 

 

ＫＮＩＬと共和国の闘争が開始された当初から、インドネシア共和国の強敵がふたりいる、と

よく言われた。ひとりは東インド副総督のユベルトス・ファン・モーク H van Mook、もうひとりはＫ

ＮＩＬ総司令官シモン・ヘンドリック・スプール SH Spoor中将（後に大将）だ。 

スプールは国家に忠実な愛国者で、頭脳鋭敏でハードワーカーであり、だからこそ共和国

側はかれのアグレッシブな軍事攻勢を怖れたのである。ただしファン・モークもスプールも、時

代の趨勢というものを理解して歴史の中で自分は何をなすべきかという高邁な視点を持つこと
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に失敗した人間たちだったという評価をインドネシアの歴史家は与えている。 

音楽家の家庭に生まれたスプールは軍人になる道を歩んでブレダの王国軍事アカデミーを

卒業し、第一次大戦前の東インドに赴任した。大戦終了後かれは一旦帰国したが第二次大戦

勃発直前に東インドに戻った。[ 続く ] 

 

 

「植民地軍解散（終）」（２０２０年１２月０８日） 

日本軍のジャワ島占領時にかれはオーストラリアに逃れ、オーストラリアでオランダ諜報機

関ＮＥＦＩＳに加わり、１９４４年にＮＥＦＩＳのダイレクターになっている。日本の敗戦後、かれは

東インドに戻り、ＫＮＩＬの司令官として植民地軍の機構改革と日本軍に敗れたために起こった

士気の低下の立て直しに尽力した。４３歳で常設軍最高指揮官である総司令官になったとき、

かれは大佐から中将に特進している。 

独立を宣言したインドネシア共和国が宗主国に歯向かってくることがスプールには許せなか

った。かれにとって、インドネシア共和国を標榜している連中はテロ組織でしかなく、軍事力を

使ってテロリストたちを徹底的に叩きつぶすことがかれの方針になった。そのためにかれはテ

ロ組織を壊滅させるための大規模軍事行動を二度行っている。オランダ側のロジックはテロ組

織壊滅のための警察武力行動とされたが、共和国側にとっては軍事行動そのものだった。 

更にテロ組織の先鋭的勢力をプリブミ社会から切り離すために、民族主義勢力の穏健派を

抱き込むこと、そして国際世論に対して今起こっている状況の構図を理解させるよう外交手段

を使うことなどが、スプールが１９４９年まで続けた基本方針だった。スプールが推し進めた軍

事力による攻めの一手はフィジカルなパワーと経験の圧倒的な差のおかげで共和国側との戦

争を常勝無敗のものにしたとはいえ、住民の間に姿を隠して行われるゲリラ戦に手を焼き、自

分のライバルになった共和国軍司令官スディルマン将軍を「将軍になった校長先生」と評して

嘲った。その言葉の中には賛辞も混じっていると見るインドネシア人もいる。 
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スプールの軍事攻勢とファン・モークの連邦共和国設立によるインドネシア共和国側の切り

崩しにスカルノとハッタを首脳とするインドネシア共和国側は大いにかく乱された。しかしモー

クの方針に乗って連邦共和国構成国の代表者の椅子に座ったプリブミ有力者たちは、最終的

にオランダ本国が手を引いたことで失速し、墜落して行った。 

皮肉な見方をするなら、スプールとモークがあれだけ国家のために頑張ったにもかかわら

ず、オランダ政府は結局かれらの努力と功績を無にしてしまったと言うことができるだろう。そ

の史観が、歴史の趨勢を見極めることのできなかったふたりの人間の失敗であるという見解

に向かうのである。 

クラウゼヴィッツの戦争論を愛読し、ナチスドイツの規律と士気の旺盛な国民像を見習うべ

き教えとして賞賛していたスプールは、オランダ人が東インドを永遠に支配することを望み、本

国政府の東インドに対する倫理政策をただの甘やかしと見なして、反抗者を作り出すだけのも

のでしかないとその政策に反対した。日本が作ったインドネシア共和国を祭り上げているテロ

リストたちへの戦争は日本に対する報復戦だという考えすらかれは抱いた。 

スプールに時代の趨勢を覚らせることのできるできごとがなかったわけでもない。日本軍を

送還したあとの東インドの政体を軍事政権にするという構想をかれは本国政府に提案したも

のの、閣議はその構想をまったく相手にせず、ＮＩＣＡ(Netherlands Indies Civil Administration)

による植民地行政形態を固守した。あるいはまた、ＮＩＣＡとインドネシア共和国との種々の交

渉の場にかれが出席を誘われることも起こらず、そしてついに１９４９年５月２５日のルム＝ロ

イエン協定によってインドネシア共和国への主権移譲が合意され、かれの挫折にとどめが刺

されてしまった。 

かれ自身が愛国精神の発露として理想にしてきたあらゆるものを、歴史の大きな流れに方

向性を与える立場のひとびとがだれひとりとして取り上げようとせず、終には見捨てられて落

ちこぼれ、本流とは異なる方向へ流れ去って行ったのである。 

かたくなに敵視と憎悪を向けて来る敵軍総司令官の、時代を読めない人間像にインドネシ

ア共和国側も十二分に気付いていたようだ。共和国側がＫＮＩＬ兵員に向けた撒いた宣伝ビラ

のひとつにはオランダ語でこう書かれていた。「オランダ軍兵士たちよ。あなたがたは間違って

いる道をスプール将軍に従って歩いているのだ。」[ 完 ]  
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「オランダ人引揚者の苦難（１）」（２０２０年１２月０９日） 

インドネシア人がインド Indo と言うとき、その言葉は一般にオランダ語の Indo-europeaan を

意味していると解釈するのが普通だ。英語の Eurasianの意味である。この意味の Indoは標準

インドネシア語として認められていないため、標準外としての外来語という位置付けになる。 

Indo-というのは「インド India に関連する」という意味を持つ連結形であって、元来独立した

単語ではないものだが、省略あるいは短縮がなされて独立語として扱われるようになった。 

スドノ・サリムグループがインドモビルやインドミーなどのさまざまな会社名とブランド名に

Indo-を冠して使ったものはすべて連結形と判断でき、独立語としては使われていないように

見える。ただしサリムグループが使った Indo-は India でなく Indonesia の意味で使われている

から、はなはだ複雑な構図であると言えよう。 

Indo を独立語として Indonesia の省略形に使っているインドネシアのネティズンがいるのだ

が、もう十年くらいは経過しているように思えるこの現象はなかなか拡散して行かないようだ。

やはり植民地時代から使われて来た欧亜混血者の意味が圧倒的に強力で、国民社会はなか

なかそれを同じゴンドラに乗せようとしないのだろう。 

 

ところがオランダ人がインドネシアに関連して使う場合、Nederlandsch Oost Indieの人間とい

う意味では Indischという言葉が使われるのが普通であり、インドネシア人はそれを Indiesとい

う形にして使うようになったようだ。前者は形容詞、後者は地名としての名詞であり、s を付け

たからと言って同じ意味になるわけでもないだろうに、そんな結果になっている。だからオラン

ダにいるインドネシア人在留者の間では、Indo, Indisch, Indiesが同義語として混在している。 

Indo は元々混血者を指していたのであって、東インドの人間を指す Indisch や Indies とは意

味が違っていたというのに、同義語関係に置かれたことから Indo の意味が大きく膨れ上がっ

た。 

オランダ本国人から見れば、蘭領東インドに由来している人間はすべて Indisch と呼ぶこと

ができる。プリブミ原住民、オランダとプリブミの混血者、混血者と純血者あるいは混血者同士
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から生まれた子供、果ては純血者の両親を持つ東インド生まれの子供に至るまで、東インドに

関わっていればすべてインディシュだという理屈になる。このコンセプトが人間の属性に関わる

差別を育んできたことは言うまでもあるまい。 

ともあれ、そんな多種にわたるインディシュの同義語にされた Indo がオランダ在住のインド

ネシア系のひとの口から出されるとき、その実体はわけのわからないものになってしまう。ＫＮＩ

Ｌ（オランダ領東インド植民地軍）兵士だった純血プリブミから、両親が純血オランダ人なのに

東インドで生まれたというだけの純血オランダ人まで、その間のどれを指しているのかよく分か

らない言葉になっているのである。ただ少なくとも、インドネシアに関りを持つ人間という意味で

あることだけは分かる。 

 

インドネシア共和国独立後もインドネシアで暮らしていた Indo たち（インディシュの同義語と

して使っている）の中に、１９４９年のハーグ円卓会議でインドネシアの完全主権承認がなされ

たことで、インドネシアにいられなくなったひとびとが出て来た。行政官吏やＫＮＩＬに関わってい

た純血プリブミから純血オランダ人に至るひとびとがそのメインだったようだ。それに追い打ち

をかけて１９５０年代後半にオランダ資産のインドネシア国有化が進展し、政府系から民間ま

ですべてのオランダ資本がインドネシア政府の所有に転換されたことで、さらに多数の Indo た

ちがインドネシアでの生活基盤を失い、インドネシアを去ることを余儀なくされた。[ 続く ] 

 

 

「オランダ人引揚者の苦難（２）」（２０２０年１２月１０日） 

特にインドネシア政府が行ったオランダ資産の接収がたくさんのひとびとの職場と経済活動

を奪ったことから、インドネシアで食べて行けなくなったひとびとのたどる道は決まっていたと言

えるだろう。オランダ系企業がヌサンタラの地から一時期、まったく姿を消してしまったのであ

る。 

政府がオランダを敵視して資産を没収するくらいだから、インドネシア人民衆の一部が示す
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社会的な敵視もかれらにとって居心地の悪い状況を作り出した。外見を見ただけでオランダ人

か他の白人かの区別はできないのだから、オランダ人でなくとも白人はみな同類に扱われた

にちがいあるまい。更に外見が白人であるなら、プリブミ混血者も同じ扱いを受けたはずだ。 

オランダへ引き揚げていく Indoたちの大きな波は１９５０年代から６０年代前半にかけてがピ

ークになり、１９４５年から６５年までのオルラ期にインドネシアを引き揚げてオランダに移住し

たひとびとは３０万人近くに達し、引揚者の波が何回も両国の間を走った。 

 

自らインドネシアを捨てた者もあれば、オランダのパスポートを持っていたりオランダ人の手

先と見られていたためにインドネシアを追われた者も混在しているインドネシア人プリブミ引揚

者たちがアムステルダムに到着したとき、かれらは船から臨時収容キャンプに移されて医療

検査を受けた。そのあと、全国に分散させられて住居を与えられ、そこに住んだ。オランダの

冬の寒さに耐えられず、死亡した者たちもあった。 

アムステルダム港で引揚船から降りた人々の中に、白いクバヤ姿のアンボン女性もいたし、

クルドゥン kerudung で頭を覆って幸福の笑みを満面に浮かべた女性の姿もあった。この女性

は先にオランダに移住した家族と一緒に暮らすために後追いでやって来たとのことだ。オラン

ダ政府は引揚者に対して、インドネシアのことは忘れて早くオランダに同化するようにという方

針をもって臨んだが、そう簡単に行くものでもなかった。引揚者たちの心中には恩讐が、望郷

や憎悪の怨念が深くこびりついていた。 

１９５８年から１９６２年までの間にたくさんのインドネシア人プリブミがオランダに移住した。

このプリブミの多くはアンボン人であり、たいていがＫＮＩＬに所属していた軍人兵士たちとその

家族だった。 

生まれ故郷に持っていたあらゆるものと引き離されて、気候も民族性もまったく異なる北の

国へやってきたかれらは、生き延びるためにたいへんな苦労を余儀なくされた。北ブラバント

州ニステルローデのファンヘットレイクに住むアンボン女性は、オランダに来た当時を回想する。 

「わたしはアンボン人移住者の最初のグループで、スラバヤからアムステルダムに１９５１年

に来ました。わたしらは何年もバラック住まいを余儀なくされました。生活はとてもひどいもの



 

15 

でした。故郷にいれば、こんなことにはならない。インドネシア共和国がわたしらをこんな目に

会わせたんだと言ってインドネシアを憎む人たちも少なからずいました。そういうひとたちが集

まってオランダに南マルク共和国 Republik Maluku Selatan政府を作ったんです。」 

 

ＲＭＳは最初、オランダ国民から同情を集めた。毎年８月１７日のインドネシア独立記念日と

４月２０日のＲＭＳ創設記念日にインドネシア大使館の前でデモを行うだけだったものが、その

うちに過激化した。１９６６年にインドネシア大使館職員１８人の拉致事件、１９７０年８月にウィ

スマドゥタ占拠事件、１９７５年にアムステルダム総領事館で人質事件などを起こして、オラン

ダ国民からの同情と支持は色あせて行った。決定打になったのは、ウェイスターでの鉄道列

車乗客人質事件であり、アッセン⇒フロニンゲン鉄道列車乗っ取り事件であり、学生生徒をメ

インにした１１０人もの人質事件だった。それらの１９７０年代後半に起こった凶悪事件はオラ

ンダ市民に向けられたものであり、自分たちがオランダ人からも見放されるようになった状況

にかれらがどれだけ焦りと不満と怒りを抱いたかを示すバロメータと見ることができる。同情と

支持があればこそ、経済的支援も付いてきていたのだから。[ 続く ] 

 

 

「オランダ人引揚者の苦難（３）」（２０２０年１２月１１日） 

オランダのマルク系市民層も、ＲＭＳはもう鳴かず飛ばずになっていると見ている人が多い。

マルク系市民はアンボン人と東南マルク人に大別される。ＲＭＳを担いだのは主にアンボン人

で、東南マルク人は深入りする者があまり出ず、ニュートラルな態度を取る者がマジョリティだ

ったそうだ。既に世代交代が進んだいま、シンパもまだいて不思議はないものの、当初の活動

家たちの第三世代はもう自分たちとは別世界の問題としているように見える。アンボン人であ

れ、東南マルク人であれ、それは共通現象になっている。 

 

１９５０年代にオランダに移住して来た祖父を持つダニエルは、政治運動には全く関心がな
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い、と言う。ダニエルの祖父は東南マルクのケイ Kei島出身者で、ＫＮＩＬの兵士だった。祖母は

スンダ人だ。その祖父は望郷の思い止むに止まれず、１９９１年に故郷に帰ってから数年を経

て故郷の土になった。オランダ生まれの二世であるダニエルの父も、インドネシアのマルクに

は精神的な絆を感じていると言う。しかし三世にはもうそんなものはない。「自分の息子ダニエ

ルはもうオランダの子供だ。」と精神傾向にかなりの隔たりがあることを父親は感じている。 

ダニエルは祖父母の故郷にもう何回も観光旅行で訪れ、向こうに住んでいる親族にも会っ

ているが、マルク語もインドネシア語もできない。かれが会話できるのはオランダ語と英語だ。

インドネシアへ行くのはホリデーでしかない。マルクもインドネシアも、ダニエルという人間を構

成する核要素にはならないようだ。 

 

ＲＭＳは元々、１９５０年４月２５日にアンボンで始まった。インドネシア共和国からパプアとア

ンボンを外すことに努めていたオランダは、ＫＮＩＬを中心にする親オランダ派のアンボン人が

行うその動きを裏から支援した。インドネシア共和国がその動きを抑えつけたとき、オランダは

ＲＭＳを担いだアンボン人をオランダに移住させた。こうしてアンボン人はオランダに亡命政権

としてのＲＭＳを発足させたというのがその歴史である。 

どうしてオランダはアンボンにそこまで肩入れをしたのか？それはＶＯＣの歴史をたどってみ

れば明らかだろう。ＶＯＣが最初にアジアで現地総支配人の本拠地を設けたのがアンボンだっ

たのだから。ＶＯＣがポルトガル人からアンボンを奪い、クーンがジャカトラを奪取してそこに総

支配人本拠地を移すまで、ＶＯＣ総督館はアンボンにあったのである。 

ヌサンタラの各地にどれだけＶＯＣやオランダ植民地政庁がネットワークを拡大しようとも、

オランダ人とアンボン人のつながりの古さと密度に匹敵する種族はほかになかったのではあ

るまいか。 

アンボン人が他のヌサンタラ住民から往々にして黒いオランダ人 Belanda hitam と呼ばれた

のは事実だ。元々オランダ人が黒いオランダ人 Zwarte Hollanders と呼んだのはアフリカで徴

用されたＫＮＩＬに勤務するアフリカ人兵士でありアンボン人ではなかったが、ヌサンタラのプリ

ブミたちは自分たちに銃を向け、剣で斬りかかって来るアンボン人兵士をも区別しないでそう

呼んだ。 
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ポルトガル時代に始まったヨーロッパ人との混血はオランダ時代にも継続し、ポルトガル時

代のカトリック信仰がオランダ人によってプロテスタントに変えられ、オランダ人の市行政はき

わめて協力的なプリブミ混血者の参加によって順調に進展し、異民族への敵対意識よりもは

るかに強い親族関係の枠組みの中で親近感が醸成されたために、アンボン人がヌサンタラの

他種族を見る眼はオランダ人の視点の方に近寄っていただろうことは想像に余りある。 

ヨーロッパ系の名前を持ち、混血の影響からかがっしりした体躯の多いアンボン人がオラン

ダ人の手足になってその現地支配に協力しているありさまからヌサンタラのプリブミは、 

肌が黒いだけで本質的には白人侵略者という印象を強く受けたのではないだろうか。クーン

がジャヤカルタを滅ぼしたとき、数千人というＶＯＣ兵力の大半を占めていたのがアンボン人で

あったことを忘れてはならない。[ 続く ] 

 

 

「オランダ人引揚者の苦難（４）」（２０２０年１２月１４日） 

日本の敗戦でジャワ島の日本軍政が終わりを迎えたとき、イシェは４歳だった。日本軍がジ

ャワ島を占領したとき、曾々祖父の代からプリブミと混血していたピプレンボシュ家は抑留者収

容キャンプに入れられることを免れ、それまで住んでいたジャカルタからランカスビトゥンに引

っ越した。父はサラティガの出身、母はチマヒの出身で、どちらも曾祖父の時代からプリブミの

血が混じったインド Indo（オランダ語 Indo-European の略語）と呼ばれる階層のひとびとだった。 

日本軍が去り、インドネシア共和国独立宣言がなされ、各地でプリブミ武装青年団がオラン

ダ人粛清の動きを始めた。混血とはいえ、白人の姿かたちをしていたイシェの父親はそのとき

に殺害された。イシェは母親から聞いたそのときの状況をいまだに覚えている。「インドネシア

人に対する怨恨は持っていません。戦争だったのだから、それは誰にも起こり得たことであり、

仕方なかったのです。父がランカスビトゥンのどこに埋められたのか、ピプレンボシュ家として

それが唯一知りたいことなのです。」かの女はそう語った。 

両親と兄妹の４人で暮らしていたランカスビトゥンから、父を失った一家はバンドンの母の実
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家に移った。祖父は鉄道職員であり、決して裕福な家庭でなかったため、突然大きくなった世

帯の切り盛りがたいへんになった。イシェの幼児期の記憶が貧困の中にあったことは、時代の

趨勢がそうであったとはいえ、もっと深い状態に彩られていたように思われる。 

金髪・碧眼・がっしりした体躯と白い肌の姿をしていても、肉体と精神の奥に蓄えられた文化

志向がプリブミに近い Indoは大勢いた。かれらの日常生活を見るなら、話す言葉、食べ物、生

活態度の端々にプリブミの行動を見出すことも頻繁だった。ましてや熱帯生まれのかれらの間

では、父方の祖国へ行ったことのある人間の方が稀だったのだ。 

イシェの一家もそのひとつだった。普段の生活の中にオランダ人というアイデンティティが漂

っている家ではなかったようだ。家の中ではオランダ語が頻繁に用いられ、社会活動や自分た

ちが所属する社会階層との世の中での接触にオランダ語が使われるのは当然だったが、自

己のアイデンティティの半分を形成しているプリブミの部分を抑圧するようなことは爪の先ほど

もなかった。 

１９５３年、イシェの一家はオランダ国籍を取得してオランダに移った。オランダ人への社会

的敵視が居心地の悪さと、そしてもっと重要な経済活動の困難をもたらしているとき、イシェの

兄の大学教育問題がもうひとつからんでいたため、一家は早々とオランダ引揚の結論を出し

た。そうは言っても、オランダとのつながりなど一家のだれひとりとして持っているわけではな

い。期待半分不安半分で一家はオランダに移り住んだ。 

オランダ政府はこの一家をオランダ北部のアッセン Assen の町に住まわせて小さい家を一

軒与えた。隣人たちはかれらを同朋扱いしてくれなかった。未開のインドネシアから来た教養

がなく文明的作法を知らない野蛮人に近い者と見なし、皿からナイフとフォークを使って食べる

ことなどできないと思っていた。オランダ語が話せるのに驚いた者すらいた。たいていがヨーロ

ッパ人に比べて肌の色が暗いため、子供たちはピーナツ子とからかわれ、蔑まれた。混血児

の肌の色がピーナツの皮の色を連想させたようだ。 

インドネシアでコメを食べていた一家は、ジャガイモの食事に慣れなければならなかった。

「コメが食べれたのは週に一回だけでした。コメがあったらみんな大喜びで、すぐにナシゴレン

を作って、みんなで一緒に食べました。ナシゴレンを食べているときは、みんなしあわせでし

た。」 
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イシェは成人してから結婚し、子供をふたり作り、ふたりの子供たちもそれぞれがふたりの

子供を設けたので、今では四人の孫を持つ祖母になっている。[ 続く ] 

 

 

「オランダ人引揚者の苦難（５）」（２０２０年１２月１５日） 

引揚者の孫がその祖母を特別に慕ったケースもあった。９６歳で亡くなった引揚者の祖母を

しのんで当時４３歳の女性写真家アンネリース・ダーメンはフォトエッセイを発表した。かの女

はダーメン造船グループのシェアホルダーだ。 

自分が祖母に対して持っているすべての思い出と記憶と体験と印象を、それを通してインド

ネシアで生まれた祖母という人物像をそこに再現しようとして、アンネリースはその写真集を作

った。祖母は存命中にアンネリースを可愛がり、自分の体験した人生、生まれた土地、懐かし

いインドネシアの風物の話をよく聞かせてくれた。 

空気の中に花や果実の香りが混じり、色とりどりの花が咲き乱れ、さまざまな味覚の果実が

あふれるほど手に入り、種々の鳥がいろんな声でさえずり、涼風が木々の枝葉を絶えずゆらし、

明るい青空を白い雲が流れて行く。それはあたかも天国の話のような印象を幼いアンネリース

にもたらした。祖母の故郷って、まるで地上にできた天国みたい。 

「今思えば、祖母はきっと自分が生まれた土地であるインドネシアでずっと暮らしたかったん

だという気がします。オランダに移住することは祖母にとって、たいへん苦しい決断だったこと

でしょう。インドネシアに残るかオランダに移るかという立場に置かれたことに祖母はとても苦

しんだと思います。客観的に当時の情勢はそんな選択を許すようなものでなく、どうしなければ

ならないのかは既に定まっていたように見えるので、選択の余地などなかったとは思うのです

が。そんな時代が祖母を襲ったことに、わたしは悲しみを感じます。」 

インドネシアからの引揚者の多くがオランダでの生活に適応するのにたいへんな苦労をした

ことは、誰もが知っている。引揚者の多くはオランダに来たくて来たひとびとではなかったのだ

から。アンネリースは続ける。 
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「わたしの祖母もオランダの生活に慣れるのにたいへん苦労したようでした。祖母はオラン

ダの食べ物が嫌いでしたし、冬の寒さも祖母を苦しめたようです。オランダの生活に慣れるよ

う努力しながらも、祖母は死ぬまで生まれ故郷に憧れを抱き続けていました。自分が生まれ育

った土地、天国のようなインドネシアに。」 

 

たとえ血統がどうであれ、人間は自分が生まれ育った土地の文化と自然をそのアイデンティ

ティの中に吸収してしまう。幼児が生きることを学ぶ体験学習プロセスの背景としてそれが存

在しているのだから、それが学習成果の中に溶け込んでくるのは当たり前なのだ。 

ましてや自分の血の中にふたつの異なる民族が混じり合うとき、そのふたつの異なるものを

調和させながら、混血者は生きることになる。自分の半分はその一方であり、もう半分は別の

一方なのだ。それを調和させなければ精神の平衡は保たれなくなる。 

ところが自分のアイデンティティの半分、いや文化傾向から言うならそれ以上の親近感を抱

いているプリブミから敵視され、困難を与えられ、故郷と感じている土地から Indo たちは追い

出されたのである。わたしの半分はあなた方の同胞なのだと叫んでみたところで、残りの半分

が敵なのだからおまえは敵に属しているのだと言われたらどう説得すればよいのだろうか。 

差別主義者にとって、人間が他人を差別する理由はいくらでも作り出せる。理由があるから

差別するのでなく、差別したいから理由を作り出すのだ。ヌサンタラのプリブミに敵視されたか

れらを、オランダ原住民も差別した。オランダ本国人は Indo たちを同朋扱いしなかったのであ

る。こうもりにされた Indoたちを憤懣が包まなかったはずがない。 

オランダ政府がいくら同化せよと言っても、オランダ人の下部階層として同化することなどで

きはしない。Indo たちの中にそんな状況への反抗精神が勃興するのを避けることはできなか

った。かれらは「忘れろ」と政府が言うインドネシアを思い出すためにさまざまな活動を始めた。

インドネシア人がよく言う benci tapi rinduである。[ 続く ] 
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「オランダ人引揚者の苦難（終）」（２０２０年１２月１６日） 

そのひとつがインドネシア夜市 Pasar Malam の催しだった。１９５９年に初めてこの催しが行

なわれ、Indo インテリ層の著名人が作った Indies Cultural Circleがそれを主催した。 

かれらはバタヴィアで行われていたパサルガンビル Pasar Gambir（今のジャカルタフェア）の

後継を意気込んで、それを行った。初回は文化行事としての色彩の強い会合や討論会、会食、

音楽演奏などがプログラムのメインを占めたが、名前通りのインドネシアに関連する物品の販

売も行われた。 

この催しにしばしば登場したバンドはティ―ルマンブラザーズで、１９３３年スラバヤ生まれ

のレギー、１９３４年ジュンブル生まれのポントン、１９３６年マカッサル生まれのアンディ、１９３

８年スラバヤ生まれのルール―、そしてジェーンという全員が実の兄妹で構成されているグル

ープだった。この家系はティモールを本拠にしており、父親はＫＮＩＬの将校で、各地を転々とし

たようだ。兄妹は１９４５年にスラバヤでバンド活動を開始したが、そのときはティモールリズム

ブラザーズというバンド名だった。かれらは１９５７年にオランダに移住した。 

ティ―ルマンブラザーズはオランダのポップ＝ロックシーンの先駆的存在となり、２００５年に

政府がその業績を称えて表彰し、女王から勲章を得た。ベアトリクス女王はその前の２００３年

に開かれたパサルマラムブサール Pasar Malam Besarの開会式に出席してオープニングを宣

している。Indo 層の長期に渡ったオランダに対する反抗がこうして実を結び、オランダの国内

に Indo 階層の文化とその存在が公式に認められる結末に至った、とそれらのできごとを評し

ている見解もある。 

 

オランダの国内に大規模なインドネシアからの引揚者集団社会ができたことで、インドネシ

ア文化のオランダ地元文化への浸透も起こった。まず代表に上げられるのは言葉だろう。Indo

文化で普通に使われているムラユ語インドネシア語の単語がおよそ５百語ほどオランダ語の

語彙になった。現在インドネシア語標準語彙になっているオランダ語源の単語は数千にのぼり、

歴史と立場の差がそこに反映されている。 

次に来るのは食べ物だろうか。krupuk や kecap などは言葉と現物がオランダの日常生活の
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中にある。ナシゴレンは都市部で一般的な食品になっており、オランダにあるインドネシア料理

のレストランは１千軒を超えている。 

 

人間の属性を理由にして人間に差別と蔑視を勧めて来た民族主義は、複数の民族的属性

を自己の内面に持つ人間の増加によって完璧に打ちのめされ、乗り越えられる日が早晩やっ

てくることだろう。民族という区別概念に依拠した富や繁栄とそのための支配被支配がより多く

の人間の幸福を生み出せないのなら、それは人類の歴史が通り過ぎていく一時期のものとし

ての価値しか持たないにちがいあるまい。この先、何百年何千年後の歴史書に、それが歴史

の一過程として物語られるのだろうか？ 

民族主義というイデオロギーそのものははるか昔に過去のものとなっているが、イデオロギ

ーとしての民族主義が云々されるはるか以前からその精神は人類をからめとって来たし、そ

の精神をいまだにたっぷりと蓄えている人間たちが今この瞬間にも地上にあふれている。奇

妙なことに、そんな自分を民族主義者と思わない者が大半を占めているのは、その言葉がイ

デオロギーとしてしかとらえられていないからだろう。 

民族というのはその名の通り、人類というユニバーサルな概念にとっての部分でしかないの

だから、自分の所属セクションを大事にしようという考え方はユニバーサルな価値を持ち得な

いのが当たり前だ。わたしの脳裏には、かれらの存在の基盤の一部と化している狭隘な民族

主義精神の抜け殻がこの地上から永遠の闇の滝つぼに向かって流れ落ちて行く情景が映っ

ている。地球上で人種混血が進み、多重言語者・多重文化生活者が増えているいま、民族と

いう概念は必然的に乗り越えられるべきものになるとしか思えない。 

民族国家が戦争という方式で地上の覇を競った時代は過ぎ去っても、人間が民族国家に自

分を縛り付けて方式の異なる覇権競争を行いながら憎悪と差別や蔑視をいつまでも振り撒き

続けているのなら、その本質に戦争時代とたいした違いがあるとは思えない。オランダに引き

揚げた Indo たちが味わった苦渋が真の過ぎ去った歴史エピソードになるのは、いつの日なの

か？[ 完 ] 


