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「インドネシア国軍草創紀（１）」（２０２３年０１月１１日） 

ＫＮＩＬ（オランダ王国オランダ東インド軍）には元々陸軍しかなかった。オランダ人をメインにするヨーロッパ人

指揮官に統率されたプリブミ兵士の軍隊はオランダ王国が領有するヌサンタラの軍隊としてふさわしい構成に

なっていたと見てよいだろう。オランダ本国の陸軍が海外領土で軍事行動を行うことは法律で禁止されていたた

め東インド政庁は自前の陸軍を持つ必要があり、ヨーロッパ諸国から傭兵を募り、ヌサンタラではプリブミを兵

士に雇用して、ＫＮＩＬを設けた。ヨーロッパ人傭兵がすべて指揮官になったわけでもなく、ただの兵士としてプリ

ブミと一緒に行動したヨーロッパ人もたくさんいる。 

その状況はＶＯＣ時代とたいした違いがなかった。ＶＯＣは軍務社員をヨーロッパの中で雇用して軍隊を編成

したが、兵力を充実させるために下級戦闘員としてアジア人を使った。日本人がたくさん現地採用の傭兵として

雇われたことはよく知られている。日本人の戦闘能力が高いのに目を付けたクーン総督が日本人をもっとたくさ

ん送って来いと平戸商館に指示している手紙もある。 

またヌサンタラの一部を征服して支配し、その地の住民を奴隷にした上、奴隷の戦闘部隊を編成してＶＯＣ軍

務社員の指揮下に付けることもした。ＶＯＣはネーデルラント連邦共和国の各州にできたアジアのスパイス獲得

と通商を行う会社の連合体であり、連邦共和国の各州が持った軍隊とは別個の存在である。軍隊そのものでも

なければ軍隊の中の一部でもない。だからヌサンタラに駐在したＶＯＣ総督を軍人と考えてはいけない。かれら

はアジアに置かれた会社の出先機関の総支配人なのであり、アジア一円の経営責任者だったのだから。 

 

ＫＮＩＬの空軍は１９１０年代に軍内で設立が決まり、

米国から購入したアメリカ製のグレンマーティン水上機

２機が１９１５年１１月６日に到着してＫＮＩＬ空軍が発足

した。その後も米国や英国の軍用機を購入して戦力を

拡大していき、総数は３８９機に達した。広大なヌサン

タラの各地に飛行場を建設して基地を置いたものの、
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各基地の戦力は大編隊を組めるようなものにならず、太平洋戦争の初期にすべてが日本軍の餌食になってヌ

サンタラから姿を消した。 

プリブミが空軍の戦力に加わる余地はなかった。というよりも航空兵や整備兵としての素養の問題がメインだ

ったのではないかと思われるのだが、基地の雑用や下働きに雇用されるケースがほとんどだったようだ。だが

中には航空機整備技術を得たプリブミがいなかったわけでもない。 

 

１９４５年に独立を宣言したインドネシア共和国は、発足の当初から軍隊を持った。日本陸軍は１９４３年１０

月にプリブミだけの軍隊であるペタを発足させて日本軍を補助する役割を与えていたが、敗戦によって１９４５

年８月１８日にペタを解散させた。すると独立インドネシア共和国は即座に軍隊経験を持つ人材を集めて共和

国軍を編成させた。ペタ・兵補・ＫＮＩＬなどで軍事訓練を得た、共和国独立を支持するインドネシア人が集まり、

新国家の軍隊創設を行った。この共和国軍は Badan Keamanan Rakyat（国民保安団：ベーカーエル）と名付け

られ、１９４５年８月２３日にスカルノ大統領がそれを公表した。国民保安団には日本軍が育成したペタ・兵補・

青年団・警防団、そしてオランダ東インド軍やオランダ警察などで有能だったひとびとが参加した。司令官はチ

マヒのペタ大団長だったアルジ・カルタウィナタが任命された。 

ところが、旧態復帰をもくろんでヌサンタラに戻って来たオランダ人植民地主義勢力がインドネシア共和国を

敵視し、武力によって共和国を潰滅しようとかかってきたから、共和国政府は保安団を保安軍にする必要性を

感じ、１９４５年１０月５日に名称を団から軍に変えて Tentara Keamanan Rakyat（国民保安軍：テーカーエル）に

変更した。 

しかしやはりそんな名称ではモダンな戦力を有する軍事組織のイメージから遠かったのだろう。１９４６年１月

１６日に Tentara Republik Indonesia（インドネシア共和国軍：テーエルイー）にまた名が変わった。[ 続く ]
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「インドネシア国軍草創紀（２）」（２０２３年０１月１２日） 

この軍事組織の形態と内容そして将来へのロードマップを検討した政府は、各地でオランダの軍事攻勢に対

抗して自然発生的にできあがった地方軍事組織を政府直属の軍隊の中に組み込んで指揮系統を一本化させ

ることを図り、国防省が統括する国家の軍隊という性格をより強く打ち出して多数の地方軍事組織を糾合する

ための働きかけを１９４６年５月に開始した。最終的に軍事組織における国民一体化が成就され、共和国政府

軍と解釈されていたＴＲＩと多数の地方軍事組織が合同した。 

１９４７年６月３日、スカルノ大統領はその官民合同の国家単一軍事組織に対する名称として Tentara 

Nasional Indonesia（インドネシア国軍：テーエヌイー）の名称を与えた。それが今日まで続いているインドネシア

共和国の軍隊の公式名称だ。Nasional という言葉にはそんな歴史的推移がからまっている。 

このＴＮＩの初代総司令官にスディルマン将軍が任命され、その幕僚としてウリップ・スモハルジョ少将・ナシル

海軍提督・スルヤダルマ空軍提督・ストモ中将・サキルマン中将・ジョコスヨノ中将が軍指導部を固めた。 

 

そんな流れの中で、陸軍は長いＫＮＩＬの歴史に加えてペタが予備コースを務めたおかげで軍隊経験を持つ

人材が豊富に得られ、また日本軍の武器兵器接収があちこちで成功したために発足当初からそれなりの戦闘

能力を持つ軍隊としての形が整い、共和国陸軍は独力の運営による組織の基礎固めが比較的容易に進展し

た。しかし空軍と海軍はまったく事情が違っていた。 

空軍はオランダ時代の遺産がほとんどゼロであり、日本軍政期に日本軍航空隊で機体整備などの下働きを

していた技術者と、ＫＮＩＬ空軍や日本軍と関係なしに個人的な経緯から飛行訓練を得たパイロットたちが核とな

って共和国空軍を育成した。上流階層の中に航空機の操縦能力を身に着けてオランダ本国の航空監督行政機

関から飛行ライセンスを得たプリブミもあった。しかしかれらは基本的にＫＮＩＬの軍務とは無縁であり、それが日

本軍に代わっても同じだった。 
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インドネシア空軍最初の保有機は日本軍がインドネシアに持ってきた軍用機の残り物だった。インドネシアの

航空史において、インドネシア人自身が自国の空をはじめて飛び回るのに使ったのは大日本帝国軍用機だっ

たということだ。 

この話は拙作「帝国軍用機で始まったインドネシア空軍」＜ http://indojoho.ciao.jp/koreg/htniau.html ＞を

ご参照いただけます1。 

中でも日本敗戦時にインドネシアに大量に残されていたのが九三式中間練習機ヨコスカＫ５Ｙで、マグウォ飛

行場2にあった５０機をインドネシア共和国空

軍が接収した。ヨコスカとは日本海軍が持っ

た最初の航空隊である横須賀海軍航空隊の

ことだ。そこには第一海軍技術廠も置かれて

軍用機の開発本部になった。 

 

この九三式中間練習機を日本兵が呼びならわしていた名称「中連」がインドネシア空軍の公式名称になった。

当時の綴りで Tjureng と書かれたそうだ。今は Curengという現代語綴りになっている。この中連が日本からイン

ドネシアに７０機送られ、インドネシア空軍が整備を行ったが飛行可能なものは２０機しかできなかったという記

事も見られる。 

当時インドネシアで中連を蘇生できる能力を持った整備士はバンドンのアンディル基地所属のバシル・スル

ヤとチャルマディのふたりだけだった。１９４５年１０月２５日にふたりはヨグヤカルタのマグウォ基地に招かれて

整備作業を行ない、１０月２６日に１機が飛べる状態になったので、２７日にアグスティヌス・アディスチプトとル

ジトが操縦してジョグジャの空を飛んだ。それがインドネシア空軍にとって記念すべき初飛行だったのである。

機体に描かれていた日の丸の下半分が白色に塗りなおされてインドネシア空軍を示すシンボルマークになった。

[ 続く ] 

 

1 巻末に添付 

2 現在のジョグジャカルタのアディスチプト空港 
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「インドネシア国軍草創紀（３）」（２０２３年０１月１３日） 

この複葉単発機は第一次大戦中にイギリスが使って勇名を馳せた Sopwith Camel を模したものだそう

だ。日本海軍はその時期、イギリス海軍をお手本にして軍の構造改革を行った。艦内の食事までもがイギリ

ス海軍のメニューを参考にし、イギリス軍艦の厨房にインド人調理人が多かったために普段から乗員はカレ

ーを食べていたのに倣って、日本の軍艦でもカレーがメニューにされたという話もある。 

インドネシア空軍のパイロット養成はすぐに開始された。練習機がたくさん手に入ったのは好都合だった

にちがいあるまい。しかし中連の操縦も整備も、技術解説書など一切手に入らなかった。そのために旧日本

兵で独立インドネシアに好意を抱いた者たちがインドネシア人に指導を行ったそうだ。 

 

太平洋戦争が終わって蘭領東インドを回復させるために戻って来たオランダ人は、ＮＩＣＡ（オランダ東イン

ド文民政府）を発足させて主要都市部での統治行政を復活させ、さらに国家に反逆する無法者たちが興し

たインドネシア共和国を撲滅するためにＫＮＩＬを再編成してＮＩＣＡ軍を設けた。叛乱者を全国から一掃する

ことを目的にしてＮＩＣＡ軍は軍事行動を開始する。 

オランダ側の論理がそんな形で構成されたのは、蘭領東インドがオランダの領土であることが前提になっ

ている。その領土の主権、つまり統治権はオランダに帰属しているため、インドネシア共和国と名乗る勢力

は国内叛乱を起こした反逆者犯罪者たちと位置付けられ、国体を維持するためにＮＩＣＡは武力行動によっ

て反逆勢力を一掃するというのがその骨子にされたのである。 

それは、独立を宣言したインドネシア共和国にとって受け入れることのできないロジックだった。異民族に

よる支配と統治から脱け出すのが独立ということなのである。インドネシアという国家の領土は本来的に原

住民が主権を持っているのだ。土地の先住者が領土権を持つことはヨーロッパ文明の中で常識になってい

るではないか。 
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既に宣言した独立を完璧なものにするためにインドネシア民族は支配者との戦争を行った。それがインド

ネシアの独立戦争だった。世界で一般的な、独立を勝ち取るための戦争が独立戦争であるという定義とは

異なって、開始した独立国家を維持するための戦争がインドネシアの独立戦争だったということだ。独立宣

言者で初代共和国大統領になったスカルノは、その闘争を独立戦争と呼ばずに独立革命と呼ぶのを好ん

だ。新生共和国にとってそれは単なる対オランダ戦争でなく、新しい国の姿を整えるための革命という意味

の方が大きかったからだろう。 

 

「インドネシアはどこから独立したのか？」「日本からだ。」という問答が時折り見られるのだが、日本はヌ

サンタラを自国の領土に編入したのだろうか？日本の領土に編入されたのであれば、朝鮮半島や台湾のよ

うにその地の原住民が日本国民になるのが筋道であるように思われる。そのような政治上の体制に変更が

なされなかったのであれば、ヌサンタラの土地はオランダ領のまま継続していたのであり、インドネシアでの

日本軍政はオランダ領土における占領体制下のものというのが妥当な見方ではあるまいか。 

独立というのが領土の主権保持者の交代を意味しているのであれば、「どこから」という言葉は旧の領土

主権者を指すのが論理的であるような気がする。 

 

ＮＩＣＡの旗のもとに旧態復帰に乗り出したオランダ人は、武力を振りかざして叛乱者に臨んだ。わが民族

の土地と水をわれらの手に取り戻そうと唱える建国の父たちの言葉に賛同するプリブミ全般を、国家反逆者

に同調する犯罪者の一味である、と見なすＮＩＣＡの保守的愛国軍人たちがヌサンタラのあちらこちらで大量

虐殺を行った。 

レイモン・ヴェスタリン Raymond Pierre Paul Westerling大尉が１９４５年から１９４９年までの間にスラウェ

シのブルクンバ、ピンラン、ポレワリマンダル、パレパレで住民を殺しつくした事件がその代表的なものだろ
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う3。インドネシア側は４万人の犠牲者を生んだと主張している。１９４７年１２月９日に西ジャワ州カラワンの

ラワグデ村で起きた村民４３１人の大量虐殺も似たような事件のひとつだ。[ 続く ]

 

 

「インドネシア国軍草創紀（４）」（２０２３年０１月１６日） 

蘭領東インドの終戦処理のために編成されたイギリスインド軍を主力にするＡＦＮＥＩ（蘭領東インド連合国

軍）がインドネシアに進出して来て主要都市を占領下に置き、日本軍の武装解除と日本への送還、捕虜収

容所からの虜囚解放などを行った。そして１９４６年１１月に任務を終えてインドネシアから去ったのだが、ＮＩ

ＣＡはＡＦＮＥＩ軍の中に紛れ込んでヌサンタラに戻って来た。そして人容軍容を整えると、ＡＦＮＥＩ軍の中に

混じって国家反逆者への攻勢と共和国支配地域奪取の動きを開始した。このあたりの詳細は拙作「スラバ

ヤの戦闘」＜ http://indojoho.ciao.jp/koreg/hbatosur.html ＞をご参照いただけます。4 

 

しばらくしてオランダ東インドにとっての国家反逆者たちがただのならず者集団でなく、たいへん重厚な人

材の層がそこにあることに気付いたＮＩＣＡは武力一辺倒の方針を変え、インドネシア共和国を認めて将来

のオランダの国益の一助にするべく懐柔案を組み立て始めた。優れた政治家は目的達成のために硬軟両

用を当たり前にするが、軍人の中には軟法を受け入れられない者も混じっている。ＮＩＣＡの動きが欺瞞の色

濃い悪辣さをインドネシア人の側に感じさせた事件がしばしば起こったのも、そんな要素の影響があったた

めかもしれない。 

ＮＩＣＡの側はこの戦争を一旦終結させて政治の舞台で優位に立とうとし、１９４６年１１月１０日に西ジャワ

州チルボンに近いリンガルジャティ村で停戦と将来の国家体制の協議を行い、協定が締結された。しかしそ

 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Westerling#Indonesian_National_Revolution 

4 巻末に添付 
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の後の政治交渉がはかばかしく進展せず、諸事万端を要求する側のＮＩＣＡに共和国側は譲歩を続けたも

のの、最終的に決裂して武力闘争の再発が避けられなくなった。 

１９４７年７月２１日、ＮＩＣＡ軍は各地の共和国ＮＩＣＡ協定境界線を突破して共和国支配地域内への侵入

を開始した。ＮＩＣＡは西ジャワ全域を完全制覇するために２個師団を投入し、進攻軍に西ジャワから中部ジ

ャワまでの制圧を命じた。東ジャワでは１個師団が動いた。インドネシアの歴史書はこれをオランダ第一次

軍事攻勢と称している。その当時の最新鋭装備で固めたＮＩＣＡ軍の進軍を止める力は共和国軍になく、ゲ

リラ戦に頼ってＮＩＣＡ軍の動きを妨害するしか対抗策はなかった。 

そのとき、インドネシア空軍が各地で接収し修理した日本軍の軍用機もＮＩＣＡ空軍機が襲い掛かって、地

上に置かれたまますべてが破壊された。ただ一カ所、ヨグヤのマグウォ基地だけが霧に包まれていて、ＮＩＣ

Ａ空軍機の攻撃を免れたのである。 

 

オランダ側はこの軍事攻勢の緒戦の戦果を大々的に世界に発表した。インドネシアに蟠踞していた叛乱

勢力はオランダ軍の攻勢に大打撃を受け、潰滅寸前になっている。 

共和国側は窮地に立たされた。このままでは叛乱者の汚名のまま世界の歴史に名を残すだけになる。民

族の悲願がこのように踏みにじられてよいはずがない。オランダの政治宣伝に一矢を報いるために、インド

ネシア民族の不屈の闘志を世界に示す必要がある。そのために、マグウォ基地の空軍に重い任務が託さ

れた。アンバラワ、サラティガ、スマランの三カ所に空爆を行うのだ。 

マグウォ基地に日本軍の爆撃機など一機もなかった。爆撃機や戦闘機は他の基地にあったが、ＮＩＣＡ空

軍に破壊されて使えるものなどひとつも残っていない。マグウォ基地にあるものだけでその作戦を遂行しな

ければならないのだ。こうしてインドネシア空軍初の実戦が１９４７年７月２９日午前５時に開始されたのであ

る。 

滑走路の照明設備など一切ないマグウォ基地で爆音を轟かせた三機が次々に探照灯に照らされた滑走

路を走って行く。まずムリヨノが操縦するグンテイが浮上した。続いてスタルジョ・シギッのチューレン、最後
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がスハルノコ・ハルバニのチューレンだ。かれら三人は１９４５年１１月１５日に開校した空軍飛行学校の生

徒だった。各機には銃をかまえた助手がひとり乗っている。ムリヨノはスマランに、シギッはサラティガに、ハ

ルバニはアンバラワに向かった。[ 続く ]

 

 

「インドネシア国軍草創紀（５）」（２０２３年０１月１７日） 

予定通り爆弾を落とした三機は、ＮＩＣＡ空軍戦闘機

Ｐ－４０キティホークの追撃を避けるために低空飛行を

行ってマグウォ基地に午前６時２０分に帰投した。その

作戦は成功を収め、帰投した三機はすぐに離れた場

所に分散して隠された。ＮＩＣＡ空軍の報復攻撃がなさ

れるのは必至だったからだ。案の定、７時５分ごろになってＮＩＣＡのキティホーク２機がヨグヤ上空に飛来し

て銃撃を行ったが、人命の被害は出なかった。マグウォ基地もがらんどうで獲物は何ひとつなく、ＮＩＣＡ機は

獲物を探すために飛び去って行った。ところがその日の夕方、たいへんなことが起こったのである。赤十字

の任務を帯びて医薬品を空輸してきた民間大型機がＮＩＣＡ空軍機に撃墜されたのだ。 

その日夕刻、マグウォ基地目がけて飛ん

で来た非武装の民間機ダコタＣ－４７が一

機、着陸しようとして高度を下げた。そのと

き、ＮＩＣＡのキティホーク２機が銃撃を浴びせかけた

のである。機体コードＶＴ－ＣＬＡと機腹に大書された

ダコタ機はマグウォ基地西に隣接するゴト村に墜落
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して炎上した。操縦士オーストラリア人アレクサンダー・ノエル・コンスタンティン、副操縦士イギリス人ロイ・

ヘイゼルハースト、機関士インド人ビダ・ラム、乗客の駐マラヤインドネシア共和国通商領事ザイナル・アリ

フィン、操縦士の妻ベリル・コンスタンティン、インドネシア空軍副提督アディスチプト、同アブドゥラッマン・サ

レ、空軍一等士官アディスマルモの８人が死亡し、唯ひとりヨグヤの民間ビジネスマンであるアブドウルガ

ニ・ハンドコチョクロだけが生命を取り留めた。 

 

このダコタ機のフライトは戦争中の双方に通告済みであり、了承がなされていたものだ。スマランのカリバ

ンテン基地から飛来した２機のキティホークパイロット、ＮＩＣＡ空軍少尉ルーシンクとエルケランス軍曹は、

「ダコタ機は木と堤防にぶつかり、爆発炎上した」とだけ目撃談を報告したような話がインドネシア語記事の

中に見つかる。つまりそのふたりは報告したできごとの前に自分たちが何をしたのかを一言も言わなかった

という印象がそこに生じる。 

それが事実かどうかは別にして、その民間航空機墜落に関するＮＩＣＡの発表内容はただそれだけだっ

た。しかしＶＴ－ＣＬＡ機の墜落は決して自損事故だったのでなく、ＮＩＣＡ空軍機が非武装民間航空機に加え

た故意の攻撃だったことをインドネシア側は確信していた。機体の残骸とアディスチプトの遺体に弾痕があ

ったことを少なくないインドネシア人が目にしているのだ。 

 

ノエル・コンスタンティンが操縦するダコタ機はインドのカリンガ航空

所属のもので、その日同機はマニラからシンガポールに飛び、シンガ

ポールのカラン空港でマラヤ赤十字がヨグヤカルタに送る医薬品を

積み込んでからヨグヤのマグウォ飛行場を目指した。このカリンガ航

空会社はスカルノ大統領の親友であるインド人ビジュ・パッナイクが

オーナーの会社だ。 

１９１４年生まれのノエル・コンスタンティンはオーストラリア人だっ

た。かれは１９３６年にメルボルンで薬学を修得したあとロンドンに移って働き始めた。ヨーロッパが戦雲急を

Alexander Noel Constantine 
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告げるころになって、１９３８年にイギリスロイヤルエアフォースに入隊する。ナチスドイツとの戦争が始まり、

ドイツがヨーロッパを席捲してイギリス本国に王手をかけるようになったころ、かれはイギリスの国土防衛

戦、いわゆるバトルオブブリテンにおける主役の航空戦に従事し、大空のエースになった。 

３５人のオーストラリア人がＲＡＦ第１４１航空隊に入った。最初かれは戦闘機乗りだった。大空のエースと

して名を輝かせたのはそのころだ。数年後に爆撃機の操縦士になり、対独戦が峠を越えたころアジア戦線

に移されて、ビルマ上空で戦闘機を駆っていた。第二次大戦が終わってからは、インドのニューデリーで飛

行機操縦の教官をしていた。最終位階は中佐だった。そしてカリンガ航空で民間パイロットになり、南方アジ

アの空を飛び回った。かれの妻ベリルはデンマーク王室の服飾デザイナーで、シンガポールで店を持つ計

画を携えて東南アジアに来ていたという話だ。[ 続く ]

 

 

「インドネシア国軍草創紀（６）」（２０２３年０１月１８日） 

インドネシア空軍初の軍事作戦行動とその成功がＶＴ－ＣＬＡ機撃墜の悲劇を招いたのはだれの目にも

あきらかだろう。インドネシア空軍はそのふたつのできごとに同等のウエイトを置いた。赫赫たる軍事行動の

成功だけに光を当てることをしなかったのだ。 

１９５５年に空軍は７月２９日を「追悼の日」と定めて空軍組織内での記念日にした。その名称は１９６１年

に「空軍奉仕の日」と変更されて、言葉から受ける暗い印象が払拭された。しかし名前が変わっても、奉仕

の日の記念式典で行われる内容にはたいした違いがない。空軍人として初回軍事行動の成功への記憶を

新たにするとともに、それに巻き込まれたＶＴ－ＣＬＡへの追悼をも併せて行うことが式典の中でなされてい

る。 
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その悲劇によって空軍草創期の指導者三人が没したことは黙

祷を捧げて当然と誰しも思うだろうが、この記念日の目的は空軍

という枠を超えたところに置かれているのだ。パイロットのコンス

タンティン夫妻や他の非軍人にも黙祷が捧げられるのである。あ

の悲劇の被害者はすべて同じなのであり、空軍にとってのだれ

それだからというような区別をする必要などどこにもない、という

のがそこにある論理だろう。 

更にＶＴ－ＣＬＡの残骸として残ったダコタ機の機体後部はモニュメントとして実物大のレプリカが作られ、

ヨグヤカルタの Museum Dirgantara Mandala空軍中央博物館に展示されている。 

インドネシア空軍は１９６３年から女性に門戸を開いた。その年、インドネシア女性３０人が空軍パイロット

になるためのテストに合格して入隊した。かの女たちはマレーシア連邦結成に反対して起こった、ドゥイコラ

作戦と命名された戦争にさっそく従軍している。主な任務はマレーシア連邦への加盟を迫られているサラワ

クやサバのコタキナバルの上空で加盟反対のビラを撒くことだったそうだ。 

 

最初から軍用機を持つことのできた空軍はまだよかった。海軍が手に入れた日本軍の残り物は戦闘用艦

艇でなくて小型木造船ばかりだったのだから。インドネシア海軍が軍艦を持ったのは１９４９年１２月２７日に

オランダのハーグで行われたインドネシア共和国国家主権承認がなされてからのことであり、オランダが寄

贈した軍艦が事始めになる。 

最初の軍艦と呼べる艦艇はコルベット艦等の小型艦

艇で、コルベット艦には Hang Tuah と Pati Unus、その他

数隻の船は Rajawaliや Bantengなどの艦名が与えられ

た。そのあと、駆逐艦が寄贈されて Gajah Mada と命名さ

れ、ガジャマダがインドネシア海軍最大の軍艦になった。 Colvet Hang Tuah 
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コルベット艦は艦体長６０メートル乗員数８５人だが、駆逐艦は１０８メートル、１千７百トンで威容は大違い

だ。 

 

インドネシアから引き揚げていくオランダ人は武器兵器の一部をインドネシア共和国に寄贈する形でヌサ

ンタラの地に残して行ったから、海軍だけでなく空軍や陸軍も新型の軍事機材を手に入れることになった。

帝国軍用機がインドネシア空軍の主役の座を降りる日がそれだった。 

 

インドネシア人に近代海軍の伝統はなかったと言って

よいかもしれない。ＫＮＩＬは自前の海軍を持たなかった。

１９世紀半ばごろからオランダ東インド総督庁が海上の

警備と保安のために２０隻ほどの船隊を擁したようだ

が、軍艦と呼べるようなものでなかったような印象を受け

る。 

オランダ東インドの海防のために太平洋戦争前からヌサンタラ海域にいた軍艦はすべてオランダ王国海

軍が送った南方派遣艦隊であり、東インド派遣艦隊司令長官は東インド総督の指揮下に置かれた。艦長か

ら水兵に至るまで戦闘員は全員がオランダ海軍の軍人で構成され、インドネシア人がそこに加わるルートは

設けられなかった。しかし厨房や種々の雑用の人手は必要であるため、非戦闘員としてプリブミが雇用さ

れ、軍艦内で働いた。非戦闘員であっても軍事行動中の軍艦内でかれらが働くのは同じだったから、撃沈さ

れたオランダ軍艦の戦没者リストの中にインドネシア人の名前が混じっていることは稀でない。 

[ 続く ]

 

 

駆逐艦 Gajah Mada 
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「インドネシア国軍草創紀（７）」（２０２３年０１月１９日） 

近代海軍創設と運営のために必要な知識と技術はインドネシア人の手からまだ遠いところにあったと言

えるだろう。しかし日本軍はヌサンタラにおける物流のために大量のジーゼル木造船を作らせ、それを有効

に使わせるための航海術を教える航海学校をたくさんの港に設けてインドネシア人の教育を始めた。航海

初等学校と航海高等学校が設けられて海員とオフィサーの養成が進められ、また別に造船学校、海軍兵補

学校、海軍航空学校まで設けられたという話だ。 

 

スリウィジャヤ、マジャパヒッ、マカッサル、アチェなどといったヌサンタラの海洋王国の伝統をふんだんに

持つこの地で、海上における戦闘行動というのは住民にとって決してなじみの薄いものでなかったに違いあ

るまい。 

だからインドネシア海軍にとっては、近代的な軍艦を持てるようになるまで海洋王国の伝統が続いていた

と言えるのかもしれない。独立直後のインドネシア共和国を維持するためにきわめて重要なシンガポールや

マラヤとの人や物資の往来を実現させるため、その海域一帯を封鎖しているＮＩＣＡ艦艇の監視の目をくぐっ

て海路を確保する仕事が緊急度の高い任務になったようだ。時には銃撃戦の形で交戦が行われたこともあ

る。圧倒的な装備の違いのために、インドネシア共和国の軍隊は海上でもゲリラにならざるを得なかった。 

インドネシア共和国に初勝利をもたらした海上での実戦は、バリ海峡で起こった夜間の船舶間遭遇戦だ

った。インドネシアの軍隊が置かれていた境遇をわれわれはその戦記から明瞭に感じ取ることができる。 

ＡＦＮＥＩが占領したバリ島で、周辺海域をパトロールしていた機動揚陸艇(LCM5)とジャワからバリ島に応

援部隊を潜入させようとしていたインドネシア側との不慮の戦闘が１９４６年４月５日に発生した。そのとき、

インドネシア側は潜入作戦を偽装するためにマドゥラ製の漁船を使っていた。マドゥラ漁船はたいして大きく

ない帆船であり、必要に応じて櫂漕ぎが行われる。 

 

5 landing craft mechanized 



初勝利の海戦 

16 

 

 

１９４６年３月２日にＮＩＣＡを懐に抱いたＡＦＮＥＩが２千人の兵力でバリ島の首府シガラジャに上陸した。イ

ンドネシア共和国が発足時に作った全国の行政管理地域区分では、バリは東方のヌサトゥンガラと一括り

にされて小スンダという名称の行政単位になっていた。シガラジャには小スンダの首府が置かれた。 

共和国の地方行政区として歩み始めたバリ島へのこの西洋人の進駐は、独立支持青年層の怒りをかき

立てた。なにしろ、バリ島の各王家が進駐軍を歓迎する姿勢を見せたのだから、スカルノが革命を呼号した

のも無理のないところだろう。 

ＴＲＩ小スンダ連隊司令官イグスティ・グラライ中佐はヨグヤカルタのＴＲＩ総司令部を訪れてバリ島への援

軍派遣を要請した。総司令部はマルカディ大尉に支援部隊の編成を命じ、マルカディ大尉は四個小隊から

成る特別任務部隊を編成した。この部隊はＭ部隊と命名された。部隊員のほとんどがマラン農業学校の生

徒であり、このマルカディ大尉はそのとき、まだ１８歳だったそうだ。 

Ｍ部隊は３月いっぱいマランで戦闘訓練を行ってからバニュワギに移動した。潜入部隊のルートはバニュ

ワギ港ボームからジュンブラナ6の安全な海岸に上陸するという計画だった。地形の調査及び作戦遂行時の

上陸地点付近の安全確認を上陸部隊に知らせる任務が数人に与えられて、先行偵察員がバリ島に潜入し

た。潜入部隊が船で海岸に近付いたとき、かれらは火で三角形を作り、上陸可能を船に知らせることになっ

ていた。 

 

４月４日の夕方日没前に潜入部隊は２隻のマドゥラ漁船に乗り込む計画だったが、なんと引き潮のために

出発できない。２０時を過ぎてやっと潮が満ち、船が出発した。ところが小さいマドゥラ漁船には重すぎる負

担だったようだ。なにしろそれぞれに４０人くらいの兵員が乗ったのだから。船はなかなか進まず、ジュンブラ

ナ海岸まであと２海里くらいまで近づいたときはもう４月５日に日付が代わって数時間経っていた。[ 続く ] 

 

6 バリ島最西端の Gilimanuk を含む県の名 
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「インドネシア国軍草創紀（８）」（２０２３年０１月２０日） 

そのとき、ふたつの船の灯りが近付いてきた。マドゥラ船では急遽櫂漕ぎに力を入れたが、灯りが接近し

てくるほうがはるかに速かった。そしてそのふたつの灯りがＡＦＮＥＩ海上パトロール船であることがはっきり

分かる距離になったとき、そのうちの一隻がマルカディ大尉の乗っている船に接近して来たのである。 

全員が黒装束になっていたから、大尉は上着を脱ぐよう指示し、さらに持っている銃をすぐ使える状態で

敵の目から隠すよう命じた。５メートルほどの近さまで接近してきた機動揚陸艇の前部には白人がふたりい

た。ひとりは取り付けられている水冷機関銃の銃口をマドゥラ船に向けている。もうひとりの白人がオランダ

語で停船を命じ、係船ロープを投げるように言った。大尉は船首に立って係船ロープをカウボーイのように

振り回したが、すぐには投げない。「早く投げろ！」と言われたので大尉は投げた。が白人が受け取ろうとす

る瞬間に大尉はロープを引っ張るから、ロープの先が海に落ちる。 

そんなことを繰り返している間に両船はますます接近する。そのときオランダ人が「おい、こいつら銃を持

っているぞ」と叫んだ。その瞬間、大尉は叫びながらロープを海に落とし、自分も海中に飛び込んだ。「テン

バアアアッ！」 

隊長の「撃て」という命令を聞いた部下たちは一斉に射撃を開始した。銃を持っていたのは部隊員の半分

くらいだった。兵隊はいくらでも希望者がやってくるが武器が足りない、というのがこの共和国の軍隊の草分

け時代の姿だ。 

両船はあまりにも近くに接近していたため、高い位置にある揚陸艇の機関銃は低いマドゥラ船の中が死

角になっていたし、逆もまた同じだったから、機関銃の銃弾は帆柱に当たるだけで人間に被害は出ない。反

対に揚陸艇の白人にも下から狙いのつけようがない。 

すると揚陸艇はマドゥラ船に体当たりをかけてきた。ぶつけられるたびに、マドゥラ船から部隊員が何人か

海にこぼれ落ちる。落ちた者はまたすぐ船に引き上げられた。船上に戻った大尉は、これでは決着がつか

ないと考えて手りゅう弾を二隻の揚陸艇に投げるよう部下に命じた。 
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この戦法はうまくいった。両方の揚陸艇で爆発が起こり、一隻は戦力に大きい損害を受けて沈黙した。揚

陸艇の乗員４人が戦死して戦闘力が失われたのだ。その艦は結局沈没したそうだ。もう一隻は甲板と船腹

に火の手があがり、マドゥラ船に向けて機関銃を撃ちながらギリマヌッ港に向けて逃走した。この１５分くらい

の戦闘でＭ部隊の損害は戦死一名、負傷一名だった。 

 

マルカディ大尉はこの潜入作戦が失敗したことを悟り、二隻ともどもバニュワギに引き返すことを決めた。

上陸を強行すればＡＦＮＥＩが総力をあげて潜入部隊の発見に努めるだろう。引き返すにしても、夜明け前に

バニュワギに戻らなければ、ＡＦＮＥＩ空軍機の餌食にされてしまう。 

結果的にマドゥラ漁船二隻は無事にバニュワギに戻ることができた。これがインドネシア共和国成立後、

はじめてインドネシア軍に勝利をもたらした海上戦である。 

 

この戦勝話はもちろん海軍の海戦ではないし、海軍が行った戦闘でもない。海軍が海軍としての軍備を

持っていなかったのだから、もしもその時期のインドネシア海軍が何かをしたとしても、あのような状況にな

らざるを得なかっただろうと想像される。 

海戦という言葉が機械を使って行われる海上戦闘と定義付けられているかぎり、１９５０年代に入るまでイ

ンドネシア海軍は海戦を行う能力をもっていなかった。インドネシア海軍が軍艦を持って海戦を行えるように

なる時代の幕開けは１９４９年１２月２７日の独立主権完全承認を待たなければならない。 

インドネシアの海軍史を調べると上のＭ部隊の話がよく引き合いに出されるのは、インドネシア語に海戦

とか naval battleの定義を持つ言葉がないためではないかという気がする。インドネシア語宇宙の中では、

海における戦闘はすべからく pertempuran laut と称され、それが艦隊決戦であろうがＭ部隊のような戦闘で

あろうが、すべて同じ言葉による表現が使われている。誰がどんな形態で、ということよりも場所が圧倒的に

重要な条件に置かれているため、その言葉の語義のせいでインドネシア海軍史にＭ部隊が採り上げられる

ことを自然なものにしているようにわたしには思われる。[ 続く ] 
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「インドネシア国軍草創紀（９）」（２０２３年０１月２４日） 

インドネシア共和国国家主権承認のあと、オランダ政府はインドネシアに向けて軍事ミッションを設けてイ

ンドネシア国軍との間に橋をかけた。インドネシア国軍に対する人材育成や種々の指導は共和国側にとっ

て有益なものになった。 

ブレダの陸軍軍事アカデミーに留学するプリブミはＫＮＩＬ時代からいたが、デンヘルダーにある海軍アカ

デミーへの留学はその時期に初めてスタートした。インドネシア海軍にとって、オランダ側の協力は他から得

られない重要なデータの入手を可能にした。そのひとつがヌサンタラ海域の詳細な海図だ。オランダ人はヌ

サンタラ海域を何世紀にもわたって細かく調査し、膨大な資料をたくわえていた。インドネシア海軍が同じデ

ータを自力で作らねばならなくなったら、いったいどのくらいの歳月と費用が必要になるだろうか。 

 

オランダ王国軍上層部や中堅幹部の中に、インドネシアでの生活体験を持つひとびとも少なくなかった。

そしてインドネシア国軍にも、オランダ人のいるランドスケープになじみを持つひとたちがたくさんいた。立場

は違っても１９４２年までみんなが同じオランダ東インドという土地と社会で一緒に暮らしていたのだから。双

方は互いに感情的な一体感を共有していたのだ。 

オランダ戦史学院の歴史家が面白いエピソードを語った。オランダ陸海空軍の合同会議が時々開催され

る。会議の場所と日取りがだいたいいつも水曜日に海軍関係者の家になる。それは水曜日にその家の家

人がインドネシア料理を作ることにしているからなのだそうだ。ナシゴレンやチャップチャイが食事に供され

るのである。 

オランダ海軍の艦内生活では、インドネシア語由来の単語が時おり耳に入って来るという話だ。たとえば

soesa（インドネシア語の susah）という言葉がオランダ語の中に混じって使われている。インドネシア海軍の

方も、stelling, corvee, vuur contact, val ruip などのオランダ語を艦内行動の中の公式単語として使ってい

る。 
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その軍事ミッションはスカルノ大統領が呼号した西イリアン解放戦争のために空中分解した。オランダと

戦争しようと言うのに、オランダとインドネシアの軍指導者が仲良く交際しているわけにもいくまい。オランダ

とインドネシアの軍隊が仲良く交際していた時期でも、イギリスや米国への軍人の留学は併行してなされて

いた。イギリスへは空軍軍人がロイヤルエアフォースに、米国には陸軍軍人が主に送られた。 

西イリアン解放戦争の準備段階に入ると、スカルノはまず１９６０年に米国に支援を要請した。時のケネデ

ィ大統領は多数の最新型輸送機と第二次大戦で使われた小型艦艇を譲渡したが、これから戦争をしようと

いうスカルノがそんなもので満足できるわけがない。 

かれは非協力的な西側諸国を見限って東側陣営に接近し、ソ連から大きい支援を引き出すことに成功し

た。そのおかげで国軍軍人の留学先はソ連・中国・ユーゴスラビアなどに広がった。 

 

１９６０年１２月、ソ連への支援要請が受諾され、ソ連がインドネシアに軍用機と軍艦の売却を決めたので

ある。総金額は２５億米ドル相当に達したため、返済はたいへんに長期なローンが組まれた。ソ連からの支

援内容はソ連製のヘリコプター・戦闘機・爆撃機・輸送機などがおよそ２５０機、そして潜水艦１２隻、コルベ

ット艦十数隻、海軍の大看板となる巡洋艦１隻などから成っていた。 

その巡洋艦がソ連海軍スヴェルドロフ級軽巡洋艦の

ひとつ、オルジョニキーゼ号で、基準排水量１．３万ト

ン、艦体長２１０メートル、乗組員総数１，２５０名という

威容はインドネシア海軍にとって空前絶後の巨大軍艦

だった。 

オルジョニキーゼは１９４９年１０月に建造が開始さ

れ、１９５０年９月に完成し、いくつかの作戦に従事したあとバルチック艦隊に配属されていた。ソ連はオルジ

ョニキーゼをインドネシアに渡すために艦内のすべてを熱帯地向け仕様に改装した。１９６２年８月にスラバ

ヤに到着したこの艦にインドネシア海軍はイリアンという艦名を与えた。そしてその年末、巡洋艦イリアンは
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北スラウェシのビトゥン海軍基地に移動した。しかし西イリアン解放戦争は巡洋艦イリアンがインドネシア海

軍艦隊に加わる前に幕を閉じていたのだ。巡洋艦イリアンはスカルノ大統領がインドネシアに帰属した西イ

リアンを公式訪問する際に使われ、大統領を運ぶ栄光の花道になった。[ 続く ]

 

「インドネシア国軍草創紀（１０）」（２０２３年０１月２５日） 

１９６０年代にアジア諸国が持っていた軍艦の中にはこの艦より大きいものがなく、イリアン号によってイ

ンドネシアはアジア最大の軍艦を持つ大海軍国に一挙に跳躍したことになる。いや、看板だけで中身は知

れたものということでもなくて、イリアン解放のためにスカルノが先進諸国から買い集めた新鋭高性能の軍

事機材がインドネシアの軍事力の評価を高いものにしたということだ。その後しばらくの間、東南アジア諸国

はインドネシアが持つ陸海空の軍事力に一目置くようになった。１９６０年代のインドネシアはアジアの一軍

事大国になっていたのである。 

このソ連製の軍艦はスカルノからスハルトへのレジーム交替の後、インドネシア海軍から姿を消した。ソ

連製の潜水艦や諸艦艇が継続して使用された中で、この海軍最大の軍艦の姿だけが見られなくなったの

だ。以来、インドネシア海軍が巡洋艦イリアンに優る大型軍艦を持つこともなくなった。イリアン号自身もどこ

へ姿を隠したのか、公表されている情報は何もない。 

 

西イリアン解放戦争の確執はインドネシア共和国国家主権承認のときから始まっていた。インドネシア共

和国は最初からオランダが領有しているヌサンタラ島嶼部をすべて共和国領土と規定した。そして戻って来

たＮＩＣＡとの戦争の果てにハーグ円卓会議でインドネシア共和国国家主権承認がなされたのだが、領土の

主張に関しては一致せず、オランダは西イリアンの領有を続けた。オランダにしてみれば、オランダ東インド

領土の中で独立を要求する地域だけを共和国領土と認める論理が働いたのは当然だったにちがいあるま

い。西イリアンに独立を要求する叛乱勢力はいなかったのだから。 
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ところがスカルノにとっては違っていた。マジャパヒッ王国時代にガジャマダが成し遂げた大ヌサンタラ構

想の再現を望むスカルノは、西イリアンが共和国領土になって当然と考えていたのだ。いや、そんなことより

も、西洋人のアジア支配を心底憎んだスカルノにとって、オランダがヌサンタラの一部を支配し続けることが

かれに生理的な嫌悪感を抱かせた結果ではないかと勘繰ることも可能だろう。 

西イリアン解放戦争に続いて起こった、イギリスによるマレーシア連邦結成方針の実現を阻止するための

戦争がその嫌悪感の延長線上にあったと見ることもできるように思われる。西イリアンやマレーシアに対し

てスカルノが持った領土的野心の表れがあの紛争だったという論評もあるにはあるが、スカルノが抱いた野

心は土地と人間の領有支配ではなく、東南アジアから西洋人の支配を払拭し、地元民がそれぞれの領土を

治め、自分がその盟主となって域内を指導する夢を描いていたようにわたしには感じられるのである。 

 

オランダは、西イリアンを自国領として統治しながら２０～３０年後に独立させるガイドラインを公表した。

国連は西イリアンの独立権を支持し、オランダの計画に賛同した。しかしスカルノにとってそれは、西イリア

ンがオランダのコモンウエルスに取り込まれてしまうことを意味していた。スカルノは国連が中立でないと批

判し、この問題を国際司法裁判所に諮って解決を図ろうと勧めるオランダの誘いを拒否した。そしてかれは

一方的に、１９５６年８月１７日に西イリアンをインドネシアの州に定めて行政機構を設け、知事を任命したの

である。州庁はティドーレ島に置かれた。 

１９５８年１２月２７日、インドネシアはオランダ資産の国有化を宣言して企業を接収し、在留オランダ人を

本国送還した。オランダ側も西イリアン周辺海域の防衛のために航空機部隊を増強し、また多数の軍艦が

派遣されて海上防衛の層を厚くした。オランダ空母カレルドールマンもそれに加わった。 

インドネシア政府はインド・パキ

スタン・オーストラリア・ニュージー

ランド・タイ・イギリス・ドイツ・フラ

ンスに対して、対オランダ戦が勃

Karel Doorman 
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発した際にはオランダに軍事支援を与えないよう要請する外交作戦を展開した。更にイギリスやフランスか

らも軍用機・軍艦・戦車その他の購入を行った。オランダの封じ込めを意図したインドネシアの外交戦略が

そんな形をとったようだ。[ 続く ]

 

 

「インドネシア国軍草創紀（１１）」（２０２３年０１月２６日） 

スカルノはついに、１９６１年１２月１９日にヨグヤカルタで西イリアンへの軍事進攻を発令した。オランダと

の国交は１９６０年８月１７日に断絶してある。国民全般に対してその戦争はトリコラ作戦と命名され、また国

軍が行う軍事行動はマンダラ作戦という名称が付けられた。各軍首脳部がマンダラ作戦を遂行するに当た

って、大統領は陸海空軍個別に趣旨説明と督励のスピーチを行った。海軍に対しては米国から譲渡された

ＬＳＴ戦車揚陸艦 Teluk Tominiの艦上で檄を飛ばした。 

このトゥルットミニは第二次大戦中に使われた米軍艦艇

のひとつであり、１９４４年６月６日にノルマンディ上陸作戦

が行われた際にアイゼンハワー将軍をフランスに運んだ

USS Bladsoe Countyがその前身だ。この艦を博物館にし

てアンチョル海岸に浮かべる構想が２０１２年に発表された

ものの、その後の音沙汰はない。 

 

戦争とは言うものの、オランダ人を西イリアンから追放するための軍事行動なのである。そのためこの戦

争では、インドネシア国軍の西イリアンへの潜入がもっぱら演じられた。インドネシア側は陸軍が海岸から、

あるいは落下傘降下で軍兵を西イリアン内陸部に潜入させ、原住民への宣伝や組織化を行って反オランダ

闘争に立ち上がるように仕向け、島内叛乱に呼応して国軍が外から攻撃するという戦略を組んでいたよう

だ。そんな作戦行動の中である夜、軍艦同士の海戦が起こった。 
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１９６２年１月１５日、インドネシア軍は西イリアン南部海岸のカイマナに１５０人の陸軍部隊を潜入させる

作戦に取りかかり、アラフラ海のアル諸島に設けた集結地を１

７時に出発した。陸軍部隊の潜入を支援する、と言うよりも潜

入部隊を輸送する海軍艦隊は三隻の魚雷艇 Harimau, Matjan 

Tutul、Matjan Kumbangから成っていた。 

潜入作戦指揮官ムルシッ陸軍大佐の乗ったハリマウを先頭に、海軍提督ヨッ・スダルソの乗るマチャント

ゥトゥルが続き、マチャンクンバンが最後尾に着いた。艦隊が静かに航行していたとき、２１時ごろレーダー

に大きい艦影が映った。左に二隻、右に一隻の軍艦が海上に停止しているのだ。三隻の魚雷艇は厳戒態

勢で前進を続ける。すると突然、飛行機の爆音が近付いてきたかと思うと、照明弾が投下されて海上は真

昼のような明るさになった。照明弾を落としたネプチューン偵察機はインドネシア艦隊に攻撃を加えようとし

ないで飛び去った。パラシュートで落ちてくる照明弾を撃ち落とそうとして魚雷艇からの発砲が起こったが効

果はない。 

潜入者を待ち受けていたオランダ海軍の駆逐艦エフェルツェンが警告射撃を行い、砲弾がハリマウの近く

に落下した。潜入部隊指揮官が応射を命じた。しかし魚雷艇の積載砲と駆逐艦の搭載砲では勝負にならな

い。 

艦隊司令官ヨッ・スダルソが三隻に後退を命じた。一斉に１８０度回頭を行ったが、そのときマチャントゥト

ゥルの操舵が不可能になった。一隻だけが艦列からはみ出して艦首を戻したのを見た駆逐艦はその艦に照

準を当てて撃った。マチャントゥトゥルは艦隊司令官ともどもアラフラ海の藻屑になったのである。駆逐艦は

逃げようとする二隻を更に砲撃し、一隻は砲弾を受けて航行不能になり、もう一隻は座礁して動けなくなっ

た。潜入作戦は完璧な失敗に終わったのだ。そのあと、作戦失敗を大統領に報告するに当たって陸海空軍

がいがみ合ったという裏話も記されている。 
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多分これがインドネシア海軍初の「海戦」

になるのだろう。海戦地点は東経１３５度０２

分、南緯４度４９分と報告されており、そこは

ポタワイの海岸から１５キロ真南に離れた地

点だ。英語ではこの戦闘が The Battle of 

Arafura Sea と呼ばれているが、インドネシア

でその海域はアル海と呼ばれているため、

インドネシアの戦史には Pertempuran Laut 

Aruアル海海戦と記されている。[ 続く ]

 

「インドネシア国軍草創紀（終）」（２０２３年０１月２７日） 

東西冷戦という環境下にあった米国はこの西イリアンをめぐるオランダとインドネシアの紛争が東側にメリ

ットをもたらすことを嫌い、早急に問題を鎮めるために調停を始めた。 

米国はオランダに意を含めて西イリアンをインドネシアに渡すよう説得し、また地政学面で深い関わりを

持っているオーストラリアにも了承させてスカルノに手柄を与えた。ニューヨークでオランダとインドネシア間

の協定が成立したのは１９６２年８月１５日のことだった。こうして、オランダがアジアに持っていた最後の海

外領土が失われてしまったのである。 

 

マンダラ作戦の中でロシア人将校や兵がインドネシア海軍艦艇の中にいたのではないかという疑惑をオ

ランダ側は抱いていたが、それが本当であったことをインドネシア側関係者が明らかにした。その時期にイ

ンドネシア海軍潜水艦隊を指揮していたプルノモ少将は、自分の部下の中にロシア人がいたとだいぶ後に

なって語っている。 
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ソ連製の軍艦や軍用機を購入すれば、その軍用機材を正しく操作するための指導が行われて当然だ。

新設されたインドネシア海軍潜水艦隊の乗員訓練がウラジオストクで行われたが、戦争開始になったため

に潜水艦隊はヌサンタラに戻らなければならない。ところが潜水艦隊を適切に活動させるための人数がまっ

たく不足しているのである。 

ソ連側はインドネシアに特別の援助を与えることにした。３６０人のソ連軍人がインドネシアの潜水艦隊に

加わったのだ。その事実が公にならないよう、かれらソ連兵はスラバヤのウジュン基地に設けられた隔離兵

営で起居していたそうだ。 

空軍でも似たようなことが行われたらしい。インドネシア空軍のマークを付けたソ連製の軍用機をソ連航

空兵が飛ばしていたケースも少なからずあったという話だ。冷戦時代にソ連は北朝鮮・北ベトナム・キュー

バ・南イエーメン・エチオピアなどの東側諸国に対して軍事顧問を送るだけで、戦闘員を送ることはしなかっ

た。ソ連はインドネシアを特別扱いしたようだ。インドネシアにはソ連が関わっている歴史遺産が少なくな

い。 

 

トリコラ作戦が終わってから５カ月後の１９６３年１月２０日、スカルノ大統領はドゥウィコラ作戦を発令し

た。イギリスによるマレーシア連邦結成方針を撤回させるためだ。この戦争は１９６６年８月１１日まで続き、

スカルノに代わって政権の座に着いたスハルトが戦争を終わらせた。 

スカルノは１９６５年９月３０日に起こったＧ３０Ｓ事件の波紋が続く中で失脚し、国軍を握ったスハルト少

将に対して国内の混乱を鎮めるための指揮権を与える１９６６年３月１１日付け大統領命令書（後に

Supersemar と呼ばれるようになる）が出され、それがスハルト将軍の国政を握る扉を開くことになった。この

スーパースマルは原本が残っておらず、スハルト政権存立基盤に関する種々の憶測を生む元凶になった。

もちろん、スハルトの一人芝居という見解が反スハルト派では有力な説になっている。 

スカルノ政権の末期は戦争に明け暮れて、国民の経済生活は悲惨な状況になっていた。政治体制の変

化を望む者は少なくなかったことだろう。そこに東側陣営寄りのインドネシアに方向転換させることを企図し
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た西側陣営の策謀が混じりこみ、共産党・国軍・宗教界などのさまざまな国内の要因がコマになってＧ３０Ｓ

のジグソーパズルを作り上げたような印象を受ける。 

結果的に、共和国に軍人大統領が誕生したことから、軍部は大統領の国内統治のために重要な政治ツ

ールとしての機能を果たすようになって行ったのである。[ 完 ]
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「帝国軍用機で始まったインドネシア空軍」 

日本が降伏を決めたとき、太平洋戦争が終わった。そのとき、長期に渡ってこの地域を支配統治してきた

異民族のパワーが短期間ではあったがインドネシアの地上から消滅した。インドネシアから追い払われたオ

ランダが戻ってくるのはまだ先だ。インドネシアを統治してきた日本は混乱の極にある。インドネシアをインド

ネシア人のものにするためのチャンスが扉を開いたのだ。 

日本軍政監部の言質に心理的に縛られていた民族指導者を独立の意欲に燃える青年幹部層が追い込

み、ジャカルタの日本海軍武官府が非公式に民族指導者をバックアップしたことで、独立宣言が発せられ

た。インドネシアの独立宣言にオーソライズを与えるはずだった日本軍政機構トップは、戦争開始以前の状

態に復帰させるためインドネシアの現状凍結と治安維持を連合国から命じられ、インドネシアの独立を阻ま

なければならない立場に立たされていたのである。 

日本の支援も庇護もなしに独立を宣言したインドネシア共和国は、これからかれらが直面しなければなら

ないオランダの復帰と再植民地化を阻むために、早急に軍隊を調えなければならなかった。その主力を担

ったのが、日本軍が編成し育成したペタ（Tentara Sukarela Pembela Tanah Air＝ky?do b?ei giy?gun）と呼ば

れるインドネシア人だけの軍隊組織だ。 

それとは別に、インドネシアの各地に設けられた飛行場に日本の軍用機がたくさん残されていたことが、

インドネシア共和国空軍の発足を促した。インドネシア人はさっそくその施設と航空機を接収したのである。

日本軍航空部隊の基地で補助役を務めていたインドネシア人たちと、ヨーロッパ式の飛行機操縦経験を持

つインドネシア人たちがインドネシア共和国空軍設立の礎石となった。空軍上層部には、ハリム・プルダナク

スマ少将のような、大戦中に連合国軍の一員として、対独対日航空戦に従事した者も混じっていた。 

接収は１９４５年９月にさっそく行なわれ、マランのブギス飛行場とタシッマラヤのチブルム飛行場は、きわ

めて良好に接収作業が進展した。ヨグヤカルタのマグウォ飛行場、ソロのパナサン飛行場、マディウンのマ

オスパティ飛行場などがそれに続き、それぞれの飛行場にあった日本軍用機を使えるようにすることが、次

の目標になった。 
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インドネシア共和国空軍史の記録では、１９４５年から１９４６年にかけて、発足したばかりのインドネシア

空軍はおよそ７０機の旧帝国軍用機をインドネシア空軍機として保有していたようだ。チューレン(Cureng)、

チューキュー(Cukiu)、グンテイ(Guntei)、ニシコレン(Nishikoren)、ハヤブサ(Hayabusha)、キー４８(Ki-48 Army 

type 99)、ドンリュー(Ki-49 Donryu Army Type 100)、Ａ６Ｍゼロ(A6M Zero)、キー６１(Ki-61)などがそこに含

まれていた。輸送機だったＬ２Ｄ３の名前も見られる。国軍スディルマン大将が１９４６年初にマランのブギス

飛行場を視察したときの写真が残されており、大将の姿の背景に大型爆撃機の巨体が写っていて、それが

キー４９百式重爆「呑龍」であったことは疑いもない。 

九三式中間練習機 (Cureng) 
 

キ 55 九九式高等練習機 (Cukiu) 

 
キ 51九九式軍偵 (Guntei) 

 
キ２７二式高等練習機 (Nishikoren) 

 
隼 キ-43 (Hayabusa) 

 
キ-48 九九式双発軽爆撃機 (ki-48) 

 
旧陸軍一〇〇式重爆撃機「呑龍」 (Donryu) 

 
Ａ６Ｍゼロ 零式艦上戦闘機 (A6M Zero) 
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零式輸送機二二型 
 

キ 61 三式戦闘機「飛燕」 

キー４８とは川崎 キ 48 九九式双発軽爆撃機のことであり、インドネシア空軍は発足当初から軽爆と重

爆を保有していたことになる。マディウンのマオスパティ飛行場の滑走路が長かったことから、日本軍はそこ

を爆撃機の基地にしていたようだ。その伝統を引き継いだために、インドネシア空軍最初の軽爆と重爆は一

度も戦果をあげることができずに灰燼に帰した。ヨグヤカルタのマグウォ飛行場に置かれていたなら、その

運命はまた違ったものになっていたにちがいない。 

蘭領東インドを日本軍進攻前の状態に戻すためにインドのイギリス軍を主体にする連合国軍が１９４５年

９月末から続々とインドネシアに進駐してきた。蘭領東インド統治政体だったＮＩＣＡ（Nederlandsch Indies 

Civil Administratie）も１０月後半にはジャカルタに復帰して、植民地統治体制を復活させる動きを開始した。

既に日本軍政のバックアップなしに独立を宣言していたインドネシア共和国国民がその動きを諾々と認める

はずがない。蘭領東インド植民地軍ＫＮＩＬ（het Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger）のインドネシア

国民に対するテロ行為が多発して、戦火を交えることが増加し、更にスラバヤに上陸したイギリス軍が市民

に武器提出を命じたことからスラバヤで戦闘が開始され、インドネシア対オランダ・イギリスという異常な関

係に発展して行った。蘭領東インド進駐軍の主体だったイギリス軍は、オランダに組してインドネシアと対立

することの愚を考慮して、早急に任務をオランダ側に引き継いでインドに帰還して行った。完全撤退は１９４

６年１１月２８日で、イギリス軍はその間に５百人を超える戦死者行方不明者を出している。 

インドネシア共和国を原住民武装叛乱と定義したＮＩＣＡは、力による武装叛乱鎮圧に動き出した。１９４７

年７月２１日に始まった第一次オランダ軍事攻勢がそれだ。ＮＩＣＡはそれを「警察行動」と公称して、あくまで

も国家間の戦争であることを認めない姿勢を示した。ＫＮＩＬの攻撃は、インドネシア空軍が各地の飛行場に

築き上げていた帝国軍用機による戦力を壊滅させることで開始された。Ｐ－４０キティホークとＰ－５１ムスタ
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ングが、タシッマラヤ・ヨグヤカルタ・マラン・マディウンの飛行場施設とそこに駐機されているインドネシア空

軍機を破壊するためにジャワ島上空を飛びまわり、爆弾と機銃弾の雨を降らしたのである。そのとき、霧に

包まれていたヨグヤのマグウォ飛行場だけが壊滅の危機を免れ、他のすべての基地と機体は破壊しつくさ

れた。これで航空機攻撃はありえないと確信したＫＮＩＬ軍は、地上部隊の進攻を開始したのである。 

ＫＮＩＬがオランダ王国植民地である蘭領東インドの叛乱民を鎮圧したという宣伝に対抗して、インドネシア

独立軍が壊滅していないことを世界にアピールするこ

とは重要な政治戦略となる。ハリム・プルダナクスマ

少将に報復攻撃作戦立案が命じられた。マグウォ飛

行場にある飛行可能な航空機と爆弾を使ってＫＮＩＬ

軍に一矢を報いるため、スマラン飛行場とアンバラワ

およびサラティガに爆弾攻撃を加えるという作戦を少

将は立案した。せっかく動けるようにしたあった爆撃機はマディウンで使い物にならなくなっている。マグウォ

飛行場にある航空機を使うしか方法はないのだ。一機だけ残っている戦闘機をその援護につけよう。こうし

て、スマラン飛行場攻撃はハヤブサに援護されたグンテイ一機が４０キロ爆弾数個と機銃弾を積んで出撃

し、アンバラワとサラティガはチューレン二機が５０キロ爆弾を抱えて出動することになり、１９４７年７月２９

日未明の午前５時を待ったのである。ところが、期待に反してトラブルが起こった。 

グンテイの援護に就くはずのハヤブサが使いものにならないのだ。回転するプロペラの間から機銃弾を

発射させるためのシンクロナイザーが機能しないのである。整備員が夜っぴてその修理に取り組んだが、成

功しなかった。グンテイを援護して敵に機銃弾を浴びせなければならない戦闘機が、自分のプロペラを打ち

抜いて墜落するのでは話にならない。 

ハリム少将はハヤブサの出撃取り止めを命じた。戦闘機の援護なしに爆撃機が単機で敵陣の真っ只中

に乗り込んでいくのが狂気の沙汰であることは、少将も熟知している。インドネシア空軍初の出撃行は岐路

に立たされた。するとグンテイのムリヨノ飛行士とドゥラフマン射撃手が、単機で出撃すると言い出したので

ある。 

P-51 ムスタング 
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こうして戦闘機ハヤブサ１機の出動に変更があっただけで、グンテイ１機とチューレン２機の出撃は予定

通り行なわれた。機体の胴にあった日の丸の下半分を白色で塗りつぶしたインドネシア国軍機が降って湧

いたかのように出現したことはＫＮＩＬ軍をおおいに驚かせ、スマラン飛行場襲撃は成功裏に終わった。Ｐ－

４０が一機、グンテイを撃墜せんものと滑走路を走り出したが、飛び立つ前に地上でクラッシュしてしまい、

グンテイは悠々とマグウォ飛行場に凱旋してきたのである。アンバラワとサラティガの爆撃任務も計画通り

果たされ、共和国空軍の被害はゼロという、圧倒的な戦果が報告された。 

スマラン飛行場攻撃で、撃墜される危険をもかえりみずに単機で爆撃行をはたしたグンテイとは、三菱キ

51九九式軍偵のことだ。三菱９９軍偵は急降下爆撃機としての基本スペックを持つ襲撃機で、偵察用途の

ものも作られたことから軍偵という名称が一般呼称になった。日本軍が去ったあとのマランのブギス飛行場

には７機の軍偵が残されていた。それを整備して飛行可能な状態にしたのは、インドネシア人整備士だ。整

備されてからはいろいろな用途に使われた末に、１９４７年７月２９日の爆撃作戦にその一機が参加したの

である。 

そのとき、飛ぶに飛べなかった戦闘機ハヤブサとは中島 キ 43 一式戦闘機 「隼」のことで、インドネシア

では Nakajima Ki-43-II Hayabusha と表記されている。Ａ６Ｍゼロ(A6M Zero)とは、三菱 A6M 零式艦上戦

闘機。キー６１とは川崎 キ 61 三式戦闘機「飛燕」。Ｌ２Ｄ３とは零式輸送機二二型のこと。それらの他にチ

ューレン、チューキュー、ニシコレン、などという、そんな名前のものが帝国軍用機の中に本当にあったのか

と思わせるようなものが列挙されている。その中のチューレンはきっとわかりやすいにちがいない。 

チューレンとは漢字で中連と書き、九三式中間練習機を略した名称で、飛行機操縦訓練用のものであり、

日本では訓練生の間で「赤とんぼ」と綽名されていた。「ん」が最後の音節に置かれるときの日本人の発音

は[-ng]であり、日本人が発音するチューレンという音をインドネシア人は cureng と表記した。当時使われて

いたオランダ式綴りでは tjureng となる。 

インドネシア人がヨグヤカルタのマグウォ飛行場を接収したとき、中連が５０機も残されていた。その時、

機体整備のできるインドネシア人はバンドンにしかおらず、バンドンから呼び寄せたふたりの整備技術者が
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全機を調べた結果、軽い損傷ながら飛行可能なものが三機だけ発見され、他はすべてスクラップ同然であ

ると判定された。 

１９４５年１０月２６日、その内の一機が飛行可能な状態に整備され、機体にあった日の丸マークは下半

分が白で塗りつぶされ、インドネシア共和国軍用機のマークに変えられた。インドネシア国軍が保有する最

初の軍用機が誕生した記念するべき瞬間だ。翌１０月２７日午前１０時、同機のテストフライトが実施され、

アグスティヌス・アディスチプトがルジトとふたりでおよそ３０分間上空を飛んだ。 

その後も、スクラップ同然だった中連の機体修理が進められて、１９４６年１月には２５機が飛行可能な状

態に修復され、インドネシア人パイロット養成が着々と進められていった。日ごとの訓練の途中に事故が起

こって貴重なパイロットと機体が失われることも体験した。そうして１９４７年７月２９日の空軍最初の爆撃作

戦の日に至ったのである。 

スカルノ大統領時代にデウィ夫人は現在の都内ガトッスブロト通り西側にある邸宅を自邸とした。ヤソー

宮殿と呼ばれたその邸宅は現在軍事博物館になっており、敷地内格納庫の屋根の下に複葉単発の小型機

が置かれている。それがインドネシア空軍最初の登録航空機であり、且つまた最初の戦闘に参加した記念

すべきチューレンなのである。 

ジャカルタの軍事博物館に展示されている日本の軍用機がもう一機ある。インドネシアでは Nishikoren と

呼ばれている中島キ２７二式高等練習機だ。このニシコレンはそのうちにインドネシア人の間で野牛を意味

するバンテンと呼ばれるようになった。日本軍が去ったあと、ニシコレンはタシッマラヤのチブルム飛行場と

マランのブギス飛行場で使用不能な状態のものが各一機発見された。マランのブギス飛行場にあったニシ

コレンとチューキューおよびチューレンが各一機、ソロのパナサン飛行場に鉄道で送られて修理が開始さ

れ、１９４５年９月には飛行可能な状態に修復された。ほぼ同じタイミングでタシッマラヤのニシコレンも改修

された。このようしてインドネシア空軍が保有する航空機はどんどん増えて行ったのである。 

もうひとつ、インドネシア空軍草創期の軍容に欠かせない帝国軍用機に、インドネシアでチューキュー

(Cukiu)と呼ばれているものがある。正式呼称は Ki-55, Cukiu となっているので、立川キ 55 九九式高等練

習機がそれだと思われる。チューキューという名称がどこから出てきたのか謎だが、想像をたくましくするな
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ら、その原型機として使われた九八式直接協同偵察機（キ 36）の俗称である直協（チョッキョー）にひょっとし

たら関わっているのかもしれない。 

ブギス飛行場にはチューキューが２５機あったことが記録されているが、チブルムについては記録がな

い。マランでは、２５機のうちの４機がインドネシア人整備士によって生き返らされ、さっそくテスト飛行が行な

われた。そのテスト飛行のためにスラバヤから呼び寄せられたパイロットと機体整備士はアリ、アッモ、アマ

ッというインドネシア名に改名した元日本兵だったそうだ。最初、アリとアッモは連合軍が軍務に就くのを禁

止しているという理由でテスト飛行を拒んだ。しかし「もうあなたがたは日本兵でなく、われわれと同じインド

ネシア人なのだ。」と説得されて、最終的に４機のチューキューを飛ばしたという話だ。それどころか、調子に

乗ってマラン市の上空をアクロバット飛行し、市民たちの喝采を受けたという話が人口に膾炙している。その

三人に関するその後の消息ははっきりしたものがなく、本隊を脱走して、そのインドネシア名でインドネシア

の土になったのか、あるいはそれを一時の便法としてまた本隊に復帰し、日本への復員船に乗ったのかど

うかはよくわからない。 

１９４６年２月、マランのブギス飛行場所属のチューキュー４機のうちの１機がヨグヤカルタのマグウォ飛

行場に移管され、ヨグヤでパイロット養成に使用されることになった。次いで３月には、もう１機が今度はソロ

のパナサン飛行場に移管された。チブルム飛行場でも、チューキューが１機修復されて使用されている。チ

ューキューはその後何機も修復されて使用されていたが、事故で数機が失われた。 

日本が残したインドネシア空軍草創期の航空機は、空軍パイロット養成、国軍上層部の移動の足、国民

へのビラまきや戦意高揚のためのパレードあるいは各地部隊への訪問や情報交換など、直接的な戦闘行

動に使われるのでなく、補助的な機能を果たすための使用が多かったようだ。そしてその後の空軍の戦闘

行動に使われることもなかったように思われる。 

１９４９年１２月２７日のデンハーグにおける円卓会議でオランダがインドネシアの独立を承認したとき、イ

ンドネシア国内にあるオランダ権益のすべてがインドネシアの手に渡された。そのとき、オランダ軍が持って

いたさまざまな軍用機もインドネシア空軍の手に渡り、それ以来、インドネシア空軍はもはや帝国軍用機に

頼る必要がなくなったのである。（２０１５年６月）
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１．序 

１９４５年７月の後半に開かれたポツダム会談の機会に、対日戦に全力を注いでいるアメリカは素通りし

た蘭領東インドの中心部を成すジャワ・スマトラの終戦処理をイギリスに譲った。元々の戦域分担は、アジア

大陸側をイギリスが屋台骨を担う連合軍東南アジア地域司令場が受け持ち、インドネシア・フィリピンなどの

島嶼部と海洋を含む広範な地域はアメリカが主体をなしている連合軍南西大平洋地域司令部が受け持っ

ていたため、蘭領東インドの終戦処理はアメリカが引き受けるはずのことがらだった。 

ところが、ニューギニア戦を持ちこたえた南西大平洋地域司令部は一転して日本への反攻に移り、マッカ

ーサー司令官の誓ったフィリピンへのリターンの実現を早めるためにジャワ・スマトラをはじめとする蘭領東

インド解放戦を行うことを避けた。この大戦争の早期終結を目指す妥当な方針がそれであったことは疑う余

地があるまい。 

ニューギニア島北岸沿いに日本軍を沈黙させたあと、連合軍は北マルクの北端にあるモロタイ島をいき

なり１９４４年９月に攻略してフィリピン奪還に王手をかけた。もちろんニューギニアの東側に連なっているソ
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ロモン諸島からカロリナ諸島・マリアナ諸島を奪取してそのまま日本列島へ北上していくルートの確保もそ

れに呼応して進められ、日本を最終標的とする戦線の北上という大きな流れが築かれて行ったのである。 

結局インドネシアを占領した日本軍はひっきりなしの空襲にさらされただけで、連合軍との地上戦は、マ

ルク地域とボルネオ島の数か所で起こったものを除けば、なかったも同然だったようだ。ボルネオ島では１９

４５年５～６月に、東カリマンタン州北部のタラカン島と南部のバリッパパンに連合軍南西大平洋地域司令

部の軍隊が上陸して激戦の末に占領したが、その作戦の中心を担ったのはオーストラリア軍であり、米軍

が日本への進撃にいかにかかりきりになっていたかを、その一事が物語っているかのようだ。 

戦争の流れがそのような形を取ったことで、終戦処理の分担に変化が起こった。元々アメリカの植民地だ

ったフィリピンは米軍が当然のように手を下したが、ジャワ・スマトラを除く蘭領東インド地域はオーストラリア

が管掌し、ジャワ・スマトラは東南アジア地域司令部つまりイギリスが受け持つよう、アメリカはイギリスに求

めた。オーストラリアに担当させるよりは、イギリスのほうが信頼感が高かったということなのだろうか？ 

この分け方は占領していた日本軍の地域分掌に則したものでもあった。ジャワ・スマトラはベトナム～シン

ガポールというヒエラルキーの下で日本陸軍が統治し、ジャワ・スマトラを除く蘭領東インド、現在東部インド

ネシアと呼ばれている地域は日本海軍が軍政を行っていたのだから。 

つまりジャワ・スマトラをアジア大陸側にくっつけて終戦処理を行うように、マッカーサーは最終的に考え

たということらしい。オランダ人にしてみれば、蘭領東インドをひとつの行政単位として終戦処理が行われ、

日本軍進攻前の統治体制に引き継がれるのが一番シンプルで手数もはぶけるわけだが、そんなことが言

える立場ではなかったということなのだろう。 

 

アメリカが独善的に行ったその方針に、連合軍東南アジア地域司令部を率いるマウントバッテン卿は眉を

しかめた。かれの担うべき責任は、面積１００万平方マイルに住む現地人４千８百万人に秩序ある安全な生

活と経済活動を取り戻させ、日本軍進攻前に行われていたその地域の行政に元々の統治者を復帰させ、

それまでの間現地の治安と秩序の維持に当たり、日本軍に捕らえられている戦争抑留者の解放と駐留して
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いた日本の軍兵を武装解除して本国に送還させることにあったのだが、突然アメリカがジャワ・スマトラを振

って来たために面積１５０万平方マイルに住む１億３千万人の現地人を背負わされるはめになった。かれが

解放するべき抑留者は１２万人に達し、送還しなければならない日本人兵員数は７５万人に上った。まして

や、もともとイギリス植民地だったビルマやマラヤの旧態への復活は急務であり、手持ち資源の優れた部分

はそこに注ぎ込みたいというお家の事情も抱えてのことだ。 

マウントバッテン卿の手持ち戦力はイギリス軍一個師団だけであり、それをマラヤとビルマの旧態回復の

ために使うのだから、非イギリス植民地の終戦処理に送り込む軍隊はイギリス領インド軍（英印軍）を使うし

かない。その結果、イギリス人が指揮するインド人兵士とグルカ兵が終戦処理のために蘭領東インドに進駐

して来た。ところが太平洋戦争が終わったあと、インドの民衆が独立の気運をあらわにしはじめたため、蘭

領東インドに進駐したインド人兵士たちの間にもインドネシアの独立に対する親しみと同情が濃さを増し、そ

の独立を白紙に戻させてオランダ植民地政府に一旦統治権を確立させ、独立案件はインドネシア人とオラ

ンダ植民地政府に協議させるという連合国側の方針を遂行させることに適切さを欠く心理的利害関係が生

じるようになる。インド人兵士を蘭領東インドに長居させておくと、ろくなことにつながらないおそれがある、と

いう感触をマウントバッテン卿は抱いたにちがいない。 

 

連合国から日本への戦争降伏要求は１９４５年７月２６日に発せられたが、日本が８月１４日にその要求

を受諾したことで、終戦処理遂行の堰が切って落とされた。だがマッカーサーは日本軍のヒエラルキーに従

って順繰りに終戦処理に着手する方針を立てたことから、まずベトナムが嚆矢となり、シンガポールがそれ

に続き、シンガポールの指揮下に置かれていたジャカルタとブキッティンギは更にそのあとにされた。 

とはいえ、たった一回の降伏要求でひと月も経たないうちに日本が降伏を表明したことは、たとえ駄目押

しの原爆投下があったとはいえ、連合軍首脳部にとっては予想外のことだったようだ。スカルノやハッタが意

外に早かったと感じたように、連合軍首脳も予想外のスピードで戦争が終結したという印象を抱いたらしい。 
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インドシナでの終戦処理の具体的な腹積もりは東南アジア地域司令部の中でフランス人とイギリス人の

間で前々から話し合われていたようだが、蘭領東インドについてはオランダ人関係者との協議がほとんど行

われておらず、マウントバッテン卿がオーストラリアからやってきた蘭領東インド統治代表者のファン・モーク

と話合いを持ったのは日本降伏のあとであり、８月２４日にやっと合意文書が調印された。ジャワとスマトラ

での抑留者解放と日本軍を武装解除して拘留する目的のために、連合軍東南アジア地域司令部が蘭領東

インドの行政統治機構と諸施設に対する指揮権を持つことに同意するというのがその合意の内容だ。 

だが、８月１７日にインドネシアから発信された独立の表明を東南アジア司令部はスリランカのカンディで

傍受しており、マウントバッテン卿はインドネシアの終戦処理にきな臭いにおいを既にかぎつけていた。 

かつての蘭領東インド統治者たちがもたらすインドネシアの最新情勢についての情報が、その後おいお

いイギリス人が報告して来るインドネシアの現地情報との間にずれを伴っていることに気付いたマウントバ

ッテン卿は、最低限の責務を果たして行政統治をオランダ人に握らせたら、イギリス人は早々にインドネシ

アから姿を消そうという考えを心中に包み込んだにちがいない。 

マウントバッテン卿はきな臭い蘭領東インドの終戦処理遂行のため、イギリス領インド軍で第１５軍司令

官を務め、ビルマ戦線で戦功をあげたフィリップ・クリスティソン中将に因果を含めてその責任者に起用し、Ａ

ＦＮＥＩ（蘭領東インド連合国軍）による蘭領東インド進駐を行わせた。 

「この蘭領東インド処理はきわめてトリッキーに思える。わたしは直接その責任をかぶりたくない。わたし

の代わりを君が務めてくれないか？君ならうまくやれるのがわかっているし、わたしはできるかぎり君のバッ

クアップをする。これまで成し遂げて来た成果が最後のジャンプで粉々になってしまうことを、わたしは望ま

ない。」 

 

１９４５年９月８日、アラン・グリーンハルグ少佐率いるジャカルタ視察将校チームがクマヨラン飛行場に落

下傘降下した。連合国軍がジャカルタの土を踏んだ皮切りだ。一行は軍政監部山口少将と会見し、ジャカル

タのあちこちに点在する抑留者キャンプを訪れ、スタン・シャフリルと会見し、シャフリル派の青年層たちと接
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触した。一行はハルモニ―に近い昭和ホテルに宿泊し、ジャカルタの状況をつぶさに視察したあと、ジャカ

ルタは十分に平穏である、との報告を司令部にあげた。 

かれらがスカルノとハッタの率いる新生インドネシア政府を無視してスタン・シャフリルに会ったのは、偶

然がもたらしたものだ。クマヨランに降り立った一行は、クマヨラン飛行場で周辺にいたインドネシア人青年

たちと言葉を交わしたが、たまたまそのとき、青年たちの中にスタン・シャフリルの配下メンバーがいたの

だ。連合軍がインドネシア民衆の代表者として相手にするべき人物は、デモクラシーと反日の信念で民族独

立の旗を振って来たスタン・シャフリルを置いて他にない、というリコメンデーションに従って、一行はスタン・

シャフリルに面会してその意見を聴取した。 

オランダ側が東南アジア地域司令部に示し続けたインドネシア情勢に関する見解によれば、「スカルノと

ハッタは対日協力者であり、独立宣言は日本の傀儡を生き遺すための謀略に過ぎず、蘭領東インド民衆の

意志を反映するものではない。ＮＩＣＡ（蘭領東インド文民政府）が統治の座に復帰すれば、民衆は匪賊のよ

うなスカルノとハッタを見捨てて、オランダ人の支配の下に戻って来るのが明白である」というもので、その

予備知識がかれらにスタン・シャフリルを受け入れる下地を用意したのかもしれない。スカルノとハッタは日

本軍政下に表に出て対日協力の姿勢を示しつつインドネシアの独立を模索し、シャフリルは地下運動の道

を通ってインドネシアの独立に心血を注いだ経緯が、連合国側の目にそのような評価をもたらしたことは間

違いないだろう。 

 

マウントバッテン卿は最初ＡＦＮＥＩの基本戦略について、ジャワとスマトラのいくつかの要衝を掌握するだ

けにし、蘭領東インドの全土を抑える必要はないとクリスティソン中将に指示した。中将はそれに従ってＡＦ

ＮＥＩはジャカルタ・スラバヤ・メダン・パダンのみに軍隊を進駐させて抑留者解放と日本軍の武装解除措置

および治安の維持を行うだけであり、蘭領東インドの国内問題には一切干渉しないと表明していた。 

その表明はオランダ人に失望を与えた。抑留者キャンプはＡＦＮＥＩ軍が進駐する町々から遠く離れた地方

部にいっぱいある。ＡＦＮＥＩ軍がその解放に出動しないのであれば、解放は日本軍とインドネシア人に行っ

てもらわなければならない。かれらによって虐待され、悲惨な目にあわされていた抑留者たちの解放を、そ
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の加害者たちがどれほど真剣に行うだろうか？そんな感情が抑留者キャンプの中にも、そしてＮＩＣＡ上層部

にも広がった。ＮＩＣＡのトップにしてみれば、イギリス人のその方針はインドネシア人を対等の交渉相手と認

めていることを意味するわけで、それは叛徒たちが勝手に打ち上げた独立インドネシアの事実上の承認に

なる。 

ＮＩＣＡのトップは日本軍進攻前に第７０代東インド総督の座についていたチャルダ・ファン・スタルケンボ

ルフ・スタショウェルだが、日本軍はかれを中国の占領地区に送って強制労働に就かせていたため、その不

在の間は副総督のユベルトゥス・ヤン・ファン・モークが統率していた。ファン・モークはオランダ人の父とジャ

ワ人の母の間にスマランで生まれ、青年期に入ってオランダに留学するまで、インドネシアの中で育った。

頭脳の優秀さがかれを植民地副総督の位にまで押し上げたわけだが、性質は頑なであり、力による他者の

征服がその信条だったようだ。蘭領東インドのことは自分が世界一よく知っている。原住民は力で制圧する

ことによって、オランダ人征服者になびいてくるのであり、原住民を対等の交渉相手にするような愚行はあり

えない、という見解がかれの頭脳の中にへばりついていたようだ。「インドネシアの中にいたが、最後までそ

の一部になれなかった男だ」とハッタは後にかれを評した。 

ＮＩＣＡのトップは蘭領東インドの回復を強硬手段で行う意向だったから、独立宣言をしたインドネシア人を

対等な交渉相手と認めて火中の栗を拾う愚を避け、抑留者キャンプ解放にかれらの力を使おうとするマウ

ントバッテン卿の方針には、ファン・モークも、またスタルケンボルフ・スタショウェルも強い不満を抱いた。 

ＡＦＮＥＩ軍が蘭領東インド内で必要とあれば軍事力を行使し、独立を掲げてオランダ植民地への逆戻りに

抵抗する反オランダ派ならず者反乱者に鉄槌を下すことをファン・モークは望み、かれ自身はＮＩＣＡが再び

統治の手綱を握ったあとで親オランダ派インドネシア人を起用して蘭領東インドをオランダ傀儡の連合国家

に徐々に変えて行こうという方針の実現に邁進した。このあたりは、イギリス人もオランダ人も、自分のお家

の事情を優先しようとする姿勢でインドネシアに臨んでいたことを如実に示すシーンのひとつだろう。 

スカルノはクリスティソン表明を聞いて、「進駐して来る連合国軍はインドネシアの内政に干渉することなく

平和裏に抑留者と日本兵の処理を行う意向であり、ジャカルタの民衆はかれらの来向を妨害したり抵抗し

てはならない。」との指令を出している。 
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ジャカルタは平穏であるとの報告に基づいて、シーフォードハイランダーズ第２９連隊が連合軍先遣部隊

として９月１５日にタンジュンプリオッ港に上陸した。重巡カンバーランドが護衛の任に就いた。 

１９世紀初めにトーマス・スタンフォード・ラッフルズがジャワ島の統治を行ったとき、かれの警護の任に当

たったのがシーフォードハイランダーズであり、これはマウントバッテン卿のイギリス人らしい洒落だったよう

だ。 

続いてＡＦＮＥＩ本隊が９月２２日にタンジュンプリオッにやってきた。ホーソン少将指揮下のイギリス領イン

ド軍第３師団に伴われて、クリスティソン司令官もジャカルタに入った。スラバヤのタンジュンぺラッ港にはマ

ンサーグ少将を指揮官とするイギリスインド軍第５師団、メダンのブラワン港にはチェンバース少将率いる第

２６師団が上陸する。それ以降は折に触れて、連合軍の兵員・武器・資材がどんどんとやってきて増強され

た。その中には、オーストラリアに逃れていたＮＩＣＡの上級下級職員から、蘭領東インド植民地軍残存部隊

までが混じっていた。 

 

そのありさまをインドネシア人の多くが誤解した。連合国軍の名前でイギリスインド軍が抑留者解放と日

本軍武装解除のために進駐して来るが、インドネシアの内政には関わらないと言いながらも、かれらはこそ

こそとＮＩＣＡの要人や軍隊がジャカルタへ戻って来る手助けをしている、という解釈がインドネシア人の間に

広まったのだ。それは明らかにインドネシアの独立崩しを画策してのものではないか。内政干渉はしないと

いうクリスティソン中将の表明とは裏腹なことが行われている。 

その見解は日本軍進攻前の体制にすべてを戻すという連合国の戦争方針からズレている。しかし、せっ

かく手に入れた民族と国家の独立を維持したいインドネシア人にとってはきわめて自然なものの見方だった

にちがいない。 

一日も早くＮＩＣＡが復活して蘭領東インド内の行政を掌握し、自分たちは進駐軍の任務を済ませてここか

ら早々に撤退したいと望んでいたイギリス人こそ、貧乏くじを引いたと言えるにちがいない。そして不幸な事
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件が重なることでＡＦＮＥＩ軍はＮＩＣＡ軍に引きずられてインドネシア民衆との戦争に深入りすることになって

しまう。 

 

２．ジャカルタ動乱 

ジャカルタに進駐して来たイギリスインド軍第３師団は、当初の計画に従ってジャカルタの中に防衛体制

を築いて兵員を配置し、治安統制を行った。ただし当初の構想通り、ジャカルタの外にまではその体制を広

げていない。進駐先４都市はすべてＡＦＮＥＩ軍の統治下に置かれた。 

ところが日本軍の制圧から逃れてオーストラリアに去った蘭領東インド植民地軍残存部隊（ＮＩＣＡ軍）がア

メリカの支給した装備をまとってジャカルタに戻って来ると、イギリスインド軍の制服を着て街中の警備に就

き、インドネシア人への挑発をはじめた。当時の民衆の中には、インドネシア独立の気概を表現するために

紅白旗を描いたブリキ製の徽章を身に着ける者が多かったが、ＮＩＣＡ軍兵士はそういうインドネシア人を街

中で見つけると暴力をふるい、発砲さえした。 

ジャカルタのパサルバルでは、店で買い物していたインドネシア人を路上に引きずり出し、その者が身に

着けていた徽章を呑み込ませるという事件が起こっている。似たような抑圧行為はＡＦＮＥＩ軍が進駐した諸

都市で同じように頻発した。 

掲げられている紅白旗を引きずりおろし、周辺にいる一般市民を銃撃し、過激派の捜索と称して集落を焼

き、オランダの赤十字機はＡＦＮＥＩ進駐都市の外にある抑留者キャンプに武器弾薬を投下して武装を促し

た。軍用ジープでパトロールしている兵士がインドネシア民間人に発砲する事件は数えきれなく起こった。 

そんな事態をインドネシアの民衆がいつまでもこらえているわけがない。ＡＦＮＥＩ軍は蘭領東インドの政治

に関与しないというクリスティソン司令官の言葉を文字通り信じるインドネシア人がいなくなるのも当然だ。 
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ＮＩＣＡ軍が始めたインドネシア人への挑発テロ行為に反抗してインドネシア人が進駐してきた兵員への報

復を行うと、ＡＦＮＥＩ軍兵士にも被害が出る。そうなればＡＦＮＥＩ軍も黙ってはいない。国内問題をインドネシ

アとＮＩＣＡの二者間問題にする腹積もりだったイギリス人も、結局巻き込まれてしまうことになった。 

 

１０月２日には、青年たちをメインにする武器を手にしたインドネシア人市民が随所で戦闘を開始した。ク

ラマッ、スネン、タナティンギ、カリバル、ブグル、クプなどで衝突が起こり、犠牲者が出た。ペタジャカルタ大

団の武器は日本軍に没収されていたため、市民が手にしたのは鉈・竹槍・旧式銃そして売春宿で盗んで来

たＡＦＮＥＩ軍の銃器などだった。それ以来、進駐軍の軍用車や兵員輸送トラックがジャカルタの町中を通る

と、物陰から銃弾が飛んで来るようになった。 

進駐軍は安全なエリアを設けることに努め、ＮＩＣＡ軍も支配地域の拡張に努めた結果、かれらはクバヨラ

ンやカリバタに基地を作り、インドネシア人民保安軍第１０大隊営舎、ブレンラン、ポロニア、グヌンサハリ、

ジャガモニェッなどを武力占領した。独立派市民はその報復行動を各所で行い、タナティンギ、スネン、クラ

マッ、スンティオン小路、ジャティヌガラ、ラワバンケ、チリンチン、クレンデル、カリバル、メンテン、ジャガモニ

ェッ、クバヨラン、カリバタ、チリリタン、ポンドッグデなどでは毎日、銃撃戦が絶えなかった。 

その結果、８千人を超える何の罪もないジャカルタ市民が、１９４５年９月から１２月までの間に、生命を失

った。１９４５年半ばのジャカルタ住民人口は駐留日本軍を含めて３百万人だったそうだから、８千人という

量的な重みはかなりのものだったと言えるだろう。 

 

ジャカルタがそんな内戦状態の最中に陥っている１０月１５日に、ユリウス・タヒヤ大尉が蘭領東インド植

民地軍の一部隊を率いてタンジュンプリオッに到着した。かれはアンボン人を両親として１９１６年にスラバ

ヤで生まれ、スラバヤで成長した。回想録にかれは、家の中の日常生活ではムラユ語が使われたが、地元

の遊び仲間たちとはジャワ語で会話し、学校ではオランダ語を使っていた、と書いている。 
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成長してからは蘭領東インド植民地軍に入り、アチェ戦争に従軍した。日本軍の進攻で蘭領東インドが降

伏したとき、かれは自分の部隊と共にオーストラリアに逃れた。戦争中は自分の部隊を率いてダーウィンか

ら出撃すると、日本軍占領下にあった南マルクのサウムラキに潜入してゲリラ戦を行い、赫赫たる戦果をあ

げた。そのおかげで叙勲され、大尉に昇進したのだ。 

かれの部隊はジャカルタに戻って来ると、即座にＮＩＣＡ軍に配備されて作戦行動に従事することになる。

その合間にかれは、日本軍の進攻によって蘭領東インド政府が降伏したときの混乱で音信不通になってし

まった叔父を探した。自分ひとりで軍用ジープを運転して叔父が住んでいた住所を探していたとき、かれの

耳元を銃弾がかすめた。自分が狙われたことは明白だ。かれはすぐに思い当った。ジャカルタに来て以来、

かれはほとんど地元インドネシア人と交流していなかったために、ジャカルタが深刻な内戦状態になってい

ることを実感していなかったのだ。 

軍服を着たＮＩＣＡ軍将校を地元民スナイパーが狙撃して来る。独立を宣言したインドネシア人は、戻って

来るオランダ人を排斥しようとして生命を賭けているのだ。かれはそのときはじめて、インドネシアがどうなっ

ているのかを実感したと回想録に記している。それ以来タヒヤ大尉は、自分がこれまで勤めて来た蘭領東イ

ンド植民地軍の軍人として生きていくのか、それとも新生インドネシア共和国のために自分の人生を捧げる

べきかの選択に悩むことになる。 

 

タヒヤ大尉はほどなく、東部インドネシア地域の終戦処理に当たっているオーストラリア軍の処理遂行を

監督する任務を与えられてジャカルタを去った。オーストラリア軍の司令官は、日本軍の武装解除を進めて

いる部下たちに今年のクリスマスを各自の自宅で祝わせてやりたいと考えており、タヒヤ大尉の意見を求め

た。 

武装解除して没収した日本軍の武器兵器弾薬の管理と、身柄を拘留した日本人軍兵の監視という任務

が残る限り、オーストラリア軍兵員の一部はどうしても自宅に戻ることができない。「じゃあ、それらが残らな

いようにすればいいじゃないか？」 
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司令官は新しい方針を出して部下に実行させた。没収した日本軍の武器兵器弾薬はすべて海中投棄す

ること。身柄を拘留した日本人は早急にオランダ軍に引き渡すこと。こうして東部インドネシア地域に進駐し

たオーストラリア軍は、クリスマスの前に帰国して行った。１９４６年４月、蘭領東インド植民地軍司令官の副

官を務めていたタヒヤ大尉は、ついに結論を出した。 

かれはそれまでの軍歴軍功と現在の誰しもが憧れる地位を一切投げ捨てて、ひとりのインドネシア人とし

て生きていくことを決意し、植民地軍から身を引いたのである。 

 

ジャカルタの中にあった抑留者キャンプはＮＩＣＡ軍が解放し、そして抑留者を武装させた。元々軍人や警

官だったかどうかなどの斟酌は何もない。ジャカルタのインドネシア人市民とオランダ人は戦闘状態に入っ

ているのであり、銃器とは無縁のオランダ人も丸腰では自分の身が危ない。独立派インドネシア人はオラン

ダ人と生命のやりとりをしているのだから、オランダがこの地で生き残るためにはかれらに対する攻撃を惜

しまないことだ。 

スカルノはそんな情勢について、次のように語った。 

「日本軍の抑留キャンプから解放されたオランダ人はすぐにジャカルタの中に混乱をまき散らした。かれら

が怪しいと感じたインドネシア人に銃口を向けて撃ちまくった。事態の正常化はもう不可能かと思われた。わ

たしはジャカルタに住むインドネシア共和国国民に対し、夜８時以降は大通りに出ないよう指令した。民衆は

すぐそれに従ったが、オランダ軍パトロールはわが物顔で住宅地の家屋の扉をたたき、略奪したり、家族の

ひとりを家から引きずり出すことを続けた。ひとりどころか、一家全員が引きずり出された例も多い。その住

宅地のだれかが反抗姿勢を示すと、住宅地に火がかけられた。 

状況は日に日に悪化していった。オランダ人とジャカルタ市民の衝突は頻繁さを増し、夜中に家の外に出

ている人間は女子供でも銃撃された。ＮＩＣＡ軍が墓地に向かう葬列に機関銃弾を浴びせかけたこともある。

正当な理由など何もなかった。自分たちの恐ろしさを目に物見せてやるためにしたことだった。オランダに刃

向かうとどうなるかを思い知らせてやろうという魂胆だ。 
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汽車に乗っていた老人に銃口を突き付けて持ち物を略奪したり、住居に火をかけてその消火に慌てふた

めいている住民にトミーガンの銃弾をまき散らした。 

オランダ人が組織的に行っているテロ行為のすべてを眼前にしているにもかかわらず、ジャカルタの法と

秩序の確立が自分たちの責任だと口先で言っているだけのイギリス人を、わたしは認めることができない。

連合軍司令部はインドネシアの安全を、日本軍の本国送還と抑留所にいるオランダ人の解放に当たってい

るイギリス軍にゆだねた。しかし抑留所は一地域に集中しているのでなく、ジャワ島内陸部の辺地に散らば

っているのであり、イギリス軍が行った安全の保証など一度もその実例に触れたことがない。 

イギリスがオランダ軍の上陸を保護し、オランダ軍のテロ行動を放置したというのに、インドネシアとの戦

闘を停止させるための仲介さえ行わなかった。かれらはインドネシアからできるかぎり早急に引き上げたい

と思っており、オランダ軍のインドネシア人に対する大量殺戮などは意にも留めず、まったく関知しない風を

装った。 

結果的に、われわれは三つの敵に対峙しなければならなかった。ＮＩＣＡ軍、日本軍、そしてオーストラリ

ア・パキスタン・インド・グルカに補強されたイギリス軍だ。ジャワ・スマトラ・バリの大きな町で、激しい戦闘が

燃え上がった。防衛し、反攻するために、インドネシアの民衆は総力をあげて戦わなければならないことが

明らかになったのだ。」 

 

１９４５年９月９日朝、ヨハネス・ディルク・デ・フレーテスは目を覚ました。そしてその朝が前代未聞の驚愕

の夜明であることを知った。ジャカルタの四方八方いたるところで、塀や壁や立木にビラが貼られていること

を知ったのだ。ビラに記されているのは、「MAKLUMAT PERANG kepada Indo-Belanda, Ambon, Menado」と

いう文章だった。オランダとの混血者・アンボン人・マナド人はインドネシア独立を粉砕するために戻って来

るオランダ人に協力する、いわば対オランダ協力者であり、かれらの存在をインドネシア共和国から排除し

なければならない。いま、かれらに対する宣戦布告の時が来たのだ、というのがビラの呼びかけだ。 



西祥郎著 インドネシア国軍 

47 R4 

共和国の敵を殺せ。その家を鉄条網で囲え。井戸や飲用水パイプには毒を投げ込め。商人たちはかれら

に絶対何の品物も売ってはならない。・・・ 

共和国政府の方針なら、そんな形で国民に指令を出す必要がない。つまりそれは公的なものでなく、一

部勢力が私的な見解を市民に示して扇動を行っていることを意味している。パンチャシラの理念と裏腹な、

プライモーディアルな精神による分裂敵対の意欲が永遠とも言える執拗さでこの地にまとわりついている。 

 

ヨハネス・ディルク・デ・フレーテスは１９１２年にアンボンに生れ、ジャカルタの法科大学を卒業し、マルク

州知事秘書官として行政畑を歩み始めた英才だ。マルクにおけるＡＰＩ（インドネシア青年隊）発足に関わり、

マルクのＡＰＩはその後ＧＰＩＭ（マルクインドネシア青年運動）と名を変えた。パティムラ大隊の誕生にもかれ

は関与した。その後外務省に入り、大使を務めたこともある。 

その宣戦布告の扇動によってアンボン人はジャカルタ市民に敵視され、襲撃事件や衝突事件が何度も起

こった。そんな抗争状況を更に煽るために、「タラカンを占領したオランダ軍の一部をなすマルク人部隊がジ

ャカルタに進軍して来る」というニュースが人口に膾炙して、ジャカルタ市民の敵意は一層燃え上がった。オ

ランダの新聞までもが、その分裂抗争を政治的に利用しようとして虚報を流し、混乱は極に達した。オランダ

語新聞の第一面に「スカルノはオランダ混血者・マルク人・マナド人に宣戦を布告した」というタイトルが躍っ

た。 

 

マルクは地域名称であり、アンボンはその首都の名称だ。種族名称としてはマルク人と呼ぶほうが適切

なのだが、同一の意味でアンボン人と呼ぶ習慣が昔から続いてきたため、ひとはそのふたつの呼称のいず

れかを同じ意味で使っている。ここでふたつの用語が交錯していることをご容赦願いたい。 

ＡＰＩは襲撃対象とされたマルク人の保護に努めた。アンボン人であるＡＰＩ役員の自宅にも武器を持った

市民がスウィ―ピングをかけ、スネン地区にあるその家が襲撃されて妻とふたりの子供およびふたりの妹が
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縛りあげられた。まさに処刑が行われようとしていたとき、アンボン人青年たちがその家に駆けつけて、５人

の生命は救われた。 

あるとき、クラワンとブカシからＡＰＩマルク本部に数百人が襲撃をかけようとして向かっているとの情報が

入ったため、デ・フレーテスは衝突を避けて話合いで処理しようと主張し、ブカシからパサルスネンに入って

来る鉄道線路沿いに襲撃隊を迎えに行った。 

大人と青年およそ２百人が鉈や剣を手にし、４人の指揮者は拳銃を持っている。デ・フレーテスはかれら

に話合いを求め、アンボン人側の実情を語り聞かせた。実情を知らないまま扇動に踊らされていたことを悟

った襲撃隊は、そのまま来た道を引き返して行った。 

 

宣戦布告ビラはあたかもバリサンプロポルが行った印象を与えているものの、ＮＩＣＡ諜報部門が行ったも

のというのが最終結論になっている。植民地体制の中で植民地政府に協力的だったオランダ混血者・マル

ク人・マナド人がインドネシア共和国にすり寄って行くのを妨げようとして分裂抗争を煽るための作戦だった

とのことだ。この謀略戦は一応の成果をあげたように見える。ジャカルタでマルク人が襲撃対象になってい

ることがマルクに伝わると、同郷の仲間を守り、救援するために、部隊を編成してジャカルタへ送り込むよう

地元政府に求める若者が大勢名乗りをあげたのである。 

マルクは元々、ヨーロッパ人が求めたスパイスの原産地だ。最初にアジアに向かったヨーロッパ人である

ポルトガル人がマルクに到着してスパイスの独占を始め、その後を追ってやってきたオランダ人がポルトガ

ル人を追い出してマルク一円の領有を行った。産物の国際通商独占のためにオランダ人は激しい搾取と厳

しい統治を行い、地元マルク人の叛乱を誘った。叛乱が繰り返されるに及んで、「マルク地方には男がいな

いほうがよい」という現地統括者の提案が実行されることになる。若い男たちは奴隷としてジャワ島に送ら

れ、女ばかりが残された。 

そんな時代を乗り越えたあと、オランダ人はマルクで植民地支配を強化するための教育を行い、成人す

れば船乗りや兵士あるいは植民地体制の下支えをさせる仕事に就かせた。そのようにしてマルク人はオラ
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ンダ人の植民地体制の中に下級カースト者の立場で包み込まれてしまい、ある種の仲間感覚が意識の中

に浸透してしまったのである。マルク人が親オランダであるというのはそういう何世紀にもわたる政治的文化

的方針によって培われたものであり、好き嫌いといった情緒的なものを使ってかれらが選択した結果なので

はない。 

結局、独立インドネシア共和国に対するマルク人の姿勢はふたつに割れた。親共和国派と親オランダ派

のふたつだ。マルク人イコール親オランダというレッテル思考しかできないジャワの独立擁護派は、すべて

のマルク人を敵視した。デ・フレーテスはかれらの目からレッテルをはぎ取り、ありのままの姿をその目で見

ることをかれらに教えたということだ。レッテル思考者あるいはラベル思考者はひとりひとりの人間が持って

いる個性や考え方の差の存在を無視し、全体主義者的にあらゆることがらを単純なディコトミーで覆ってし

まう。 

 

ジャワ・スマトラの四都市に進駐したＡＦＮＥＩ軍は、インドネシア民衆の反抗によっていずこもが内戦状態

と化し、日本軍が内陸部に設けた抑留所の解放にインドネシア人の協力をあおぐなどという計画は及びも

つかない状況に陥ってしまう。日本が敗戦したとき、ジャワ島にある抑留所にはオランダ人１０万５千人、イ

ギリス人２千５百人、デンマーク人・アメリカ人・ドイツ人などが１千５百人いた。ジャカルタを除けば、大きい

抑留所はバンドン、アンバラワ、マランなどにあり、ＡＦＮＥＩ軍は自力でそられの抑留所を解放するためにジ

ャカルタからバンドンへ、スラバヤからマランへ、スマランからアンバラワへ、という個別の進出作戦を立てる

ことになった。 

最初、抑留者解放の任務を軽く片付けようと考えていたマウントバッテン卿も、事態の推移がこのように

なってしまった以上、ＡＦＮＥＩ軍が内陸部に進出することに同意せざるをえなくなった。かれが嗅いだきな臭

いにおいは現実のものと化したのである。 
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３．バンドン火の海 

ジャカルタ進駐ＡＦＮＥＩ軍はまずジャカルタ内部を混乱させている反ＮＩＣＡ反進駐軍市民の一掃から着手

し、各地のカンプンで包囲作戦を展開してかれらが過激派と呼ぶ武装一般市民７４３人を逮捕した。 

ジャカルタの治安を回復したＡＦＮＥＩ軍は、いよいよジャカルタ～ボゴール～バンドンの交通線確保を開

始し、バンドンを手中に収める動きをはじめた。この作戦の目的は、ＡＦＮＥＩ掌握地域の拡大と、西ジャワ山

地のあちこちに設けられた抑留所を解放することのふたつだ。言うまでもなくＮＩＣＡ軍がＡＦＮＥＩの中に混じ

っており、ＡＦＮＥＩが共和国勢力を駆逐したあとＮＩＣＡが行政統治を復活させ、ＮＩＣＡ軍がＡＦＮＥＩの防衛と

治安の任務を分担する。 

 

バンドンでは９月２７日朝、ジュアンダ技師が率いる鉄道局職員によって鉄道総館が奪取され、独立派青

年層は郵便電信局本部を占拠した。１０月９日には、キアラチョンドンにある兵器廠が共和国派武装集団に

奪われた。オランダ王国植民地軍の本営がバンドンに置かれていたことから、バンドンにその兵器廠が作ら

れて植民地軍の需要を満たしていたのだ。日本軍がそれに成り代わってその兵器廠を使っていたのは言う

までもない。共和国側が兵器廠を手に入れたニュースは、ジャカルタの進駐軍から落ち着きを奪ったよう

だ。 

バンドンにおける共和国派青年層の戦闘行動は１０月１０日に始まった。この日青年たちは個々のグル

ープがレンコンブサール通りにあるインドネシア青年隊本部に集まって会議を開いていた。そのとき若者が

ひとり、単身で日本軍憲兵隊本部を襲撃した。それが引き金となり、日本軍は装甲車を先頭に市内へ出動

し、青年たちが奪取した要所の奪還を開始した。武器を持って街中にいる市民たちから武器を没収する。反

発した青年層との戦闘がダゴ通り一面に広がった。青年層はトゥガルガ地区にある日本軍施設への報復行

動に移っていく。 

１０月１２日、マクドナルド准将指揮下のイギリスインド軍第２３旅団が鉄道でバンドンに到着した。しかし

ここでもイギリス人は治安と秩序の確立を実現させていない。抑留所解放が優先され、ＮＩＣＡ軍は解放され
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た抑留者を武装させてバンドン市内に放った。一方マクドナルド准将は兵員不足を理由にバンドン市内の治

安と秩序の回復にあまり深入りせず、日本軍にその任務を請負わせたから、街中の危険と混乱は一層深ま

った。 

マクドナルド准将は武装一般市民に武器の提出を命じ、武器を持つのは警察と共和国があらたに編成し

た人民保安軍だけにするよう要求したが、不公平な姿勢に反発する市民に対してあまり効果はなかったよう

だ。 

１１月２３日にはインド人ムスリム兵士１９人が隊から脱走し、トラック２台を土産に共和国人民保安軍に

加わった。第２３旅団司令部は脱走兵をすぐに本隊に戻らせるよう人民保安軍に要求して最後通牒を突き

付けたが、人民保安軍はその返答として翌２４日夜、夜襲を決行した。 

夜中、バンドン全市が停電になった。インドネシア人のサボタージュだ。続いて兵力を集中させた人民保

安軍が北バンドンに設けられた敵の防衛基地と臨時司令部に使われているホテルプリアンゲルおよびサヴ

ォイホマンに砲火を放った。たまたまこの日洪水が発生したためイギリス軍装甲車が動きを封じられ、共和

国人民保安軍は勝利の美酒に酔うことができた。 

その事件から数日後、マクドナルド准将は西ジャワ州知事に対し、警察と軍人を含むすべてのインドネシ

ア人を退去させて北バンドン地区を明け渡すよう要求した。 

インドネシア人の間で、その要求に対する態度をどう決めるのかという議論が続けられた。 

市中で総力戦を行えば、共和国側の勝ち目はない。共和国側にとっては広い原野密林を背景にしたゲリ

ラ戦にすがるしかないことを、戦力の中心になっている人民保安軍指揮官らは判りすぎるほど判っている。 

 

最終的にすべてのインドネシア人市民はバンドンを放棄してそれぞれが他の町へ避難して行った。それ

が行われたのは１９４６年３月２３日のことであり、バンドンの町を焦土にして去るという悲愴な決意がその日

実行に移されたのである。およそ百万人のバンドン市民が荷物を持ってバンドンの町から徒歩で出ていく。

そのアリのような行列が延々と何キロも続いた。 
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市民の退去を指揮した人民保安軍は、バンドンの町をＮＩＣＡ軍が利用できないようにするため、これまで

住んでいた家屋を灰にせよと指示した。こうしてバンドンの町の至る所に火炎が噴き上げ、黒煙が天に昇っ

た。進駐軍はそれを目にして慌てた。出動してその放火行為をやめさせようとし、人民保安軍との間で激戦

が展開された。 

南バンドン地区のダユコロッ村に設けられたＮＩＣＡ軍本部にも人民保安軍が襲撃の矛先を向け、激戦が

展開されている最中にムハンマッ・トハとラムダンのふたりの武装市民が弾薬庫にダイナマイトを持って潜

入し、弾薬庫をわが身と共に大爆発させた事件が語り伝えられている。 

そのとき、ガルッのパムンプッ山頂にいた新聞記者が燃えているバンドンの光景をはるかに遠望し、タシ

ッマラヤに戻って記事にした。かれの記事は１９４６年３月２６日のスワラムルデカ紙に掲載されたが、記事

のタイトル「Bandoeng Djadi Laoetan Api」は編集の都合で「Bandoeng Laoetan Api」と短縮され、その文句が

この事件の公称として定着した。歌曲「ハロハロバンドン」はこのバンドン火の海事件を歌ったものだ。 

 

４．スマラン事件 

スマランでは１０月１３日にスマラン事件が起こった。日本軍に武器を要求したインドネシア人市民が日本

人に対する武力テロ行動を起こしたことから、それに関わった市民に対する日本軍の粛清行動が行われ、

インドネシア人と日本人の双方に多数の死者を出した。 

最初１０月４日にマグランのジャワ島中部防衛軍司令部を、日本軍の武器を要求する人民保安部隊や好

戦的市民団体に担ぎあげられたインドネシア共和国中部ジャワ州知事が交渉のために訪れた。司令官は

スマラン防衛部隊を指揮する城戸少佐と相談して銃５百丁を提供することに同意し、引き渡しはスマランで

行われることになった。 

１３日の昼、引き渡しが行われたとき、ＡＭＲＩ（インドネシア共和国青年隊）代表者たちが、「５百丁では足

りない。武器庫にあるものを全部渡せ。」と要求をエスカレートさせた。城戸少佐は「菊のご紋章が入ってい

る武器は天皇陛下からの預かりものでしかなく、それは大日本帝国軍兵の誉れを守るために使われるもの
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であり、自分が好き勝手に他人に渡せるものではない。どうしても奪いたければ、われわれを殺すしかな

い。」という意味の言葉を返答した。 

その場はそれで収まったが、夕方になってマグランから報告が来た。中部防衛軍司令部は司令官以下全

員が武装解除されたという。更に諜報員から、ＡＭＲＩ指導者がスマランの日本人全員に対するスウィ―ピン

グを行うことを命じたという情報が入り、２２時半に届いたスマラン港地区に集まっていた日本兵が武装市民

と交戦したという知らせのあと、夜半を過ぎてから、スマラン郊外のチュピリン製糖工場の日本人従業員百

人以上がブル監獄に拉致された上で殺されたというニュースが届いた。 

 

午前３時半、城戸少佐は部下を呼集し、大日本帝国の栄光を示すために出撃すると檄を飛ばした。 

連合国戦犯抑留者救援の任務を負ってスマランにいたイギリス空軍中佐ウイリアム・タルはその朝の状

況を書き残している。 

ジャティガレの営舎で朝礼のあと、城戸少佐の部下たちは整然とスマラン市内に入って散開した。市民を

闇雲に捕らえるようなことはせず、武器を持っていたり、直近に武器を使ったと見られる者はその場で処刑

した。大勢のインドネシア人を載せたトラックが何台も町を出て行った。そのインドネシア人たちはひとりも戻

って来なかった。 

 

中部ジャワ州知事は自宅を襲われて逮捕され、そのままブル監獄に連行された。数時間前に行われた

大量の日本人処刑で流された血がまだ床を覆っている中で、知事は自分の一生がこれで終わったと思っ

た。ところが、緊急報告が城戸少佐に届いたため、知事は生きながらえることができた。アンバラワに３百人

ほどの日本人が捕らえられているという情報だ。知事の身柄は捕虜交換に使われることになった。 

１０月２０日付けムルデカ紙は、「日本軍の粛清行動は１０月１９日夕刻まで続けられ、およそ２千人のス

マラン市民がそのために生命を奪われた。その闘争の中で５百人前後の日本人も同じ運命をたどった。」と

報じた。ＡＦＮＥＩ諜報部の出した報告によれば、日本軍降伏後の半年間にインドネシアで死亡した日本軍兵



アンバラワの激戦 

54 

 

員は６２７人で、そのうちの１８７人がスマラン事件におけるもの、そしてスマラン事件の余波で８６人の海軍

兵員が被害者になっている。その８６人は既に武装解除を終え、スマランからジャカルタの抑留所に鉄道で

向かっていたひとびとで、そこで日本へ送還されるために復員船の順番を待つことになっていた。 

列車がチカンペッに近いプガデンバルに着いたとき、どこのだれとも知れない多数の群衆が８６人全員を

列車からひきずりおろし、暴行虐待を加えたあげく、一人残らず殺害した。城戸部隊の粛清行動に対する報

復行為だったとされている。 

 

その新聞がジャカルタに届くと、イギリスインド軍第４９旅団司令官べセル准将が一軍を伴ってスマランに

急行し、破壊され静寂に包まれた街に入った。 

准将は中部ジャワ州知事に会い、インドネシア共和国はイギリス軍の必要物資を供給し、イギリス軍は治

安の維持に努める、という合意を交わした。そこにイギリス軍はインドネシア共和国の主権を尊重するという

約束を付け加えて。 

すぐにグルカ兵が街中の警備に就いている城戸部隊兵員を捕らえて、ジャティガレの日本軍営舎に送り

込んだ。 

スマラン市内の警備体制を固めてから、イギリス軍は内陸部のアンバラワとマグランに向けて進軍を開

始した。婦女子をメインにおよそ１万人が収容されているそれらの抑留所は１０月２６日に解放された。 

 

スマラン事件は日本軍指揮官の持っていたひとつの精神性をあからさまに描き出したが、それとはまった

く正反対の姿勢をバニュマス守備隊指揮官は示している。その指揮官はペタバニュマス大団のスディルマ

ン大団長の要請を容れて、兵器庫をインドネシア人ペタ兵士に開放したのだ。 
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ＡＦＮＥＩ軍が進駐して来るまでの日本軍対インドネシア人という構図が、ＡＦＮＥＩ軍の進駐に伴ってジャカ

ルタをはじめ各地で起こった混乱の地獄図によって大きな変化を起こした結果、大日本帝国軍人の中に心

情を揺さぶられたひとびとが少なくなかったことを示す一例がそれだったのかもしれない。 

 

 

５．アンバラワの激戦 

スカルノは１９４５年１０月５日に共和国公式軍の編成を命じた。名称は人民保安軍であり、人民の保安を

責務とする軍隊というのがスカルノの意図だった。その人民保安軍にさまざまな前歴を持つひとびとが集ま

って来た。あまりにも日本の色合いを濃くにじませたペタは共和国内部からの反感にまとわりつかれるがた

めに解散させざるをえない。だから新たな共和国軍を作ってペタをその中に吸収していく解決案がスカルノ

とハッタのこの問題に対する政治的配慮だったにちがいない。 

 

その時期、正規の軍隊教育を受けた者は日本軍が作ったペタと蘭領東インド植民地軍の軍人になってい

たインドネシア人がメインを占めた。人数の上からは圧倒的にペタ経験者が多く、人民保安軍上層部が集ま

って総司令官の選抜を投票で行った結果、ペタバニュマス大団のスディルマン大団長が選ばれた。昔、す

べての金種の紙幣に顔を出していたスディルマン将軍がかれだ。 

パラガンアンバラワ(Palagan Ambarawa)とインドネシア人が呼ぶアンバラワ戦でかれは、べセル准将がＡ

ＦＮＥＩ統治下に置こうとしたマグランとアンバラワからイギリスインド軍第４９旅団部隊を潰走させ、インドネ

シア共和国軍の意気を天下に知ろ示した。その勝利の裏に、日本軍バニュマス守備隊指揮官から得た武

器弾薬の支えがあったことは疑う余地がないだろう。 

 

ＡＦＮＥＩ軍が動きを起こす場合、常にＮＩＣＡ軍がそこに付随していたようだ。それは言うまでもなくかれらに

相互利益をもたらすものなのであり、また連合国軍という名前通りの中身になっていたわけで、何らおかし



アンバラワの激戦 

56 

 

なことではない。しかしインドネシア人の目には、オランダ人の反独立行動を支援するイギリス人という形が

あからさまになっており、狡猾で欺瞞に満ちたイギリス人に対する憎しみは日を追って強まっていった。 

アンバラワとマグランの抑留所解放に進出して来たＡＦＮＥＩ軍は、解放した抑留者を武装させて暴れるよ

うに仕向けた。さらに日本軍の武装解除のついでに共和国人民保安軍の武装まで解除し始めたから、共和

国人民保安軍上層部はたちまち態度を硬化させた。こうして共和国人民保安軍とＡＦＮＥＩ軍との間での小規

模な発砲や交戦が頻度を増すようになる。 

 

アンバラワからヨグヤカルタまでは百キロも離れておらず、ましてやマグランからだとわずか４０キロの距

離だ。ＮＩＣＡ軍がアンバラワ要塞を固め、あるいはマグランを占拠するようなことにでもなれば、人民保安軍

総司令部が置かれているヨグヤカルタにとって大きな脅威となるのは目に見えており、共和国側はそのこと

で神経質になっていた。 

１１月２３日には大規模な戦闘が発生し、そのあとも小競り合いが続いた。ＡＦＮＥＩ軍は拘留した日本軍を

また武装させて人民保安軍に敵対させ、戦車をつけて人民保安軍の陣地を攻撃させるようなことまでしたら

しい。 

２９歳のスディルマン大佐はバニュマスから指揮をとっていたが、自分の片腕だった優秀な部下を失った

ことから、自ら戦場に出馬して来た。１２月１１日にはこのアンバラワ戦に参加している全指揮官を集めて作

戦会議を行い、１２日午前４時半に総攻撃が開始された。そのときのスディルマンの作戦は「えびのはさみ」

と名付けられたもので、敵軍を両側面から激しくはさみこんでいく攻撃方法がとられた。両側面の最先端部

は敵を包み込むように後方を遮断して、戦場にいる敵軍部隊が完全に包囲されたような形を示すが、実は

針の孔ほどの逃げ道を残しておき、失望した敵がやっと見つけた逃げ道から我さきに逃げるように仕向ける

という人間心理の奥義を極めたような戦術が使われた。絶望させて死に者ぐるいの反撃を受ければ自軍の

損害が増える。アンバラワ戦は敵を殲滅させるのが目的でなく、ＡＦＮＥＩ軍をスマランに遁走させるのが目的

だったのであり、スディルマン大佐はその戦略を巧みに実行したのである。
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６．スラバヤの戦闘 

独立宣言から５日経った１９４５年８月２２日、スラバヤの街中に５万本の紅白旗が翻った。現状凍結を命

じられた日本軍の目の前でのことだ。だがその日以降、独立インドネシア共和国成立のユーフォリアの中で

スラバヤの市内は比較的平穏に時間が流れていったようだ。 

もうすぐ２５歳になろうとしていたスラバヤ生まれのストモは、ジャカルタでアンタラ通信社の記者をしてい

た。ＡＦＮＥＩ進駐軍がジャカルタに上陸し、イギリス人が表明していることとは裏腹の動きをＮＩＣＡ軍が示して

いてもそれは放置され、インドネシア人がそれに武力で抵抗しようとすると、共和国トップのスカルノとハッタ

が外交優先を唱えて国民に自重を呼びかけるというありさまに、かれは嫌気がさしていた。 

共和国指導者たちはあまりにも軟弱ではないか？ジャカルタのあちこちに翻っていた紅白旗は引きずり

おろされてオランダ国旗に変えられていても、指導者たちは青年層に武力衝突を避けるように言うばかり

だ。せっかく独立共和国が誕生したというのに、国民は旧宗主国の横暴なふるまいに身を竦めて沈黙して

いるしかないのか？ 

 

ところがスラバヤで胸のすくような事件が起こった。ＡＦＮＥＩ軍進駐の情報が流れるとともに、オランダ人

抑留者たちが日本軍に解放を要求した。日本軍進攻前のあの良き時代にまた戻ることができるとの期待に

胸弾ませて、かれらは街に戻った。小奇麗でゆとりのある家に住み、原住民サーバントにかしずかれて贅沢

三昧の日々を愉しみ、低賃金で雇えるありあまる労働力で農園を経営し、オフィスビルで事業を営む・・・・。 

ところが街に戻ると、自分の住んでいた家は別の人間が住み着き、街中は独立インドネシアの国旗が波

打っている。 

「なあに、こんなものはオランダ行政府が復活して昔ながらの統治に戻せば、すぐにしぼんでしまうに決ま

っている。一時のはしかのようなものだ。」 
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解放された抑留者の一部は、スラバヤ市内中心部トゥンジュガン地区にあるヤマトホテル（旧名ホテルオ

ラニエ、現在のホテルマジャパヒッ）に投宿して最上階のポールに９月１８日夜２１時、オランダ国旗を掲揚

し、オランダの存在を誇示した。 

翌１９日朝、ここは独立インドネシア共和国領土だと市民や青年層が考えているスラバヤの真っただ中に

翻るオランダ国旗を目にした民衆が続々とヤマトホテルに集り、怒りの叫び声をあげた。事件を知ったスラ

バヤレシデン区のスディルマン副長官が側近ふたりを従えてヤマトホテルに乗り込み、オランダ人グループ

のリーダーであるプルフマンを相手に談判におよんだ。スディルマン副長官は大日本ジャワ軍政監部スラバ

ヤ州の日本人長官を補佐していた人物で、インドネシア共和国が発足したときも、そのままスラバヤレシデ

ン区の責任者としての職務を継続するよう命じられている。人民保安軍総司令官スディルマン将軍とは別の

人物だ。 

スディルマン副長官はプルフマンにオランダ国旗を即座におろすよう要求したが、プルフマンはそれを拒

否し、インドネシア共和国の存在すら否定した。議論は白熱化する。そしてプルフマンが拳銃を抜いたため

に副長官の側近との格闘となり、プルフマンは喉を締め上げられて死亡した。そのときの格闘で拳銃が発

射されたために、ホテルの警備に当たっていたＮＩＣＡ軍兵士が駆けつけ、プルフマンを殺害した側近を射殺

した。 

副長官ともうひとりの側近はホテルの外へ逃れる。副長官が群衆に事態を説明すると、青年たちがホテ

ルの壁伝いに建物最上階まで上がってポールに翻っている赤白青のオランダ国旗を下ろし、一番下の青色

の布を引き裂いて赤白だけを残してから、それを再び掲揚ポールの最上部まで引き上げたのである。 

それが１９４５年９月１９日に起こったヤマトホテル国旗事件だ。オランダ国旗を引き裂いてでも独立共和

国を維持するというスラバヤ市民の意志を共和国の内外に明瞭に示したその事件は、共和国支持派国民

を一体化させる「Merdeka atau mati!」の呼号へと結晶していった。 
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その日を境にして、スラバヤに不穏な空気が立ち込めはじめる。ジャカルタと同じような事態に突入する

までに、それほどの時間はかからなかった。ＡＦＮＥＩ軍が９月２２日にジャカルタに上陸してから１０月のはじ

めにはっきりした内戦の形へと移行した事実をスラバヤ市民が知らないはずがないのだから。 

しかしスラバヤの共和国側にはジャカルタと異なる強力な戦備が用意されていた。ペタスラバヤ大団を中

心とするスラバヤの民衆は生命を賭して日本軍の武器を奪うようなことをする必要などなかったのだ。スラ

バヤ駐留第二南遣艦隊司令長官柴田中将は「インドネシア人が自らの国を興していくのがあるべき姿だ」と

いう歴史観に沿って、海軍兵器庫の中身をスラバヤのひとびとに開放したのである。中将は１０月３日、スラ

バヤ港を確保するために来航したオランダ海軍に降伏したが、それ以前にスラバヤの共和国側には戦車や

各種大砲、機関銃などの兵器が大量の歩兵銃やピストルとともに引き渡されていた。第二次大戦終結後に

経験した最大の戦いだったとイギリス軍に言わしめたほどの大規模な戦闘が、１９４５年１０月末から１１月

後半まで、スラバヤで繰り広げられたのである。 

 

ヤマトホテル国旗事件がストモに生まれ故郷に戻る気持ちを煽ったことは想像に難くない。かれはスラバ

ヤ最大の青年民間組織「インドネシア人民青年隊」に所属していたが、この組織の姿勢が軟弱であるという

理由で退団し、新たに「インドネシア人民叛乱隊」を作った。ストモの反抗姿勢を敵視した人民青年隊が、ス

トモは青年層、ひいてはインドネシア民衆の分裂を煽っているとしてかれの生命を始末しようと画策した話

が残されている。 

ストモは１０月１２日にジャカルタを去ってスラバヤへ戻り、そして自宅にラジオスタジオを設けると、１０月

１６日から放送を開始した。かれはその放送を「叛乱ラジオ局」と名付けた。初期の放送にあたっては、国営

ラジオ局ＲＲＩスラバヤ支局の発信機器を借用している。ＲＲＩはその際に当然ながら、「叛乱ラジオ局」の許

認可を尋ねた。ストモはアミール・シャリフディン情報大臣に許可を得ていると語ったが、後にアミールは「ス

トモにそんな許可を与えてはいない」と否定したそうだ。 

叛乱ラジオが放送するのはストモの愛国スピーチであり、インドネシア共和国の独立を護持するために、

独立を崩壊させようと画策しているＮＩＣＡとそれに協力するイギリスに対して臆することなく闘おう、とスラバ
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ヤの市民に呼び掛けた。かれは天性のデマゴ－グだったらしく、心地よい言い回しと心を揺さぶる抑揚表現

に、聴衆の人気は高まった。そしてかれの愛称としてブントモという名前が定着した。 

ジャカルタの共和国政府は叛乱ラジオ局の活動が好戦的扇動的であるために否定的姿勢を採ってい

た。かれが共和国政府上層部からならず者視されていたのは疑いあるまい。だがジャカルタの中央政府に

ブントモの活動を制限する手だてはひとつもなかった。 

 

ブントモの演説は常に、アラーフアクバルで始まり、アラーフアクバルで終わる形式を採ったが、それはイ

ンドネシア共和国独立に対して明確な姿勢を決めていないサントリ層に意識付けを進めるための作戦だっ

たらしい。 

そして１０月２２日、ナフダトゥルウラマ最高指導者ハシム・アシアリ師が、「独立インドネシア共和国とイス

ラム教に危険をもたらすオランダとその手先に対する戦いはジハードである」とのファトワを出した。ジハード

を行うとき、もし生命を落としても天国の扉は保証されている。その信念が共和国独立擁護の戦闘に参加す

るムスリム国民に大きなエネルギーを与えたことは間違いないだろう。 

ハシム・アシアリ師のファトワは、スカルノ大統領がイスラム宗教界に出した「祖国を守ることについて、イ

スラム法はどう定めているのか？」という問いに対する回答だった。 

 

ＡＦＮＥＩ進駐軍がスラバヤに到着する前日の１０月２４日、ブントモは次のような内容のスピーチを放送し

ている。 

「われわれ過激派と民衆はもう甘い言葉を信じない。独立共和国をかれらが認めないかぎり、われわれ

はかれらの動きを何一つ信用しない。われわれは発砲する。われらの進む道を邪魔する者は誰であれ、血

を流させずにはおかない。われわれに完全独立を与えないのなら、われわれは帝国主義者のビルや工場

を手りゅう弾やダイナマイトで爆破するのだ・・・ 
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植民地支配者に卑しめられてきた、裸で飢えた数千の民衆がこの革命を遂行するのだ。かつて植民地支

配者に蹂躙されたわれわれ過激派、革命精神に満ちて叛乱するわれわれはインドネシアの民衆と共にあ

る。植民地支配下に戻されるよりは、この国土を血の洪水が埋め、大海の底に沈むのを見るほうがはるか

にマシだ。神はわれわれを守ってくれる。ムルデカ！アラーフアクバル！アラーフアクバル！アラーフアクバ

ル！」 

 

１０月２５日、マラビー准将指揮下のイギリスインド軍第２３師団所属第４９歩兵旅団６千人が抑留者解放

と日本軍武装解除および市内の治安秩序維持を目的に、軽装備でスラバヤに到着した。 

１０月２６日、スルヨ共和国東ジャワ知事と会談したマラビー准将は、共和国人民保安軍や武装市民の武

装解除はしない、と約束した。その約束はマウントバッテン卿のもっとも初期の構想に則したものであった

が、その後の変転で方針を変えたジャカルタのＡＦＮＥＩ軍司令官クリスティソン中将の意向に沿うものでなか

ったようだ。 

１０月２７から２９日までの三日間、秩序と治安を維持するために軽装備で市内の警備にあたっていた進

駐軍に対してスラバヤの武装市民と共和国人民保安軍が攻撃をしかけ、随所で市街戦が発生し、進駐軍

側に大きな被害が出た。市内は武装インドネシア人が跳梁する戦場と化し、進駐軍側は各所で釘付けにさ

れた。 

その発端はまず、ジャカルタから飛来したイギリス空軍機がスラバヤ市内にビラをまき散らしたあとで起こ

った。 

「すべてのインドネシア人は武器を４８時間以内に進駐軍に提出せよ。スラバヤの秩序と治安の維持を行

うのは進駐軍であり、進駐軍以外の者の武装は容認されない。進駐軍は武器を持つ者に対して発砲す

る。」 

その内容に、スラバヤの民衆は激怒した。ＮＩＣＡのインドネシア復帰を擁護するイギリス人の謀略と感じ

たスラバヤ市民は、２７日夕刻から進駐軍に対して武力行動を開始する。進駐軍は鉄道局・電信電話局・病
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院などを掌握してその警備に就き、また共和国人民保安軍が捕らえていたＮＩＣＡ諜報員を解放した上、武

装しているインドネシア人を軍人市民の別なく武装解除しはじめたため、武力衝突は避けようもなく起こっ

た。散発的な交戦はついに共和国側の進駐軍に対する計画的武力攻撃へと発展した。日本軍から得た戦

車１２両や大砲を使用し、また進駐軍側施設への電気と水道の供給を止めたため、共和国側の圧倒的優

位の中で戦闘が継続した。そのため合計で２百人の進駐軍兵士が死亡している。 

 

１０月３０日、進駐軍と共和国人民保安軍および武装市民間の戦闘が随所で起こっている市内に、マラビ

ー准将が市内各所に駐屯している部隊指揮官への重要連絡事項伝達に出た。これは非作戦行動であるた

め、一行は武装しておらず、手りゅう弾だけを持っていた。 

巡回中に、市内ジュンバタンメラ地区のインテルナシオ銀行にインドネシア人武装集団が向かっていると

の情報を得たので、一行もそちらへと向かう。 

ところが現場に近づいたとき、銀行の警備に就いていたＮＩＣＡ軍兵と武装集団との銃撃戦が既に始まっ

ており、乗用車に乗った一行は武装集団に包囲された。 

その混乱した事態の中で、准将が包囲者のひとりと短い会話をしたあと、まだ十代と思われるその者が

いきなり准将に発砲した、と同乗していたスミス大尉は証言している。大尉はその銃撃者めがけて手りゅう

弾を投げた。そのときに乗用車の後部座席で爆発が起こった。准将はその場で死亡し、数日後に黒焦げの

遺体が回収された。准将に随行していた数人のイギリス人将校はカリマス川に飛び込んで難を逃れた。准

将の死因は銃撃でなく爆発で死亡したという説もあり、最終的に死因が確定されないまま、今日に至ってい

る。 

 

スラバヤで武力衝突が始まり、軽装備の進駐軍に続々と被害が出たばかりか、司令官までが死亡したこ

とから、ＡＦＮＥＩ軍はスカルノに事態収拾の支援を要請した。スカルノは回想録にこう記している。 
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早朝午前２時、わたしの執務室の前の椅子で寝ていた運転手トゥキミンは電話の音で跳ね起きた。電話

はスラバヤからのものだった。かれはドアを静かにノックした。 

「ヤー、何だ？」わたしはまだ眠りのさめやらない状態で怒鳴った。 

「パッ、イギリス司令官の副官からの電話です。緊急事態だと言ってます。わたしはバパが就寝中だと言

ったのですが、司令官が起こせとしつこく言っているそうです。」 

電話に出ると、話しは３０分間も続いた。スラバヤで武力衝突が発生していることがわたしの脳裏を満た

した。わたしはトゥキミンにも妻のファッマワティにもそのことは一言も言わず、夜明け後にイギリス軍用機で

スラバヤへ飛ぶことをみんなに告げた。わたしは早急にスラバヤへ飛んで、まだ救えるものを救うことに全

力を注がなければならない。 

イギリス軍は戦略的要衝の建物をすべて抑え、市内全域に部隊を配置していた。スラバヤの街中は戦場

と化していた。至る所に死体が転がっている。身体を穴だらけにされた死体と、頭のない死体がごちゃ混ぜ

になり、積み重なって転がっている。街中には死が充満していた。 

インドネシアの民衆は銃撃し、刃物で切り裂き、残虐な殺し方をしていた。戦闘に加わった者が手にした

武器は、あらゆるものが入り混じっていた。若者は竹槍を持ち、親たちが祈りと共にかれらを戦闘に送り出

していた。 

わたしはハッタと一緒に、２時間以上イギリス軍上層部と会見した。かれらはわれわれに適切な姿勢で応

対したが、余分な愛想はなかった。かれらがわれわれにスラバヤ行きを求めたのは、戦闘を止めることに万

策尽きたからだ。かれらは結局、スカルノならできるかもしれない、と考えたのだろう。イギリス軍は停戦を提

案した。 

わたしはイギリス軍が用意したジープで一昼夜かけてスラバヤ市内を巡回し、「戦闘をやめろ！イギリス

軍は停戦した。全員はその場で動かず、発砲を停止せよ。わたしがそれを命じる。ただちに戦闘を停止せ

よ！」と疲労を忘れて叫び続けた。 
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市内の至る所でパニックが起こったが、わたしの姿を見、わたしの声を聴いた民衆は即座にわたしの命

令に従った。実弾を込めた銃やイギリス兵に突き立てようとして握りしめていたクリスを手にしたまま、自分

のいる場所で立ち上がり、動きを止めた。１１月３日に一切の戦闘がやっと停止した。 

スラバヤでの戦闘を止めるためにジャカルタからスラバヤへ飛んだのは、スカルノとハッタ、そしてアミー

ル・シャリフディンの三人だった。三人が戦闘停止を呼びかけながら市内を巡回しているとき、武装市民グ

ループのひとつを率いているスマルソノが道路の中央に立ち、やってくるスカルノの一行を止めた。スマルソ

ノが問いかける。 

「ブン、われわれはもうすぐイギリス軍を打ち負かす。どうしてこの戦いを停めようとするのか？」 

スカルノは一行の中にいるアミール・シャリフディンを呼んでスマルソノの扱いをまかせた。スマルソノはア

ミール・シャリフディンが統率しているインドネシア民衆運動（グリンド）の幹部のひとりだ。思いがけなく登場

した自分が心服する指導者に諭されて、スマルソノは停戦に応じた。 

「これはジャカルタのみんなが同意していることだ。われわれは戦争に勝たねばならない。戦闘に勝つこ

とが目的ではないのだ。」アミール・シャリフディンはそうスマルソノを諭した。スマルソノは一行をラジオ局Ｒ

ＲＩに案内してスカルノの停戦スピーチを放送するのに協力した。 

 

だが、その後の展開からスカルノは、自分が利用されただけだったことを覚る。かれは後に「あの狡猾な

イギリス人をいったいどうやって好きになれと言うのか？」と語っている。 

マラビー准将の死はＡＦＮＥＩ軍司令部の態度を硬化させた。司令部は急遽イギリスインド軍第５師団所属

の第９および第１２３旅団兵員２万３千人を完全装備でスラバヤへ送り込み、シャーマン戦車２４台、軍用機

２４機、巡洋艦２隻、駆逐艦３隻を投入して、マンサーグ少将に指揮をゆだねた。 
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戦闘態勢を完備させた上で、イギリス軍はスラバヤの武装インドネシア人に最後通牒を発した。１９４５年

１１月９日１８時までに投降し、すべての武器を提出せよ。またマラビー准将殺害者も引き渡せ。この要求に

従わなければ、当方は１１月１０日６時をもって総攻撃を開始する。 

 

スカルノの回想は続く。 

マラビー准将は部下から嫌われていた。だから、かれの死の原因を作ったのがどちらの側だったのか、

結局は解明されていない。だがイギリス人はスラバヤを完全制圧するために、その事件を利用した。スラバ

ヤの民衆に対して無条件降伏を要求したのだ。 

停戦の呼びかけに従順に従ったわが民衆に対して、その場で武器を置き、百メートル離れた場所に集合

し、それから両手を頭に置いて投降せよと命じた。なんという侮辱だろうか。それによって、かつてインドネシ

アで起こったもっとも凄まじい戦闘が誘発されたのである。 

イギリス空軍機の爆弾と艦砲射撃がスラバヤ住民の頭上に降り注ぎ、イギリス軍兵は後から後からスラ

バヤ港に上陸して来た。 

だが強硬派に鼓吹されたスラバヤ市民は重装備のイギリス軍に跪こうとしなかった。完全装備の３万人

に達する軍隊に、あらゆるものが不足しているインドネシア共和国人民保安軍２万人と武装市民１０万人が

抵抗戦を挑んだのである。 

 

ブントモは１１月９日の放送で、スラバヤ市民を燃え立たせた。 

「われわれが心底から独立を望んでいる人間であることを、かれらの目に示すのだ。そして、みなさん、わ

れわれ自身にとっても、独立をやめるよりは粉砕して果てるほうがよいのは判り切っている。われわれの旗

印は変わらない。Merdeka atau mati!われわれは確信している。最後の勝利は必ずわれわれの手中にある

ことを。なぜならアッラーは常に正しい者の側にあるのだから。信じるのだ、兄弟たちよ。神はわれわれ全員

を守ってくれる。アラーフアクバル！アラーフアクバル！アラーフアクバル！」 
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１１月１０日朝６時、艦砲射撃と軍用機の爆撃に支援されたＡＦＮＥＩ軍という名のイギリスインド軍歩兵部

隊がスラバヤ市内の制圧を開始した。ひとつひとつの建物を一部屋残さずクリヤーした上、制圧エリアを固

めていく。人民保安軍と武装市民は激しい抵抗を随所で繰り広げたものの、正規軍の攻撃をいつまでも持

ちこたえる力はない。こうして三日後にはスラバヤ市内の半分がイギリス軍に制圧された。 

攻撃部隊の真っただ中にいたイギリス軍連隊指揮官ドールトン中佐は「スラバヤのインドネシア人は死を

まったく顧みなかった」と回想録に記した。 

「ひとりが倒れると、次の者が進み出て来た。こっちのブレン機銃がうなり続け、バリケードに死体が山を

なしても、あとからあとからインドネシア人は進み出て来た。」 

１９４８年にロンドンで出版されたデイビッド・ウエール著「インドネシアの誕生」にも、当時の状況を彷彿と

させてくれる文章が見つかる。 

「スラバヤ市街中心部では激しい戦闘が繰り広げられた。道路は一筋一筋を制圧し、カンプンでは各家

の扉ごとに戦闘が起こった。いたるところで人間、馬、犬の死体が地表を埋め、側溝を塞いだ。遮蔽物に使

われた家具や破片があちこちに散らばっている。雨あられとまき散らされる銃撃の音が、崩壊し焼け落ちて

残骸になったオフィスビルの中にこだました。 

スラバヤ民衆の抵抗は二段階で行われた。まず、クリスや竹槍で武装しただけの狂信者たちが、燃え上

がる戦意に煽られてシャーマン戦車に立ち向かい、犠牲になった。次いで、日本軍の戦術指南書を参考に

したと思われる組織的な攻撃が起こり、効果をあげた。」 

 

共和国側はスラバヤ市南部地区に押し出され、陣地を構築し、新鋭兵器を構えて抵抗戦に移行する。ジ

ャカルタの共和国政府もその状況を指をくわえて見ていたわけでは決してない。 

スカルノはロンドンに向けて英語のスピーチを流し、国連に抗議文を提出し、アメリカのトルーマン大統領

に向かってイギリス軍の非戦闘員に対する無差別攻撃を非難する電報を送った。イギリス軍はアメリカの作
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った軍事兵器と機材を使用しているのだと言って。だが、インドネシア共和国を救うための手はどこからも差

し伸べられなかった。 

しかし、第二次大戦が終了したにもかかわらず、東南アジアで旧植民地民衆との戦闘が激化し、オランダ

が統御するべき蘭領東インドでイギリス人の血が流されている不合理をイギリス本国の国民がよしとするは

ずがなかった。イギリス政府はきわめて苦しい立場に立たされることになる。 

第二次大戦の戦勝国になったとはいえ、国家資産の四分の一が消滅したイギリスは、国民の福祉的生

活を回復させるためにアメリカの経済援助に頼らざるを得なくなっていた。フランスもオランダも情勢は似た

ようなものだ。それぞれの国家指導者たちが描く復興計画の中に、東南アジアに持っている植民地が重要

なひとこまとして置かれてあったのは当然すぎるほどのことだったろう。 

ナチスドイツに占領されて手足をもがれていたフランスとオランダに協力して、東南アジアに燃え上がりつ

つある独立の機運を抑え込むことは、西ヨーロッパのジオポリティクス主導者の立場にあるイギリスにとっ

て、避けることのできない役割だったにちがいない。 

そんな背景を抱える本国政府が東南アジアを日本軍進攻前の状態に戻すことを必須事項としている一方

で、現場の息吹を身近に感じているマウントバッテン卿は、東南アジア、中でもインドネシアの民衆を覆って

しまった民族独立への意欲はもう押しとどめることの不可能なレベルに達してしまっていると感じていた。 

中でも、かれにとっての最大の困難は、インドネシアの民衆の動きを抑え込むための兵力の大半が、同じ

アジア人で植民地体制下にあるインド人から成っていることだった。最初はインド人とグルカ兵が動員され、

それは追々パキスタン人へと移って行った。 

ジャワ島に投入された戦闘部隊３０大隊のうち２６大隊はインド人だ。自分たちに武器を向けて襲って来

るとはいえ、インドネシア人が生命を賭して植民地体制の復活を拒否している姿は、イギリスインド軍兵士

の間に徐々に同情心を培うようになっていった。 
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そのうちにスラバヤの叛乱ラジオ局の放送に女性の声で流暢な英語のアナウンスが混じるようになる。ス

ラバヤで何が起こっているのか、独立を宣言したインドネシア人が旧植民地支配者とその協力者のために

今、どのような苦難の中に投げ込まれているのか。そのような状況下に、スラバヤの民衆は独立を維持す

るための闘いを続けている。英語を理解する世界中のひとにその現状を知ってもらうための放送が、毎晩、

夜中に二度オンエアーされた。 

イギリス軍の中にも、その女性アナウンサーのファンができ、毎晩かの女の声を心待ちするようになる。フ

ァンたちの間でそのアナウンサーに「スラバヤ・スー」という愛称が捧げられた。 

インドの本国でも、独立の機運が湧き起ってくる。イギリスインド総督からマウントバッテン卿への信書に

は、ＡＦＮＥＩ軍がイギリスインド軍をジャワ島へ動員すればするほど、インド国内の政情にリスクが高まって

行く、と記されていた。そして１１月には著名な民族指導者のひとり、ジャワハルラル・ネールがシンガポー

ルを訪れて、連合軍東南アジア地域司令部に要求を突き付けた。 

「すべてのインド人兵士をジャワ島から早急に帰還させよ。」 

一方、オランダのインドネシア植民地支配を維持させることが西ヨーロッパの復興に打撃を与えないため

の最善の方策であると信じるイギリス政府は、マウントバッテン卿に対し、オランダの同意なくインドネシア

共和国についての承認を決してだれにも与えてはならないと命じていた。 

歴史の流れの先を読み取ることができても、それを自分の合理的な行動に反映させることのできた指導

者は数少ない。ありとあらゆる利害が錯綜して自分の置かれている立場に影響を及ぼしてくる人間世界で、

先が読める人間ほど苦しみの中のあがきを強いられるようになっていくにちがいない。マウントバッテン卿も

そんな悲劇のひとりだったのかもしれない。 

 

共和国側はスラバヤ市南部地区に兵力を集めてタンジュンペラッ港を背にしたイギリス軍と対峙し、数層

もの防衛線を築いた。最初は三流以下のパルチザン部隊でしかないと侮ってかかってきたマンサーグ少将
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指揮下のイギリスインド軍第５師団も、はじめは兵器の扱いが素人同然だった共和国側が短期間のうちに

力をつけてきたのに手を焼くことになる。 

市内の半分は数日間後に制圧されたものの、南に向けての進軍はあまりはかどらない。１１月１８日にス

コリロとランケで共和国側はイギリス軍を襲撃した後、兵器を南方のウォノクロモ～グダガンの線まで引き上

げて陣地を固めた。 

２２日にはイギリス軍の砲撃が強化された。タンバッサリで鉄道線路沿いを守備していた共和国側にイギ

リス歩兵部隊が攻撃をかけ、持ちこたえられなくなった共和国側はグブンへ、更にウォノクロモからグヌンサ

リへと後退していく。 

２５日夜半から２６日未明にかけて、共和国側はシンパン地区まで進んで来たイギリス軍に夜襲をかけた

が、イギリス軍は打撃をカバーして持ちこたえ、反対に２６日にはカリマス西のドゥククパンからダルモに至

る地区を掃討して守りを固めた。その日、ディポヌゴロ通りと鉄道線路が交差する地区に進出してきたイギリ

ス戦車一両を共和国側は擱座させたものの、共和国側の高射砲も破壊されてしまった。 

クンバンクニン地区に敷いた共和国側防衛陣地は十分に強固なものだったが、パサルクンバン方面から

進入して来たイギリス軍戦車隊の熾烈な砲撃にもちこたえることができず、ダルモの司令部は放棄せざるを

得なくなった。 

カリマス東でも、イギリス軍は戦車を先頭にして歩兵部隊が進出してきた。ウォノクロモ動物園南側に布

陣していた人民保安軍が応戦し、銃撃戦はウォノクロモ全域に拡大する。 

カリマスの両岸で優位に立ったイギリス軍の戦車隊は、反転してクプトランの共和国軍に襲い掛かった。

混乱するクプトラン地区の共和国側は一旦潰走するがスパンジャン地区に集結して態勢を整えなおす。 

一方、後退しはじめた共和国側を追ってイギリス軍はワル方面とグヌンサリ方面に歩を進める。共和国側

はウォノクロモ橋を爆破して敵の進路を遮断しようと計画していたにもかかわらず、爆薬設置者が橋の破壊

方法を知らず、橋の中央に穴をあけてダイナマイトを置いただけで、イギリス軍が接近して来たためにその

ダイナマイトを爆発させた。案の定、ウォノクロモ橋はびくともしなかった。 
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２６日のウォノクロモ～ダルモ地区での戦闘では、イギリス軍がエリアの制圧を果たしたとはいえ、翌２７

日の掃討戦を経てその地区はやっと完全にイギリス軍の手中に落ちた。 

２８日に入ると、イギリス軍はウォノクロモ地区から南方と西方に向けて進撃を開始する。 

ウォノクロモが陥落したあと、共和国側に残された唯一の戦闘司令部はグヌンサリだけになった。日本軍

占領期には、スラバヤにおける最大の日本軍駐屯基地が置かれていたところであり、スラバヤ市内各地か

ら後退して来た共和国側諸部隊がそこに集結していた。 

その日１０時にグヌンサリ丘陵からイギリス軍戦車隊が接近して来た。機関銃と迫撃砲での応戦も敵の

進撃を食い止めることができず、共和国側兵員はカランピランとクルドゥス方面へ遁走する。 

グヌンサリでの抵抗がほとんどなくなると、イギリス軍戦車隊はスパンジャンに向かう。 

スパンジャンに集結していた共和国側は大砲の砲門を開いて応戦し、イギリス軍戦車隊をウォノクロモへ

後退させた。そのお返しに、イギリス軍は夕方から夜にかけて、迫撃砲弾をスパンジャンに散開している共

和国側に雨あられと降らしてきた。 

 

グヌンサリの共和国側戦闘司令部が壊滅したことで、イギリス軍と共和国側との戦闘はほぼ終了した。２

９日以降も散発的な戦闘はあちこちで起こったものの、もはや軍事力を用いた対決と呼べるようなものでは

なくなっていた。この戦闘で敗れた共和国側はこれ以上戦いを続ける能力を失ってしまい、スラバヤ市内か

ら撤退してモジョクルトのムラテンに司令部を移した。 

イギリス軍はスラバヤの外にまで制圧地区を広げたり占領しようという姿勢をまったく示さず、共和国側

の戦闘行動が鎮まったのが明瞭になった時点で軍兵は制圧地区から引き上げて行った。 

このスラバヤで起こった共和国側とＡＦＮＥＩ進駐軍との長期に渡る戦闘で死亡したインドネシア人はおよ

そ１万人で、イギリス軍側は５百人超だったとクリスティソン中将は上官に充てた私信の中に記している。し
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かしインドネシア側の見解では、イギリス軍死者はおよそ５百人とそれに同意しているものの、共和国側の

死者は１万５千人だったとしている。またスラバヤ市民２０万人が戦闘を避けて疎開したと言われている。 

スラバヤの戦闘は、東ジャワの民衆が独自に行ったことだったとはいえ、インドネシア人がはじめて一国

家の国民として、軍人と市民が総力をあげて行った戦争だったと言えるだろう。日本軍から手に入れた現代

戦を闘うための新鋭兵器を、その取扱い訓練すら受けていないひとびとが、ましてや軍事訓練すら不十分

な新米軍隊が、たとえ植民地軍とはいえ連戦練磨のイギリス正規軍を相手にして一応の対戦を行ったので

ある。かれらが三流以下のパルチザンでなかったことは十二分に立証された。 

 

１０月末に起こった武力衝突ではスラバヤの武装市民と人民保安軍が立役者になったが、１１月１０日か

ら始まったイギリス軍の総攻撃に立ち向かった戦闘員は、スラバヤのひとびとだけでなく、スラバヤに集まっ

て来た各地の人民保安軍や民兵の合同部隊だった。だからそれは、もはやスラバヤ市民の戦闘ではなくな

っていたと言えるにちがいない。共和国側として戦闘に加わったスラバヤ外の人民保安軍はモジョクルト、

ジョンバン、シドアルジョ、マランなどで、また別に海上人民保安軍、ヨグヤカルタ軍事指導者アカデミー、特

別警察隊なども戦闘に参加し、さらには青年市民層を主体とする民間組織もスラバヤだけでなく東ジャワの

諸都市をはじめスラカルタ、マドゥラ、バリ、スラウェシ、マルク、カリマンタンなど全国各地から有志が集まっ

てきた。 

インドネシアの各地で行われた独立保持のための戦闘では、中等教育の生徒たちまでが武器を手にして

戦列に加わっている。中等教育というのは、今で言えば高校以下の年令の若者たちだ。かれら若者たちの

戦闘組織を作るために、生徒軍(Tentara Pelajar)というものが国内各地に設けられた。言うまでもなく、それ

は人民保安軍に所属する青少年部隊になるわけで、人民保安軍がその指導と訓練を行っている。この生徒

軍は男子だけに限定されていなかったらしく、生徒軍に加わった少女たちも少なくなかったようだ。 

スラバヤに設けられた生徒軍は戦闘部隊としてスラバヤ戦に従軍し、多くの犠牲者を出した。スラバヤ戦

に参加した他地域の人民保安軍は生徒軍をもスラバヤに連れて行ったらしく、この若年層戦闘要員も諸地
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域からの混成部隊になっていた。生徒軍は１９４５年から１９４９年まで軍事作戦に使われた。政府がこの若

年戦闘部隊制度を廃止したのは１９５１年はじめのこと。 

 

加えてイスラム界も、各地の宗教団体に所属する青年たちが武器を手にしてジハード戦を展開した。か

れらの中から、ダイナマイトを抱えてイギリス軍戦車に自爆攻撃をかける者が何人も出た。アルジュナ通り

での戦車への体当たりが行われてから、続いてサワハンでもグルシッのヒズブラに所属するふたりの青年

がダイナマイトを持ってシャーマン戦車を襲っている。 

少年兵や自爆攻撃などといった戦闘の様相や、「ジハード」「アラーフアクバル」といった戦意鼓吹のスロ

ーガンに着目するなら、インドネシアの独立闘争の中に従来あまり語られていなかったイスラムの色彩が滲

みだしてくるように感じるのは、わたしだけではあるまい。 

たまたま、１９４５年１１月はイスラム教徒にとってメッカ巡礼の月だった。メッカに集まって来る世界中のイ

スラム教徒に、独立インドネシアへの支援を求める絶好のチャンスだ。 

インドネシアからメッカに赴いたインドネシア独立運動の志士たちが、中東在住のインドネシア人組織を

集めて会議を行ない、それぞれが居留国政府や有力な民間団体に独立インドネシア共和国の承認と独立

維持の支援を求めて働きかけようという合意がすぐに作られた。同時に、メッカに集まってきている世界のイ

スラム教徒にも支援を要請する動きが始められた。 

カイロで印刷したパンフレットには、独立を宣言したインドネシア共和国は日本製の不純なものでなく、ス

カルノとハッタも日本の傀儡でない、という内容の説明が記されている。同胞ムスリムが興した国を植民地

支配者とその手先が再びその支配下に置こうとしているのだ。同胞のその危難を黙って見ているのは、同じ

ムスリムにあるまじき行為ではないか？インドネシアに支援を与えると同時に、インドネシアを再び搾取のま

な板に載せようとしているオランダに対して利を与えるようなことは、絶対に避けなければならない。 
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かれらは中東でそんな呼びかけを活発化させた。しかしムスリムの中にも、疑問を呈する者がいる。 

「モハンマッという名前から、モハンマッ・ハッタがムスリムであることはすぐに判る。だがスカルノはどうな

んだ？かれは本当にムスリムなのか？」 

当時エジプトのカイロ大学に留学していたゼイン・ハッサンは、新聞記者のその質問を前にして一芝居打

った。かれは意外な質問をされて驚いた風を装った。 

「なんでそんな疑問を抱くんですか？かれの名前を見ればすぐわかるでしょう？アフマッ・スカルノという

名前を・・・」 

エジプトの新聞に登場するインドネシアの大統領はそれ以来、アフマッ・スカルノと書かれるようになった

そうだ。こうして、中東諸国からの新生インドネシア共和国に対する親しみが培養され、国家承認という大き

な流れに結実して行った。 

 

駐ロンドン、エジプト大使はイギリス軍のジャワ島進駐のニュースに接し、「イギリス人は自国内では正直

者だが、他国に対しては狡猾な行いばかりだ。」とコメントして、インドネシアが蒙るであろう被害を予言した

そうだ。それはイギリス人が中東でこねまわした狡猾さの被害を骨身に滲みて感じていたエジプト人にして

言い切ることができた言葉だったにちがいない。 

イギリス軍の最後の一兵がインドネシアから撤退したのは、スラバヤの戦闘から一年後の１９４６年１１月

だった。 

 

（２０１６年１１月１０日～１２月１６日）
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「インドネシア人が空を飛ぶ（１）」（２０２３年０１月３０日） 

インドネシアの航空界にヌルタニオという名前が金字塔として輝いている。航空界に関わったインドネシア

人はどこかで必ずその名前に邂逅しているはずだ。インドネシア人がイン

ドネシアの空を飛ぼうとしてその道を切り開いたのがヌルタニオだったのだ

から。 

 

フルネームをヌルタニオ・プリンゴアディスルヨと言う。１９２３年１２月３日にカリマンタンのカンダガンで生

まれた。nurはアラブ語源の光を意味する言葉、tanioはジャワ語で農業をせよという意味だ。そう名付けた

にもかかわらず、オランダ東インド政庁公共事業分野の役人だった父親の希望は実現しなかった。 

父親は１２人の子供たちの中で本の虫のようなこの三番目の子をまずスマランのＥＬＳに入れ、そのあと

ＭＵＬＯに進ませた。ＭＵＬＯを終えたらＭＯＳＶＩＡに進学させてオランダ東インド政庁官吏の道を歩ませよう

と計画した父親の意に、この息子は従おうとしなかった。理学系のＡＭＳしかかれの眼中になかったのだ。 

かれの興味は工学に向けられていた。小さいころから工学関係の書物を読みふけり、それがだんだんと

大空を飛ぶ夢をかれの心の中に作り上げていった。それまで実在感のない、ただの書物の中のイメージ的

なことでしかなかったものが、ＡＭＳで徐々に具体化されはじめたのだ。技術工学を学ぶかれの頭脳に形が

少しずつ浮き上がって来るようになった。それを現実化させるために、かれは道具を集めてワークショップの

真似事をはじめた。飛行機の模型を作り始めると寝食を忘れて没頭した。食事をさせるにも、誰かがそれを

思い出させてやらねばならなかったそうだ。 

 

日本軍のジャワ島占領が始まってしばらく経ってから、スラバヤに航空学校が開かれるという話を聞きつ

けたかれは、即座にスラバヤに向かった。それから程なくして戻って来たかれに友人たちが様子を尋ねたと

Nurtanio Pringgoadisuryo 
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ころ、こんな返事が返って来た。「みんな騙されたんだよ。毎日毎日飛行機を押すことと掃除することばかり

やらされた。それ以外には何もなかった。」 

恨み骨髄に達したのか、ヌルタニオは日本軍航空基地の表にジュニアアエロ

クラブという看板を出して同好の仲間を集め、航空分野の雑学を語ったり学び合

うサロンを作った。そのころ、かれは生涯を通じて理解し合える盟友を得た。文

通で知り合った、同じ趣味を持つウィウェコ・スポノがその友だ。 

 

独立インドネシア共和国時代が始まると、かれはヨグヤカルタに移って１９４６年から共和国政府国防省

計画建設局建設課に所属した。同時に国民保安軍の将校に任命された。階級は二等空軍准士官だった。

そのときから、かれは共和国の空に関わる人生を歩み始めたのである。 

ほぼ一年後、かれの名前が人口に膾炙されるようになった。インドネシア民族にとって初めて、人間が乗

って空を飛ぶものがかれの手で作られたのだ。それはグライダーだった。 

 

国防省計画建設局は名前が変わってマオスパティ飛行場7に移った。共和国政府が国策として行う航空

機開発と生産の実行がその端緒に着いたのである。マグタンにある、使われていないカポック綿倉庫を工

房にし、近代的なツールなどまったく手

に入らないその時代、素朴な道具類だ

けを使って航空機開発プロジェクトが開

始された。その最初の成果がグライダー

であり、それは Zogling NWG-1 と名付け

られた。NWG とはヌルタニオ-ウィウェ

コ・グライダーの頭文字だ。 

 

7 東ジャワ州マディウン町の西側に位置する。 
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このツクリン型グライダーの素材にする木材はかれらふたりが近くの森から木を伐り出してきた。翼には

キャラコ布を使い、針金は住民の物干し場から無断拝借して来た。グライダーが完成した日、ヌルタニオと

ウィウェコはそれに乗ってマグランの上空散歩を大いに愉しんだにちがいあるまい。[ 続く ] 

 

 

「インドネシア人が空を飛ぶ（２）」（２０２３年０１月３１日） 

このグライダーは新生インドネシア空軍の飛行訓練にさっそく使われ、まだ卵でしかないパイロット候補生

がこのグライダーの世話になった。適性の認められた優秀な候補生たちはインドに送られてパイロットの訓

練を受けた。 

 

NWG-1の生産が少数ながら開始された。その生産指導と継続開発はウィウェコが担当し、ヌルタニオは

本格的航空機作りのためにファーイースタンアエロテクニカル学院への留学が命じられた。１９４８年、かれ

は留学のためフィリピンのマニラに移った。 

その年、ウィウェコは１９２８年製ハーリー・デイヴ

ィッソン 750cc２０馬力エンジンを使って単座の軽飛

行機を試作した。木製翼で胴はパイプ型の鋼鉄をキ

ャラコ布で覆ったものが使われた。５ヵ月間かけてで

きあがり、１９４８年中旬に空軍パイロットのスハンダ

が操縦してテストフライトが行われ、マグタンの空を

インドネシア人がはじめて作った動力飛行機が飛んだのである。この試作機には WEL-RI-X という名称が

付けられた。WELは Wiweko Experimental Lightplaneの頭文字だ。 
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１９５０年、共和国主権承認がなされたあと、ヌルタニオは留学を終えてインドネシアに戻った。アンディル

空軍基地技術メンテナンスデポ司令官の職務がかれの帰国を待っていた。アンディル飛行場は今のバンド

ン国際空港だ。 

そのとき、ウィウェコ・スポノは空軍准提督になっており、ヌルタニオ空軍少佐にその職務を与える役に回

った。ヌルタニオ少佐はマグタン時代にワークショップで一緒に飛行機作りをした仲間たちを呼び集めて技

術メンテナンスデポに実験課を作り、飛行機作りを始めた。そこにＮＩＣＡ空軍で働いていた航空機整備技術

者たちも集まって来た。 

オランダ人が残して行った古い工作機械が集められ、

第二次大戦前に使われていた旧式の工作機械を使って、

かれらは新時代の航空機作りに挑戦した。そして１９５４

年８月１日がその成果を証明する記念日になった。インド

ネシアで初めて、インドネシア人が作った総金属製の動力

飛行機が空を飛んだのである。イタリアのヴェスパスクー

ターのタイヤを装備したこの単発小型機は Sikumbang と名付けられた。 

その成功に気を良くした開発チームはすぐに次の機種に取

り掛かった。次に出来上がったのは木製単座単発小型機の

Kunag-kunangだ。機体長６．０８メートル、総翼長７．６メート

ルのこの作品はスポーツ飛行に格好の製品だった。この機を

時速１３０キロで飛ばすために、フォルクスワーゲンのエンジンに手が加えられて機体に取り付けられた。 

三番目の飛行機は１９５８年４月１７日に生まれた。この

飛行機にはコンチネンタル製の C90-12F型９０馬力エン

ジンが使われ、時速１４４キロの速さで大空を駆けた。こ

の機種には Belalang という名が与えられた。 
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それらの固定翼機ばかりか、かれはヘリコプターにも挑戦して Kepik と Manyang、おまけに空飛ぶ椅子と

あだ名されたジャイロコプターの Kolentangをも世に送った。この時代の寵児はインドネシア民族の目の前

で、オランダ植民地主義者が民族精神の中に植え付けた劣等民族の意識を粉々に打ち砕いて見せたので

ある。 

 

航空機制作の前例をまったく持たないインドネシア社会の中で、物資のまったく不足していたあの時代

に、しかも旧式の素朴な加工機械類だけを使って次々に空飛ぶ機械を作り出したヌルタニオはスーパーヒ

ーローだったのだろうか。かれを知る多くのひとびとが語っているその人となりは、かれが完璧な現実主義

者だったという話だ。 

かれは現実を見極め、手に入るものを基盤に置いて知恵をその利用法に織り交ぜ、自分の作ろうとして

いる物が持つべき必須の条件を満たしながらその物を完成させていった。目に見えるものを絶対視し、そう

でないものを当てにしなかった。かれを取り巻いていた状況がそれを強いたとも言えるだろうが、状況に順

応することこそ現実主義の基本だと言えないだろうか？ 

あるときナスティオン将軍がヌルタニオを評して「かれほどの現実主義者にわたしは会ったことがない。」

と語ったそうだ。[ 続く ]

 

 

「インドネシア人が空を飛ぶ（３）」（２０２３年０２月０１日） 

ヌルタニオは航空機開発と制作の部門長として、人使いの穏やかな、対人関係の心遣いが細やかな人

物だったと工場長のムリヨノ少佐は語っている。頭ごなしの命令をして部下に無理強いすることを好まず、何

かをさせねばならないときでさえ、相談の形でアプローチするのが常だった。自分だけで結論を出し、それを

部下に命じるのでなく、自分の抱えている問題を部下の前に投げ出して部下が参加するべき問題にし、部
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下が納得した上で協力する気を起こさせる絶妙の方法でもあった。ムリヨノ少佐は上司のリーダーシップを

高く評価している。 

 

１９６０年にヌルタニオの指揮する航空機開発制作ワークショップが格上げされた。いつまでもワークショ

ップのままにするのでなく、国の産業として航空産業の育成をリードする国家機関にするべきだという提案

を国家航空評議会が政府に申し入れたのだ。ヌルタニオはその新たな責務を受けて、自分の部門を航空産

業準備機関と命名した。外部関係者はそこに「準備」という言葉が入っているのを見て、ヌルタニオらしいと

評した。「ここでどんどん飛行機を作り、世界中に売りまくるぞ」という気負いの感じられない、現実主義者ら

しい命名だったということだろう。現実は、そんなことは一朝一夕にできるものではない、と物語っているのだ

から。 

しかしヌルタニオは韜晦的な人間ではなかった。歳月をかけて準備を進め、準備を完了させてその言葉

を外すのだという気負いはもちろん、かれの心中で燃えていた。いつの日か、大きい製造工場を作ってイン

ドネシア製航空機を量産するのだ。かれはそれを念願していた。 

その初期ステップとして、アディスチプト空軍基地8管下のチュルッ空軍飛行学校で使うための練習用小

型機をすべてインドネシア製のものにする。この計画はスムースに進展し、５機のブラランが飛行学校に納

入された。 

 

かれは小型機の生産と改良、そして国内販売に注力した。大型の輸送機や旅客機を作れないわけでは

ないが、作って誰に売るのか？その市場は全世界の大手メーカーに占領されていて、やすやすとそこに参

入できるものではない。 

小型機は国内の農業やスポーツあるいは移動のための需要がある。そのマーケティングのためには国

民の間で知名度を高めなければならない。かれはクロスカントリー航空ショーを提案した。 

 

8 ジョグジャカルタの旧空港 
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バンドンのフセイン・サストラヌガラ基地からチブルム～プルウォクルト～ヨグヤカルタ～ソロ～モロクルン

バガン（スラバヤ）～スマランと巡り、そのあとはプングン～チルボンを経てバンドンに帰還する。１９６２年６

月１１日、クナンクナン１機、ブララン２機、パイパートライペーサー１機、Mi-4ヘリコプター１機の編隊がバン

ドンから飛び立ってチブルムに向かった。クナンクナンを操縦するのはヌルタニオ、ブラランはそれぞれをウ

ィウェコ・スポノとスリプト・スゴンドが駆る。ヘリは緊急時のレスキュー用だ。技師整備員チームは数日前に

陸路を会場に向けて出発させてあった。 

各地でのショーは好評のうちに幕を閉じた。たいしたトラブルはひとつも起こらず、国産飛行機を見に来た

地元民たちの感嘆のため息に包まれて、国産機初のショーは大きい成功を収めたと評価された。 

 

航空産業準備機関が発足してから、生産活動を活発化させるためには外国で生産販売されている航空

機を製造して国内市場向けに販売するのがよいとかれは考えた。外国の航空機メーカーにその製品ライン

ナップのひとつをわが社で作らせ、インドネシア市場をその製品に提供しようというわけだ。[ 続く ]

 

 

「インドネシア人が空を飛ぶ（４）」（２０２３年０２月０２日） 

必然的に、設計から製造工程、生産管理などの指導が行われて技術移転が起こる。製造部門が育つた

めの大きな栄養にそれがなるはずだ。インドネシア市場に最適な機種を探すことをかれは始めた。インドネ

シアにどんな用途があり、それをもっとも効率的且つ経済的に満たすのはどのような機種なのかということ

を一番よく理解している男がこのプロジェクトを始めたのだ。 

インドネシア空軍で使われることは言わずもがなであり、スポーツフライト、救急のための諸輸送活動、へ

き地への現金輸送、あるいは農業活動における散布作業。かれは折に触れて部下にこう語っていた。「わ
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れわれが作る飛行機は農民が容易に散布作業を行なえるようなものにし、農民の若者が容易に飛ばせら

れるような簡便なものにしなければならない。」 

 

１９６０年はじめごろ、ヌルタニオは単身で欧米諸国への旅に出た。しかし西ヨーロッパ諸国の中で、かれ

の話に乗って来る航空機メーカーはひとつもなかった。かれは見方を変えた。東ヨーロッパを探してみよう。

そしてインドネシア市場にうってつけの機種がポーランドで見つかった。PZL-104 Wilga-32がそれだ。ライセ

ンス生産の話も円滑に進み、おまけにポーランド政府から１５０万米ドルのソフトローンまで入手することが

できた。 

インドネシアでの生産開始の準備として８人の工学士がポーランドに送られて３カ月の研修を受けた。そ

の８人が戻って来たときにかれらから指導を受ける作業員の募集も始められた。製造技術や生産管理ばか

りでなく、工場を管理しマネージメントを行う管理職の予備軍まで社員募集の扉が開かれ、航空産業準備機

関は突然巨大工場に変貌したのである。 

ウィルガの生産が１９６３年に開始されたとき、集められた工学と技術分野の人材は５百人を超えていた。

当時のインドネシアにとって、それは目覚ましい国家プロジェクトだったと言えるだろう。 

ポーランドで作られているウィルガの使っていたロシア製

エンジンが米国製エンジンに変更されることは生産開始前

に合意された。回転毎分のより大きい米国製エンジンを使う

とプロペラを小さくできる。プロペラが小さくなれば車輪と翼

の燃料タンクを低くできる。それを行ってみたところ、最初の

デザインが持っていた威圧的でいかつい印象がたいへんや

わらいだ。 

ポーランド側はさっそくこのアイデアを使って製品のデザインを変え、中東市場に売りまくった。後になって

インドネシアの航空関係者がそれを知り、立腹してヌルタニオに苦情したが、特許権のことまで何も思い浮
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かばずに製品のことばかり考えていたヌルタニオはしまったと思ったものの、今さらどうしようもない現実に

対して肩をそびやかす以外にできることは何もなかった。 

このウィルガのインドネシアバージョンにスカルノ大統領は Gelatik という名称を与えた。だからポーランド

のウィルガにそっくりの軽飛行機がインドネシアでグラティッという名前で作られていることに不審を抱く必要

はない。それまで羽虫ばかりだったヌルタニオの飛行機がこれでやっと鳥になったのである。 

 

あるときヌルタニオは、廃棄されたチェコスロヴァキア製スーパーアエロをクマヨラン空港で見つけた。ほ

とんど残骸のありさまだった。それを工房に移させ、みずからその復旧作業を開始した。分解して使えない

部品や傷んだ部分を交換し、機体は徐々に往年の姿を取り戻していった。しかしそのスーパーアエロで何を

するつもりなのかをかれは一言も語らなかった。不審に耐えられなくなった部下が尋ねると、かれは「誰にも

言うなよ」と前置きして言った。こいつに Arev (Api Revolusi)という名前をつけて、ブディアルト・イスカッと世

界一周しようと思っている。[ 続く ]

 

 

「インドネシア人が空を飛ぶ（５）」（２０２３年０２月０３日） 

復元作業が終わると試験飛行をし、またどこかをいじくって改良する。そんなことが何度か続けられた。そ

して運命の日が１９６６年３月２１日にやってきた。その日もまた、ヌルタニオが自ら試験飛行を行うのだ。エ

ンジンが始動し、機体は滑走路を走り始める。離陸し、上昇態勢に入ってからほどなく、エンジンが停止し

た。かれはトゥガルガの競馬場跡地に機首を向けた。そこに着陸しようという算段だ。ところが運命はかれに

それを許さなかった。機体が火を発して、スーパーアエロはまっさかさまに地上に落下した。そのとき、インド

ネシア航空産業の礎を築いた男の生涯が幕を閉じた。 
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航空産業準備機関はその年、故人をしのんでヌルタニオ航空産業機関に改名された。その十年後にこの

政府の機関は国策の株式会社に変更されたが、ヌルタニオの名は維持された。ヌルタニオ航空機産業株式

会社がそれであり、１９８４年に社名がヌサンタラ航空機産業株式会社に変更されるまで、ヌルタニオの名

は航空機産業と共に歩み続けたのである。 

ヌサンタラ航空機産業株式会社は２０００年にディルガンタラヌサンタラ株式会社と社名が変わって今日

に至っている。 

 

ヌルタニオ航空産業株式会社が作られたとき、その社長の座に着いたのが後にインドネシア共和国第３

代大統領になったＢＪハビビだ。ハビビはドイツで、航空産業畑の中で育った人間だった。 

１９６０年から５年間、レーニッシュ・ヴェストファーレン工業高等学校軽量化科の主事と調査助手を務め、

１９６５年にハンブルグ航空機製造株式会社のスペシャルサイエンティストになり、１９６６年に同社の構造分

析開発調査部門長に抜擢された。 

１９６８年にボルコウ株式会社と合併したメッサーシュミット社が１９６９年にハンブルグ航空機製造株式会

社を吸収してメッサーシュミットボルコウブローム株式会社（ＭＢＢ）ができあがった。１９６９年からハビビは

ＭＢＢで商業軍事輸送機技術開発部長を務めた。 

そして１９７３年、祖国インドネシアのスハルト大統領の要請に従って帰国し、技術応用研究庁長官として

技術立国を目指す祖国を指導するべく活動を開始したのである。１９７４年から１９７８年までかれはＭＢＢ

の技術調査局バイスプレジデントの座を兼務している。 

１９７６年にかれはヌルタニオ航空機産業株式会社社長に就任し、１９７８年には技術調査担当国務大臣

の職に就いた。それらの他にも、帰国してからのかれは実に様々な国家機関の責任者を務めている。オル

バレジーム下にインドネシアが達成した科学技術のレベル向上は、ハビビなくしては中身の曖昧なものにな

っていた可能性をわれわれは感じるのである。 
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ヌルタニオ航空機産業株式会社と後のヌサンタラ航空機産業株式会社が行ったさまざまな成果もハビビ

の手腕に負うところが大きい。欧米の大手航空機メーカーの機種を選択的にライセンス生産することは元よ

り、自社独自の開発と設計を駆使してインドネシア人が作り出した航空機を世に送り出す先人の念願を実

現させることにかれは全霊を捧げた。それがかれ自身の念願でもあったことは疑いあるまい。 

N-250に始まる一連のオリジナル仕様航空機の生産がハビビによって展開されて行ったのである。ハビ

ビが敷いた礎石の上で、ディルガンタラインドネシアは航空機と部品の生産を続けた。２０１６年には輸出ド

ライブがかかり、その年 CN-235が３５機、ベネゼラ・セ

ネガル・ブルキナファソ・アラブ首長国連邦・パキスタン・

トルコ・マレーシア・韓国・タイ・ブルネイの１０カ国に輸出

されている。最近ではネパールのあと、再びセネガルに

CN-235最新バージョンの 220MPAが２０２１年に輸出さ

れた。[ 続く ]

 

 

「インドネシア人が空を飛ぶ（終）」（２０２３年０２月０６日） 

飛行機と呼ばれるものが世界で初めて空を飛んだのが１９０３年だった。その時代にオランダ東インドと

呼ばれていたヌサンタラでオランダ人もすぐそれに倣った。オランダ人技術者オンネンが１９０４年にグライ

ダーを作ってヌサンタラの空を飛んだのだ。空飛ぶ人間がはじめて出現したのは西ジャワ州スカブミの空だ

った。それからほんの数年のうちに、ヌサンタラのあちこちの都市にグライダー飛行クラブが誕生した。 

オランダ東インド政庁が行政機構内に航空技術部を設けたのは１９２３年のことで、国策としての航空機

研究開発がスタートした。この部門はバンドンのスカミスキン飛行場の近くに工房を置いたが、後にアンディ

ル地区に飛行場が移されたときに移転した。 

CASA/IPTN CN-235 



西祥郎著 インドネシア国軍 

85 R4 

 

オランダ人が東インドで制作した飛行機の中には、長駆アムステルダムまで飛行したものもある。ローレ

ンス・ワルラーフェンがバンドンで設計・製作した四人乗りのＷ－２は１９３５年９月２７日にスキポール空港

に到着して熱烈な歓迎を受けた。 

オランダ時代のヌサンタラの航空史は拙著「ジャカルタ国際空港史」がご参照いただけます。 

《 http://indojoho.ciao.jp/koreg/libdrajkt.html 》9 

 

 

【インドネシア共和国航空機産業編年史】 

１９５３年 実験課が編成される 

１９５４年 シクンバン完成 

１９５８年 クナンとブララン完成 

１９６０年 航空産業準備機関に昇格 

１９６３年 グラティッの生産開始 

１９６６年 ヌルタニオ航空産業機関に改名 

１９７６年 ヌルタニオ航空機産業株式会社が発足 

１９７６年 ドイツ MBB社のヘリ NBO-105をライセンス生産開始 

１９７６年 スペイン CASAのライセンス下で NC-212生産開始 

１９７９年 スペイン CASA と合弁でエアテックインターナショナル発足 

１９８０年 共同開発した CN-235の生産開始 

１９８５年 ヌサンタラ航空機産業株式会社に社名変更 

１９８４年 米国ベルヘリコプターテクストロンの Bell412をライセンス生産 

１９８９年 近距離コミュータ旅客機 N-250試作機をパリエアショーでお披露目 

 

9 この文の後に追加してある。 
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１９９９年 ヌサンタラ航空機産業株式会社解散 

２０００年 ディルガンタラインドネシア株式会社発足 

２００３年 エアバス、ユーロコプター、自社用の部品生産開始 

２００４年 １９人乗りターボプロップ N-219設計開始、テスト飛行は２０１７年 

２０１０年 ユーロコプターEC-725Cougarのボディと尾部を生産 

２０１１年 Bell412EPのディストリビューションセンターになる 

２０１１年 韓国とジェット戦闘機 KFX/IFXの共同開発に着手 

２０１２年 CN-295, CN-235, CN-212iの改良型開発開始 

[ 完 ]
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「ジャカルタ国際空港史」 

＜ カリジャティ ＞ 

インドネシアで最初に作られた飛行場は、ジャカルタから百キロ近く離れた西ジャワ州スバン県カリジャテ

ィ郡にあった。オランダ王国蘭印軍（ＫＮＩＬ）が１９１４年に現地空軍の編成に取り掛かったとき、空軍基地と

して最初に設けられたのがバンドンとバタヴィアの双方から手ごろな位置にあるスバン(Subang)のカリジャテ

ィ(Kalijati)飛行場で、この飛行場は１９１４年５月３０日にオープンしている。 

当初は平坦な草地で離着陸が行なわれ、格納庫も竹で作られたお粗末なものだった。その後、滑走路や

格納庫はもっと恒久的で頑丈なものに変えられ、事務所や管制塔などが設けられて空軍の要としての施設

にふさわしいものになっていく。 

 

１９１７年には、それまで練習機程度の航空機しか持っていなかったところに、本国から本格的な軍用機

が送り込まれて、蘭印空軍としての体裁が整えられていった。そうしていやがうえにも戦雲色濃さを増してき

た１９３８年には、ヨグヤカルタ(Yogyakarta)のマグウォ(Maguwo)飛行場やマグタン(Magetan)のマオスパティ

(Maospati)飛行場をはじめ、各地の戦略的要衝に飛行場を設けて空軍機を配する臨戦態勢が進められて

いった。 

１９４２年３月１日に日本軍のジャワ島進攻戦が開始されると、カリジャティ飛行場は主要奪取目標のひと

つとされ、インドラマユ(Indramayu)の西エレタン(Eretan)にあるパトロル(Patrol)海岸に上陸した第 38師団歩

兵第 230連隊基幹の東海林支隊が寡勢よく衆敵を蹴散らして占領し、そこを確保した。蘭印総督チャルダ・

ファン・スタルケンボルフ・スタショウェル出席の元に３月８日に行われた降伏交渉はカリジャティ空軍基地内

の軍人宿舎のひとつで行なわれている。今、この由緒あるカリジャティ飛行場はスルヤダルマ(Suryadarma)

飛行場と命名されてインドネシア空軍基地のひとつになっている。 
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＜ チリリタン ＞ 

では、ジャカルタ最初の飛行場はいつ、どこに作られたのだろうか？今の東ジャカルタ市クラマッジャティ

(Kramat Jati)郡チリリタン(Cililitan＝昔のスペルは Tjililitan)町に作られた民間用の飛行場がどうやらジャカ

ルタ初の飛行場だったようだ。 

チリリタンという語はスンダ語で、チは水を意味するチャイのバリエーションであり、地名に付く場合は川

や湖沼など水のある場所を指すことが多い。リリッは自ら巻きつく状態を意味しており、旋回する川がその

地域にあったことを想像させてくれる。どうやらその川はチピナン(Cipinang)川の支流か脈流だったようだ

が、今は涸れてあとかたもない。 

 

昔のチリリタン地区は、西はチリウン川、東はチピナン川に接する広大なエリアで、南はカンプンマカッサ

ルとチョンデッ(Condet)に境を接し、北はチャワン地区につながっていた。今のデウィサルティカ(Dewi 

Sartika)通りからカリバタ(Kalibata)通り交差点までのエリアはチリリタンクチールと呼ばれ、ラヤボゴール通

りの東側はチリリタンブサールと呼ばれた。 

１７世紀半ばこの地区はピーテル・ファン・デル・フェルドの所有になるタンジュンオースト(Tanjung Oost)

私有地の一部になっていたが、何人もの持ち主の手を転々とした挙句、バタヴィア華人居住者の総帥であ

るカピテンチナのニー・フーコンがそのオーナーになっていた１７４０年、グロドッ地区で発生した１０月１８日

の華人大殺戮事件のためにニー・フーコンは叛乱首謀者としてマルクに追放され、この土地は当時バタヴィ

アの大富豪のひとりだったヘンドリック・ラウレンス・ファン・デル・キュップの手に落ちた。１７７５年ごろ、キュ

ップは当時メステルコルネリスと呼ばれていた今のジャティヌガラにほど近いこのエリアに別荘を建て、毎週

末家族を連れて保養に来るという使い方をしていたようだ。そのころ、バタヴィアの中心はパサルイカンから

今のコタ鉄道駅に至る城壁に囲まれたエリアであり、２～４頭だての馬車ではるかに遠く草深いチリリタンま

で、かれらはやってきていたのである。 

 

そこがいつから航空機の発着に使われだしたのかは、明確な記録がない。チリリタンの広大な地所をな

らして航空機の用に供せられるようになったのが１９２０年代はじめごろと思われるのは、１９２４年１１月２４
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日にオランダのスキポール空港を飛び立ったフォッカーＦ７機が５５日という日数をかけてチリリタン飛行場

に降り立った歴史的事実からの推測なのだが、このＫＬＭ（オランダ王国航空会社）が行なった史上初のア

ムステルダム～バタヴィア間フライトは三人の乗員が乗り組んで５キロの郵便物を運ぶ試験飛行だった。５

５日という膨大な時間がかかったのはセルビアで

一度墜落事故を起こしたためで、アムステルダム

から部品を取り寄せるのに要した期間がそこに含

まれている。ビルマからバンコックへのフライトは

鉄道線路が誘導してくれたとパイロットは後に物

語っている。その初飛行に成功したフォッカーＦ７

機は１９の都市を経由した。 

 

ＫＬＭはその後１９２７年１０月１日にもう一度フォッカーＦ７機でスキポールからの試験飛行を行い、今度

は１０日間でバタヴィアに到着することができた。記録によれば、そのときの路程は次のようになっている。 

１０月１日 Amsterdam, Netherland 

１０月２日 Sofia, Bulgaria 

１０月３日 Aleppo, Syria 

１０月４日 Bushire, Iran 

１０月５日 Karachi, Pakistan 

１０月７日 Allahabad, India 

１０月８日 Calcutta, India 

１０月９日 Bangkok, Thailand 

１０月１０日 Singapore-Munthok-Palembang-Batavia 

ちなみに帰路も示すと； 

１０月１７日 Batavia-Palembang-Muntok 

１０月１８日 Singapore 

１０月２１日 Bangkok 
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１０月２２日 Calcutta 

１０月２３日 Allahabad 

１０月２４日 Karachi 

１０月２５日 Bandar Abbas, Iran 

１０月２６日 Baghdad, Iraq 

１０月２７日 Aleppo 

１０月２８日 Beograd, Yugoslavia-Amsterdam 

 

１９２９年９月１２日にもう一回ダメ押しのト

ライアルを行ってから、ＫＬＭはアムステルダ

ムのスキポール空港とバタヴィアのチリリタン

空港を結ぶ定期運航を１９３０年９月２５日に

開始した。フォッカーＦ７機は８人乗りだ。１９

３３年１２月には１５人乗りの最新鋭フォッカ

ーＦ１８型機でその航路の所要時間を４日４

時間３３分に縮めることができた。ＫＬＭはバタヴィアから更にオーストラリアのシドニーまで足を伸ばし、こ

のサービスは当時世界最長の商業フライトとして、その名声をほしいままにした。 

つまりチリリタン飛行場が当時バタヴィアだったジャカルタ最初の国際空港になったという事実が上のスト

ーリーからわかるわけだが、実はそれよりもっと前からチリリタン飛行場は近隣諸国との間の国際空港にの

し上がっていたのである。 

オランダ領東インドの民間商業航空を取扱う蘭印航空会社（ＮＩＬＭ）がアムステルダムに設立されたのは

１９２８年７月１６日で、蘭印領内の国内線とオーストラリアを含む東南アジア近隣諸国との間の国際線の運

航準備が推進されつつあった時期、蘭印で事業を行なっていたヨーロッパ資本の大企業３２社が商業航空

事業を現地のメリットに合わせたものにしたいとの考えから５百万フルデンの寄金を集めて蘭印政庁を動か

し、ＮＩＬＭの株主となって現地に本部を置かせることに成功した。ちなみに、ＫＬＭもＮＩＬＭの株主だ。１９２８
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年１０月１５日、保険会社 Nillmij と紛らわしいということで社名がＫＮＩＬＭ（オランダ王国蘭印航空会社）に変

更されている。 

ＫＮＩＬＭが商業航空事業を公式に開始する以前は、空軍の軍用機による商業フライトが行なわれてい

た。しかし性質上、需要に応じてという形態のため定期フライトになることはなかった。たとえば１９２７年９月

にバタヴィア～スラバヤを往復したオランダ王国蒸気船会社視察官の手記には、往復の旅費が２３０フルデ

ンだったと記されている。 

 

ＫＮＩＬ空軍が最初に調達したのはアメリカ製のグレンマーティン水上機２機で、１９１５年１１月６日にタン

ジュンプリウッ港に陸揚げされた。その後航空機隊を充実させた空軍はバタヴィアとカリジャティ間、さらに

はバンドンへと試験飛行を行い、１９２１年には有史始まって以来初の空路からのバリ島訪問、１９２４年に

はデハビランドＤＨ９型機でのバタヴィア～スラバヤ往復飛行にも成功し、１９２６年１１月にはタンジュンカラ

ンにＤＨ９が着陸している。バンドンからティモールのアタンブアへの航路は１９２７年１１月にＤＨ９型機が踏

破し、１９２９年１０月はティモールのクパンにはじめて飛行機が降り立った。 

 

ＫＮＩＬＭは商業航空事業のためにフォッカーＦ７型を４機調達し、その４機は１９２８年９月１３日にアムス

テルダムのスキポール空港を飛び立ってバタヴィアのチリリタン飛行場に向かった。各機にはパイロットとコ

パイロットのふたりが乗務し、機体にはオランダの機体記号ＨＮ－ＡＦＡ、ＨＮ－ＡＦＢ、ＨＮ－ＡＦＣなどが記

載されていたが、バタヴィア到着後、蘭領東インドの航空会社がはじめて持った航空機の機体記号は再登

録が行なわれて変更された。蘭印政庁にとってもはじめての機体記号登録では、国記号にＰＫ－が使わ

れ、ＰＫはインドネシア独立後も引き継がれて現在に至っている。 

アムステルダム⇒ニューレンベルグ⇒ブダペスト⇒ソフィア⇒イスタンブール⇒アレッポ⇒バグダード⇒ブ

シール⇒バンダルアバス⇒カラチ⇒ナジラバード⇒アラハバード⇒カルカッタ⇒ラングーン⇒バンコック⇒セ

ンゴラ⇒メダン⇒パレンバン⇒バタヴィアという、実に気の遠くなりそうな路程を経て、４機のうちの２機は颯

爽とチリリタン飛行場に到着したが、別の１機はカヴォンポールの滑走路で機体がおかしくなり、修理後なん

とか飛び立ってカルカッタまで来たものの続行が困難になったらしく、カルカッタから船でバタヴィアに運ば

れてタンジュンプリウッ海港に到着した。もう１機の消息については記録が残されていない。 
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ともあれ、チリリタン飛行場を基地にしたＫＮＩＬＭの商業フライトは１９２８年１１月１日から公式運航を開

始した。オープニング式典はアンドリス・コルネリス・ディルク・デ・フラーフ総督の宣辞で開始され、式典が終

わるとそのまま２機のフォッカーＦ７はバタヴィア～バンドンとバタヴィア～スラバヤの初飛行に飛び立って行

った。バタヴィア～バンドンの往復フライトは週一便、バタヴィア～スラバヤはスマランをトランジットするスケ

ジュールで、この便の運航はデイリーだった。更にフォッカーＦ１２やＤＣ－３ダコタなどの大型機を入手した

ＫＮＩＬＭは航路を拡大してバタヴィア～パレンバン～プカンバル～メダンの往復便を開始し、シンガポール

への週一便を飛ばすなど積極的な航路網の開拓を行なった。 

それ以来ＫＮＩＬＭは国内線ならびに東南アジア周辺諸国との間の路線開拓に励み、オーストラリアのシド

ニーへもダーウィン～クロンカリー～チャールヴィル経由で航路を開いている。 

 

 

日本軍の進攻が始まるとＫＮＩＬＭは所属の航空機をすべてオーストラリアに避難させ、戦争終結後また

バタヴィアに戻ってきて商業飛行を再開したものの、１９４７年８月１日に会社を清算して事業活動を停止し

た。 

インドネシアの独立を認めないオランダは、戦争前の状態に戻そうとしてインドネシアの民衆と対立した。

インドネシアの独立戦争は独立を勝ち取るための闘いではなく、既に宣言した独立を維持するための戦争

だったのである。蘭領東インドに戻ってきたオランダはバタビアをはじめ主要都市を手中に収めたが、それ

らの都市を取り巻く地方部が独立インドネシアの領土だった。チリリタン飛行場はオランダ側の支配に落ち

た。 

１９４９年１２月のハーグ円卓会議でオランダが国際世論に後押しされたインドネシアの独立を認めてから

およそ半年後の１９５０年６月２０日、チリリタン飛行場が正式に蘭印政庁からインドネシア政府に移譲され

た。そしてこの飛行場が新生インドネシア空軍の中心基地の座に据えられ、１９５２年８月１７日にハリム・プ

ルダナクスマ空軍基地と名前を変え、そして１９６５年９月３０日に始まったスカルノ大統領失脚劇の中でひ

とつの舞台を提供することになったのである。 
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＜ ハリム・プルダナクスマ ＞ 

ハリム・プルダナクスマは１９２２年１１月にマドゥラ島サンパンで、スム

ヌップの上級官僚だった父親の三男として生まれた。マグランの現地人

官吏養成学校に在学中の１９４０年にオランダ本国がドイツに占領される

と、蘭印政庁は現地人に対する徴兵を開始する。ハリム青年も海軍に志

願し、訓練に明け暮れしていた１９４２年はじめ、蘭印海軍士官学校が丸

ごとアメリカに移転した。日本軍に対する蘭印軍の無条件降伏はその直

後だ。 

アメリカでハリム青年は王立カナダ空軍に移る機会を得て、空軍機の

ナビゲーターとなる。最初はヨーロッパ戦線に配属され、イギリス本土の基地からランカスター機やリベレー

ター機に搭乗してフランスやドイツへの航空攻撃に従事するという軍務の経験を積み、その後アジア戦線に

移されてコロンボの基地から日本軍に対する航空作戦に参加した。第二次大戦を通してかれは４４回の出

撃を数えている。 

 

第二次大戦が終結すると、かれは独立を宣言した祖国インドネシアに戻った。戦歴を積んで戻ってきたハ

リム青年をインドネシア独立軍が放っておくはずもない。かれ自身も、独立を守るためにＫＮＩＬと闘うことに

熱意を傾けたのは言うまでもないだろう。 

オランダとの独立交渉は決着がつかないまま力の対決が進められ、国際世論による調停で鎮静するが、

しばらくするとまた軍事行動が再開されるということが繰り返された。ハリム青年は少将としてインドネシア

空軍の重鎮の座に就き、空軍要員の養成に当たるかたわら、対オランダ軍事行動の作戦計画を組みまた

指揮をとった。 

 

１９４７年７月２１日の第一次オランダ軍事攻勢は、オランダ空軍機がジャワ島に散らばる飛行場に爆弾と

機銃の攻撃を加えてその火蓋が切られた。すべての飛行場で航空機や飛行施設が使い物にならなくなった



ジャカルタ国際空港史 

94 

 

中、厚い霧に覆われたヨグヤカルタのマグウォ飛行場だけが戦禍を免れることができた。インドネシア独立

軍が壊滅していないことを世界にアピールしなければならない。ハリム少将に報復攻撃作戦立案が命じら

れる。 

１９４７年７月２９日、未明の午前５時にまず４０キロ爆弾数個に機銃弾を積んだ三菱９９軍偵が一機マグ

ウォ飛行場を飛び立った。目指すはスマラン飛行場。続いて５０キロ爆弾二個を抱えた中連が二機、それぞ

れアンバラワとサラティガに向かって飛び立って行った。この攻撃は計画通りの成果を収めた。他にもかれ

が関わった航空作戦はいろいろある。そして最終的にスマトラの空軍力育成を命じられたハリム青年は、ス

マトラにおける独立インドネシアの中心地ブキッティンギ(Bukittinggi)に赴任する。 

スマトラのインドネシア空軍はオーストラリア人からイギリス製アヴロアンソン機を一機購入した。寄金とし

て集めた黄金１２キロがその代金だった。アヴロアンソン機を駆って、かれはイスワヒユディ中将とともにバ

ンコックに赴く。武器弾薬その他軍需物資をスマトラに持ち帰るためだ。１９４７年１２月１４日、バンコックか

らシンガポールに向けて飛行中だったアヴロアンソン機は激しい悪天候に遭遇して連絡が途絶えた。 

マレー半島ぺラッのタンジュンハントゥ海岸に悪天候の中で飛行機が墜落したとの知らせがイギリス人警

察署長のもとに届いた。事故処理が行なわれ、海中に落ちた飛行機を陸地に引き上げて警察の調書が作

られた。機内には死体がひとつだけあり、それはハリム・プルダナクスマ少将であることが判明したが、イス

ワヒユディ中将の死体はどこにも見つからなかった。 

ハリム・プルダナクスマの名はチリリタン空軍基地に、イスワヒユディの名はマディウンに近いマグタンの

マオスパティ空軍基地に付けられて今もその功績が後世に伝えられている。 

 

 

＜ クマヨラン ＞ 

１９４０年７月８日、バタヴィア市中心部のウエルトフレーデンに近いクマヨラン地区で国際空港がオープン

した。６年間という歳月をかけての建設工事で完成したクマヨラン国際空港の管理運営はＫＮＩＬＭに委ねら

れ、オープニング式典の二日前にチリリタン飛行場に置かれていたＫＮＩＬＭ所有のＤＣ－３が空港施設トラ
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イアルに飛来して滑走路やエプロンの具合をためした。このＤＣ－３は式典の翌日、オーストラリアに向けて

飛び立って行った。 

式典当日には先着のＤＣ－３を含めてＫＮＩＬＭ所有の飛行機がチリリタンから移動して空港内を埋め、あ

たかもエアショーの趣を呈した。並べられた機体は、ＤＣ－２、ＤＣ－３、フォッカーＦ７三発機、グラマン水陸

両用Ｇ－２１グース、デハビランドＤＨ－８９ドラゴンラピッド、ロッキードＬ－１４といった顔ぶれで、それらの

航空機が以後クマヨラン空港を本拠地とするようになった。 

 

１９４０年８月３１日はオランダ国王の誕生日で、それを記念する蘭印初のエアショーがクマヨラン空港で

催された。この催しにはバタヴィアアエロクラブが参加して軽飛行機の飛行デモが行なわれ、大いに花を添

えた。種々の外国産軽飛行機に加えてバンドンで作られている地元産航空機も登場し、来場した観衆の興

味を引いていた。 

蘭印で作られた航空機の中には、長駆アムステルダムまで飛行したものもある。ローレンス・ワルラーフ

ェンがバンドンで設計・製作した四人乗りのＷ－２は１９３５年９月２７日にスキポール空港に到着して熱烈

な歓迎を受けた。ワルラーフェンは著名な華人実業家コウ・ケーヒンの経済的支援を得てＷ－２を完成させ

たと言われている。 

クマヨラン空港がオープンしてから２ヵ月後にＫＮＩＬＭは更にＤＣ－５やシコルスキーＳ－４３ベビークリッ

パーなどの最新鋭機を追加している。 

 

 

日本軍の蘭印侵攻が開始されると、クマヨラン空港は民間商業航空の使用を続けながら蘭印空軍もそこ

に同居する形を採った。コールホーフェンＦＫ－５１、ブルースター・バッファロー、カーチス・ホーク、ＤＣ－３、

フォッカーＣＸ、ロッキードロードスター、グレンマーティンＢ－１０、ボーイングＢ－１７フライングフォートレス

などの軍用機がクマヨランを基地として戦闘態勢に入ったが、１９４２年２月９日から日本軍はジャワ島攻略

作戦を支援するためにジャワ島内の主要施設に対する航空攻撃を開始し、クマヨラン空港もチリリタン飛行

場も空襲を受けて損害を出した。敗色濃くなったオランダ側は軍用機も旅客機もオーストラリアに避難させ

た。 
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３月８日の無条件降伏で蘭印側はクマヨラン空港とチリリタン飛行場を日本側に引渡し、日本軍はクマヨ

ラン空港を基地にして零戦、零式輸送機、隼、立川キ９中連、立川キ３６中級などを配備した。 

 

日本が降伏してクマヨラン空港を連合軍に引き渡すと、スーパーマリンスピットファイアー、Ｂ－２５ミッチェ

ル、Ｐ－５１ムスタング、Ｐ－４０ワホーク、ＤＣ－４／Ｃ－５４スカイマスター、ＤＣ－６、Ｃ－４６コマンド、リベ

レーター、ＤＨ－９８モスキート、ハンドレページ ヘイスティングス、ボーイング３７７ストラトクルーザー、ロッ

キードコンステレーションその他もろもろの新鋭軍用機がクマヨラン空港の使用を開始した。日本軍が来る

前にいた軍用機と戦後クマヨラン空港を使いはじめた軍用機の性能は大きく様変わりしたようだ。 

そんな時期にガルーダ国営航空会社の前身となる Indonesian Airwaysが産声をあげた。独立を宣言した

ばかりのインドネシア民族指導部には航空機を持つ経済的な余裕などまだなかった。しかし広大なインドネ

シアの領土をあちこち訪問して異なる種族をひとつにまとめあげるためには航空機なしでは済まない。新生

インドネシア共和国の民族指導者スカルノとハッタの正副大統領コンビはふさわしい航空機を持つための運

動を開始した。 

 

１９４８年６月１６日、アチェを訪れていたスカルノ大統領はホテルクタラジャに集まったアチェの民衆を前

にして愛国心を奮い立たせる演説を行い、黄金２０キロを拠出してもらうことができた。その黄金で購入され

たのが、インドネシア民族がはじめて持った航空機ダコタＤＣ－３で、ＲＩ－００１スラワ(Seulawah)と命名さ

れ、主翼にはＲＩ－００１という文字がくっきりと表示された。スラワというのはアチェにある山の名で、黄金の

山という意味だそうだ。この飛行機は機体の長さが１９．６６メートル、主翼全長２８．９６メートルの大型双発

機で、時速３４６キロで飛行できた。 

この飛行機で政府要人はジャワ～スマトラ間を往復し、更には近隣諸国への外交も行なっている。１９４８

年１１月にはハッタ副大統領がスマトラを周遊した。ヨグヤカルタのマグウォ飛行場を飛び立ったスラワ機は

ジャンビに飛び、ジャンビからパヤクンブ、そしてクタラジャを訪れ、そこからパヤクンブ～マグウォというル

ートでヨグヤに戻っている。クタラジャではアチェの著名人たちを招いてジョイフライトを行った。１２月にはパ
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ヤクンブからクタラジャに海軍士官候補生たちを運び、またヨグヤに近いムラピ火山の航空写真を撮るのに

も使われている。 

 

１９４８年１２月にスラワ機はヨグヤからクタラジャ経由でカルカッタに向かった。機体の定期整備のため

だ。ところがオランダ植民地政庁は１２月１９日に第二次軍事攻勢を開始してヨグヤカルタのマグウォ飛行

場を占領した上、当時インドネシア共和国の首都だったヨグヤカルタを占領したため、スラワ機は整備が終

わっても帰国することができなくなってしまった。スラワ機の飛行に携わっていたひとびとも異国で生きてい

かなければならない。幸いにして航空機が手元にあるということで、１９４９年１月２６日にかれらはビルマで

Indonesian Airways という会社を設立し、チャーターフライトビジネスを行なった。 

１９４９年１２月のハーグ円卓会議でオランダがインドネシアの独立を正式に認めたとき、オランダ側はＫＬ

Ｍの Interinsular Divisionをインドネシアに譲渡することを承諾した。 

 

このＫＬＭ Interinsular Division というのは１９４７年８月１日にＫＮＩＬＭが会社を清算して事業活動を停止

したあとを引き継いで蘭印における空運ビジネスを行なっていたＫＬＭの一部門で、その事業体と商権をそ

っくり引き継いだスカルノ大統領はその事業体に Garuda Indonesia Airways という名前をつけた。 

 

１９４９年１２月２５日、ＫＬＭ Interinsular Division責任者がヨグヤカルタのスカルノ大統領を訪れ、インド

ネシアに譲渡される航空機の機体に新しい会社名を記載したいので、新会社名を教えて欲しい、と要請し

た。そのとき大統領はオランダ時代の著名なプリブミ詩人ラデン・マス・ノトスロトの書いたオランダ語の詩を

口ずさんだそうだ。 

Ik ben Garuda （われはガルーダ） 

Vishnoe's Vogel （ヴィシュヌの鳥） 

die zijn vleugels uitslaat hoog boven uw eilanden （おまえの島々を高く超えて翼を広げる） 

１９４９年１２月２８日、ヨグヤカルタからジャカルタへ戻るスカルノ大統領をクマヨラン空港に運んだのは、

Garuda Indonesian Airways と書き換えられたＫＬＭ Interinsulair Bedrijf所有のＤＣ－３型機で、ＰＫ－ＤＰＤ

と機体記号登録がなされたものだった。 
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ところがそのような名称の会社はまだ存在しておらず、NV Garuda Indonesia Airways社が設立されたの

は１９５０年３月３１日のことだった。 

ガルーダ航空はクマヨラン空港をホームベースにし、航空機編隊の充実に取り掛かった。コンベアメトロ

ポリタン、デ・ハビランドＤＨ－１１４ヘロン、ＤＣ－６Ｂ、ロッキードスーパーコンステレーション、ボーイング３７

７ストラトクルーザー、コンベア２４０・３４０・４４０などが初期の空運事業に使われた。１９５０年代になると、

サーブ９１サファイア、グラマンアルバトロス、ＤＨＣ－３オッター、エアロコマンダー、イリューシンＩｌ－１４、セ

スナ、そしてヌサンタラ航空機工業（IPTN)の前身であるヌルタニオ製のＮＵ－２００Sikumbang、Belalang、

Kunangなどがガルーダ空運編隊に加わった。 

 

１９６０年代になるとガルーダ航空の陣容はますます広がりを見せ、ロッキードＬ１８８エレクトラ、コンベア

９９０Ａコロナド、ＤＣ－９、フォッカーＦ２８フェローシップなどが加わる。そして１９７０年代にはＢ－７４７、Ｌ－

１０１１、ＤＣ－１０、エアバスなどジャンボ機の時代になり、ガルーダは１９８２年１月２２日からジャカルタ～

メダンのフライトにエアバスＡ－３００をはじめて運航させた。ＤＣ－１０はＫＬＭからレンタルした機体が１９７

３年１０月２９日のハジフライトではじめて使われている。クマヨラン空港を使ったジャンボ機はその二機種だ

けだった。 

１９５０年代から６０年代にかけて、インドネシア空軍もクマヨラン空港を使った。当時空軍が持った軍用機

種はＭｉＧ－１７、－１９、－２１、－３０、ーＩＳ ＵＴＩ、Ｉｌ－２８、ＴＵ－１６などで、インドネシア外交の影響が顕

著に見て取れる。インドネシア空軍はクマヨラン空港が持っていた２，４７５メートルの南北方向滑走路を使

った。クマヨラン空港のもうひとつの滑走路、１，８５０メートルの東西方向滑走路は民間商業機が使った。 

その後空軍はハリムプルダナクスマ空軍基地に集中し、クマヨラン空港は増加した民間商業フライトをさ

ばくことに専心する。ところが１９７０年代に入るともうその能力の限界が見え始め、１９７４年１月１０日には

ハリム空軍基地が民間商業機に開放されて第二国際空港の役をおおせつかることになった。それ以来、国

際線の多くはハリムを、国内線の多くはクマヨランを使うようになる。そのころにはもう、航空行政当局は新

たな大規模国際空港建設の計画に取り掛かっていた。 
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首都の中心部に空港を設け、４５４Ｈａの面積をそのために使うというような都市計画はもはや時代の流

れから取り残されてしまった。ハリム国際空港が廃止されるのは時間の問題だったと言えるだろう。おまけ

に航空機トラフィックはますます密度を増して、１９８０年代に入ると年間離着陸は１０万フライトを超え、４百

万人の乗客が利用するまでになったのだから。 

 

 

＜ スカルノハッタ ＞ 

こうしてタングラン北部のチュンカレンに新しい大型国際空港が建設され、そのスカルノハッタ国際空港は

１９８５年４月１日に営業が開始された。クマヨラン空港は１９８５年３月３１日まで営業し、その日をもって閉

鎖された。 

１９８５年６月２２～２３日、既に閉鎖されたクマヨラン空港でインドネシアエアショーが開催され、そこでＩＰＴ

Ｎが製作した航空機が初公開されている。クマヨラン空港の公式廃止は１９８５年１０月１日である。クマヨラ

ン空港跡地はクマヨランニュータウンとしてよみがえることになっていたが、国内の政変や国際経済クライシ

スのおかげで内容がかなり様変わりしていったようだ。空港エプロンだったダコタ通りに作られたアパートメ

ントが完成したのは１９９２年で、これがクマヨランニュータウンの初プロジェクトとなった。今では、この地区

の目玉になっているジャカルタフェア会場、商業センターのメガグロドックマヨラン、ミトラクマヨラン病院、クマ

ヨランモスク、The View・Mediterania Kemayoran・Puri Kemayoranなどの高層アパートメント群、ガンディスク

ールやユニバーサルスクールといった国際スクールが作られてニュータウンの面影を深めている。 

 

１９４０年にオランダ植民地政庁がオープンし、戦争の時代を経て１９８５年にクローズされたクマヨラン国

際空港には、激動の時代の歴史が残された。その４５年の生涯には、空襲の被害から航空機事故に至る悲

惨な面も貼り付いている。着陸ミスを起こしたビーチクラフト機、胴体着陸を行なったコンベア３４０、滑走路

で機体が折れたＤＣ－９、炎上したＤＣ－３、そしてＦ－２７機の全滅事故など、悲しむべき記録も空港解体と

ともに記憶の中で風化しつつある。 
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１９７０年代に入ると、航空行政当局は次代を担う大型国際空港を建設する場所の検討を開始する。南タ

ングラン・北タングラン・チュルッ・ジョンゴル・ババカン・マラカそして既存のクマヨランとハリムという８ヶ所の

候補地が挙げられ、最終的に北タングランに白羽の矢が立った。予備ロケーションに選ばれたのはジョンゴ

ルだ。 

一方ハリム空軍基地では、ジャカルタ国際空港をクマヨランから新大型空港に移す間のリリーフとするた

めの改装工事が開始され、クマヨランを使っていた国際線定期フライトが１９７４年１月１０日以降、ハリムを

使うようになる。 

新国際空港建設ロケーションが決まると、次は空港設計が行なわれる。政府はパリのシャルルドゴール

空港を設計したフランス人建築家ポール・アンドリューに白羽の矢を立てた。かれは熱帯の地インドネシア

の文化と風土に合わせた地元色豊かな建築物とその間を埋めるトロピカルな庭園という大きな特徴をスカ

ルノハッタ空港に付与することに成功している。建設工事の青写真には、滑走路３本・アスファルト道路・国

際線ターミナルに三つのビル・国内線ターミナルに三つのビル・ハジターミナルひとつなどが描かれ、総面

積１，７４０Ｈａという広大な敷地の中に、１９７５年から１９８１年までかかって利用者年間収容能力９百万人

規模の三階建てターミナルビルがひとつ完成した。こうしてジャカルタから２０キロ離れたバンテン州タングラ

ンでの新ジャカルタ国際空港建設プロジェクトが開始された。空港建設予定地は湿地帯の中にあり、開拓と

整地に大きいエネルギーが注がれたようだ。 

 

新空港建設工事が完了したのは１９８４年１２月１日で、第１ターミナル・エプロン・タクシーウエイ・滑走路

などが１９８５年４月１日の開業を待つばかりとなった。滑走路は２千４百メートルの長さで、２本が並行して

走っている。スカルノハッタ空港の開業でクマヨラン空港は閉鎖され、国内線フライトはすべてスカルノハッタ

に移り、同時にハリム空港からも国際線がスカルノハッタに移ってきた。ハリムでは定期フライトサービスが

なくなったが民間チャーターフライトサービスは残された。 
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第１ターミナルひとつで営業を開始した10スカルノハッタ空港は、続いて１９８５年５月１日に第２ターミナル

建設工事を開始し、利用者年間収容能力１千８百万人という規模のターミナルビルが作られ、１９９２年５月

１１日に工事が終了した。第１と第２ターミナルはそれぞれが３本のコンコースを持ち、個々のコンコースが

第１ターミナルは１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、第２ターミナルは２Ｄ、２Ｅ、２Ｆと命名されている。第１ターミナルは国内線

専用として使われ、第２ターミナルの２Ｄと２Ｅはすべての国際線、そして２Ｆはガルーダとムルパティの国内

線ターミナルとなった。 

ローコストキャリヤー向けとして企画された第３ターミナルは第１フェーズ建設工事が２００８年に終了し

た。ここには５つの旅客ターミナルとハジターミナルひとつが設けられる計画で、すべて完成すれば利用者

年間収容能力は２千２百万人という大規模なものになる。２００９年から稼動を開始した第３ターミナルビル

内第１ピアーは現在エアエイシアとマンダラ航空だけが利用している。このターミナルのための滑走路１本

は２０１７年完成予定で、それが完成した暁には、スカルノハッタ空港の３本の滑走路で年間６２３，４２０回

の航空機離着陸が可能になる。２０１０年のデータでは、一年間に２本の滑走路で国際線６１，１９７フライ

ト、国内線２４４，３４４フライトが取扱われ、更に年々過密度が上昇しているため、管制塔からの離陸許可を

待つ飛行機がタクシーウエーに並び、ひどい場合には飛行機が動き出してから離陸するまで３０分ほど時

間がかかるようなことも起こっている。 

 

スカルノハッタ空港の過密は乗降客の多さに顕著に現れている。２００３年の年間利用者は１，９７０万人

だったが、２００９年には３千７百万人となり、２０１０年には４，４２７万人に達し、２０１１年は更に５，１５０万

人にアップした。ジャカルタ発の早朝便に乗るために第１ターミナルは未明からたくさんの荷物を持ったひと

びとで埋まる。そんなところへやってきた乗客は車から降りてカートに荷物を載せ、航空券を持たない者は

入れてもらえないチェックインカウンターホールになんとか入るまではできても、そこからお目当てのカウンタ

ーまでほとんど動けない状態に陥ることも稀でない。 

 

 

10ハリム到着予定の 1985 年 3 月 31 日の最終便はすべてスカルノハッタ空港に着陸したので出迎えが混乱した。 
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空路が庶民の足になるそんな状況に至ったのは、ローコストキャリヤー時代の到来とミドルクラスの成育

がその背景にある。第１ターミナルと第２ターミナルそして第３ターミナルのピア一ヶ所が持っている利用者

年間収容能力は３千２百万人前後しかない。そこへ５千万人を超える利用者がやってくるのだから、フライト

数も乗客数も過密状態になる。更に空港が過密状態になるということは、空港と都内を結ぶメイン道路も過

密状態になることを意味している。他にアクセス手段のない空港自動車道が激しい渋滞に陥るのは当然過

ぎるほど当然だろう。 

 

ともあれ、政府はスカルノハッタ空港の利用者年間収容能力引上げを計画し、第１ターミナルを１千８百

万人、第２ターミナルを１千９百万人、そして２千５百万人にかさあげした第３ターミナルを早急に完成させ

て、２０１４年には総能力を６千２百万人とするための対応に取り掛かっている。だが、その先はどうなるの

か、という疑問がだれの胸にも湧いてくるにちがいない。 

政府はすでにタングラン市に対し、スカルノハッタ空港を更に拡張させるためにタングラン市トゥルッナガ

とコサンビの１０ヶ村およそ１千ヘクタールを空港用地に転用することを打診したが、住民の生計の資が失

われるとしてタングラン市は国の要望を拒否した。こうして新大型空港建設計画はジャカルタの東部へと向

かうことになった。 

こうして登場したのがカラワン新国際空港案だ。能力拡張されたスカルノハッタ空港が急激に増加してい

る利用者数を支えられるのは２０１５年ごろまでだろうと見られており、それを超えて現在のような過密状態

に陥った場合でも、２０１８年には確実にパンクすると予想されている。つまりスカルノハッタ空港を補完する

国際空港は２０１８年までに建設されなければならないということなのである。 

 

 

＜ カラワン ＞ 

政府は西ジャワ州カラワン県に新大型国際空港を設ける企画を整え、そのフィーシビリティスタディは２０

１３年１月はじめに完了した。あとは場所の指定を待つばかりとなっている。候補地としてカラワン県内の５ヶ

所が挙がっているが、検討の中では県北部の海岸に近い地区が最有力と見られている。たまたま首都の海
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運貨物の門戸であるタンジュンプリウッ港も貨物という違いはあるもののスカルノハッタ空港と似たような状

況に陥っており、タンジュンプリウッの貨物物流を分担するための大型海港建設プログラムが既に確定して

いる。この海港はジャカルタからおよそ百キロ離れた西ジャワ州カラワン県チラマヤの海岸部が指定されて

おり、新空港をそこへ隣接させれば鉄道や道路などの交通インフラ建設は高い効果が期待できるものにな

る。おまけにジャカルタからチレボン～スマラン方面に向かう既存のジャワ島北岸鉄道路とジャワ島北岸街

道への接続が容易で、またトランスジャワ自動車道チカンペッ～チレボン区間の新規建設工事も既に始め

られており、スカルノハッタ空港よりも空港アクセス路の便宜は高いものになるだろう。ましてやスカルノハッ

タ空港へのアクセスは首都圏各地域から都内に車が集まってくる形になっており、その軽減をはかってジャ

カルタ外環状自動車道の建設が行なわれているものの、残るＷ２区間の土地収用が捗らず本格工事はま

だ取り掛かれないありさまだ。結果的に都内環状自動車道から空港自動車道に至る交通の流れが大混雑

を起こしており、それをジャカルタの東部に分散することができれば、都内の交通渋滞軽減は効果が上がる

のではあるまいか。 

 

カラワン空港は決してスカルノハッタ空港の代替を意図して作られるものではない。首都圏が既に持って

いるスカルノハッタ空港とハリムプルダナクスマ空港にもうひとつ空港を加え、マルチ空港体制にすることを

航空行政当局は志向している。その新空港では国際線と国内線の双方が運航され、最終的に利用者年間

収容能力は１億人という構想のもとに設計がなされることになっている。 

政府はスカルノハッタ空港の能力を年間６千２百万人とするための拡張工事を２０１４年に終わらせてか

ら、２０１５年にカラワン新空港を着工する意向で、２０１８年までに第１フェーズを完了させて利用者年間収

容能力３千万人の空港として稼動を開始させる計画だ。 

ただし、基本的な条件としてまだ確定していない要素のひとつに、西ジャワ州政府との合意と契約があ

る。西ジャワ州はバンドン郊外のフセインサストラヌガラ国際空港をバンドン市から６０キロほど離れたマジ

ャレンカ県クルタジャティに移転させることを決め、２０１６年の開業日程を組んでいる11。そこへもってきても

 

11 2022 年末に開業したようだが定期フライトを見かけたとがない。 
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うひとつの巨大新空港建設とその後の管理問題を国が持ち込んでくることに対し、どのような姿勢を採るの

かがまだはっきり示されていない。 

ともあれ、このカラワン新国際空港が実現したとき、そこは依然としてジャカルタ国際空港と呼ばれるよう

になるのだろうか？(完) 
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「陸軍点描（１）」（２０２３年０２月０７日） 

インドネシア国軍の陸軍には戦車部隊がある。戦車が世に誕生する前の時代では騎兵が歩兵と呼応し

て戦争していたものが、戦車が出現してからは騎兵が徐々に駆逐されて戦車部隊に入れ替わっていった。

だからほとんどの国が戦車部隊のことを、昔の騎兵を意味するキャヴァルリ系統の言葉で呼び続けている。

インドネシアもそれに倣って kavaleriを戦車部隊の呼称にしているが、インドネシア陸軍はいまでも騎馬部

隊を擁しているので、戦車に乗る兵隊も馬に乗る兵隊もカヴァルリと呼ばれている。 

東南アジアでそんなことをしているのはインドネシアくらいであり、他の諸国の軍隊にはもう騎馬部隊がい

なくなっているそうだ。インドネシア国軍陸軍騎兵カヴァルリ支隊指揮官はコンパス紙記者にそう語ってい

る。 

 

インドネシア国軍陸軍部内に公式にカヴァルリが誕生したのは１９５０年２月９日だった。インドネシア共和

国主権承認がなされて間もない時期だ。それまで共和国を名乗る武装叛乱者を叩き潰そうとしていたＮＩＣＡ

から戦車を寄贈され、国軍カヴァルリが公式に誕生したのである。車両メンテナンスから操作に至るまで、Ｎ

ＩＣＡ軍人がさまざまな手ほどきをした。 

ならばそれまで、インドネシア国軍は馬も戦車も持っていなかったのか。そんなことはない。組織としての

部隊が存在しなかっただけの話なのである。古来からヌサンタラ各地の王国には騎馬兵団がいて、戦争の

たびに弓部隊・槍部隊などと呼応しながら騎馬兵団が敵陣地の中に突入して暴れまくり、後を追って歩兵が

なだれこんでくるという戦術は当たり前のものになっていた。 

独立宣言以後の対ＮＩＣＡ戦では、圧倒的なオランダ側兵器との性能差が共和国軍側にゲリラ戦を強いた

ために、そのような会戦は見られなかったようだ。しかし騎馬軍団がなくとも、馬を使って機動性を高めるこ

とを軍隊がしないはずはあるまい。 

独立宣言直後にやってきたＡＦＮＥＩ軍との戦闘では何度か大規模な会戦が行われており、そこに騎馬軍

団は登場しなかったにせよ、インドネシア側は日本軍が持ち去らせた大砲・迫撃砲・高射砲・戦車などを使っ
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て戦争した。共和国陸軍はその発端から戦車を持ったということが言えるだろう。更にはＡＦＮＥＩ軍との戦

争、ＮＩＣＡ軍との戦闘などで敵から奪った戦車が適宜使われていたのだから、独立宣言直後のプリブミ戦闘

集団をあまりにも貧困のイメージで眺めるのは間違いのもとになるかもしれない。 

１９４５～４６年の状況は拙著「スラバヤの戦闘」をご参照ください。12

《 http://indojoho.ciao.jp/koreg/hbatosur.html 》 

 

インドネシア国軍戦車部隊は最初、イギリス製 Humber 1 Scout と米国製 Stuart M3A1を主力車種にし

た。それらの軽戦車はバンドン・パレンバン・メダン・マグランに置かれ、南マルク共和国、ダルルイスラム／

インドネシアイスラム軍、プルメスタなどの国内叛乱鎮圧のために出動した。他にもオランダ王国軍から中

古の AMX13を購入したり、イギリスから Scorpionや Stormer を買っている。 

１９６０年代に英国アルヴィス社製 FV601サラディン Mk2が購入されて戦車部隊の主力マシーンになっ

た。６対のタイヤを履いて７６ミリ砲を主砲にするサラディンは、たくさんの島に別れ、しかも島内が多くの川

で分断されているインドネシアの地形にふさわしいものとして選択されたようだ。そのサラディンという名称

は１２世紀の十字軍戦争でヨーロッパ勢の強敵になったアユビ王朝の開祖ソラフディン・アルアユビを指して

いる。クルド族の出自であり、マムルーク騎馬兵団を率いて戦場を疾駆し、ヨーロッパ勢を大いに苦しめたイ

スラムの英雄のひとりだった。 

サラディンの兄弟車種が FV603サラセンで、こちらは兵員輸送機能をメインにしていて、車体後部が平ら

になっている。このサラセンが幅広くインドネシア国民大衆の目に触れたのは、Ｇ３０Ｓ事件で殺されてルバ

ンブアヤで発見された将軍たちの遺体の葬儀パレードが行われた際に、遺体の入った棺を積んでカリバタ

墓地に向かう姿だった。[ 続く ]  

 

 

12 本書 57 ページ参照 
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「陸軍点描（２）」（２０２３年０２月０８日） 

Saracen というのはシナイ地方にいる遊牧民を指す言葉だったが、後の十字軍戦争時代にはヨーロッパ

軍の敵にあたるムスリム一般の呼称として使われた。元来は固有名詞であり、インドネシア人にとっては外

国語でしかない。そのためにたいていのインドネシア人はその綴りに従ってサラチェンと発音している。 

サラディンはあまりにも長く現役を務めた。PT.Pindadが国産の戦闘用装甲車両を最初に手掛けたのは、

１９９９年に設計が開始されて２００２年から生産された APR-1Vだった。APR とはインドネシア語で兵員輸

送軽車両を意味している。次いで APS-1 と称する兵員輸送中車両に移って APSが三車種続き、Badak と

名付けられた FSV火力支援車両が２０１３年に生産開始された。２０１８年に１４両のバダッが国軍に納入さ

れて、サラディンはやっと後継者に肩の荷を下ろすことができた。バダッの主砲には９０ミリ砲が装備されて

いて、サラディンよりは戦闘能力も運動能力も優っている。 

 

実は、サラディンに交代させるための戦車としてインドネシア国防省はもっと早い時期にドイツ製重戦車

Leopardの購入を決めていた。ドイツ人はその綴りをレオパーズと発音し、インドネシア人もその綴りをレオ

パールと発音するので、英語式発音のレパーズはここで使わない。 

２０１１年、インドネシア政府はオランダ王国から中古のレオパール１００台を購入する予定であることを公

表した。ところがオランダ王国議会は政府に対し、基本的人権違反行為に使われるおそれがあるとしてイン

ドネシアへの売却を禁止した。しかしそんなことで諦めるインドネシア政府ではない。政府は製造元のドイツ

に商談を持ち込んだ。ドイツ政府はＯＫを出した。 

レオパール２型１０３台の商談がまとまり、そのうちの６３台はレボルーションモジュール改造型が納入さ

れることになった。２０１３年に最初の２台が到着して、その年の国軍創設記念式典にその勇姿を示すことが

できた。２０１６年にはレボルーション型２台が届いている。 

 



陸軍点描-戦車隊 

108 

 

インドネシア国内にも、国防省の重戦車購入決定に反対する声が最初から上がっていた。多島嶼国家で

あり且つ高山が多く、たいていの島々が激しい起伏を持っているインドネシアの地形を見るなら、重戦車を

使う戦闘が行われ得る場所は限られていて、他の場所では重戦車の利点が発揮できない。 

そもそも兵器開発が長足の進歩を遂げた現代では、戦車戦が起こる可能性はたいへん小さいし、たとえ

起こったところでそれが戦局に大きい影響を及ぼすことも考えにくい。ましてや、５２トンもの重量物が路上を

走れば、道路舗装は破壊されてしまうだろう。 

しかし国防省が重戦車購入を決めた理由は、国土防衛のためではなかった。いや、そのような国土防衛

における戦術面での視点からではなかったと言うほうが適切だろう。 

重戦車の保有は域内軍事バランスの拮抗のために必要なのだ、と陸軍参謀総長は述べたのである。そ

れがインドネシアの持つ軍事力の総合評価を左右することになる。マレーシアはポーランド製重戦車 PT-

91、ベトナムとミャンマーはロシア製重戦車を持っている。レオパールがやってくるまで、インドネシアの評価

はフィリピンやティモールレステと同じレベルになっていた。 

その説明はまるで、高額な重戦車を実用面で購入するのでなく、金持ちが豪邸や自家用機を誇示するが

ごとく、社会心理面における飾り物にするために購入するような印象を与えそうだ。確かに、戦車というもの

が局地的な戦術兵器以上のものになりえなくなった現在、重戦車はその意味で中途半端な存在になってし

まったのも間違いあるまい。[ 続く ]

 

 

「陸軍点描（３）」（２０２３年０２月０９日） 

しかしインドネシア国防省は重戦車が人間の心理に与える影響に焦点を当てたように思われる。専門家

が作っている軍事力評価などというものはしょせん机上の計算でしかなく、評価の高い軍隊が百戦百勝す
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る保証がそこから得られるとは思えない。兵力兵器の多寡と性能は静的なものでしかない。それを扱って最

大の効果を出させるのは人間なのである。 

兵隊が個々に、あるいは兵器が自分で動いて戦争するのではないのだ。用兵と武器兵器の操作能力、

戦略と戦術の立案と巧みな指揮によるその実現によって、単なる数値が最高のパワーを発揮するようにな

るのではないか。人間の能力が静的な数値を動かして軍事力を具体化させるプロセスがそこに存在してい

るのであり、それが軍事力のぶつかり合いに最終判定を下すというのが古来からの真理ではなかったろう

か。 

 

おまけに戦争の力の対決部分は軍隊が担うものの、戦争の勝敗は政治が決めるのであって、完膚なき

まで叩き潰されて無条件降伏し、敵にすべてを差し出すような戦争の例はむしろ少ないはずだ。軍事対決

の優劣がある程度読めたときに、どの国もそれぞれ深手を負わないようにして終戦交渉を始めるのが世界

史における戦争の通例ではなかったろうか。 

戦争はあくまでも人間が口火を切り、そして人間が終わらせるものだ。戦争を望む人間にその口火を切ら

せることをためらわせる要因として機能するものがあるなら、これほど戦略的要素に満ちているものはある

まい。インドネシアに軍事攻勢をかけようとする人間の心理に重戦車が水をかけることができるなら、これほ

ど戦略的な兵器はないだろうというのが国防省の考えだったのであれば、われわれにもうなずける余地は

出てくる。そうであるなら、あとはそれに費やされる国費の大きさに関するバランス感覚に問題が移って行っ

てしかるべきだろう。戦争抑止を左右する戦略兵器に充てる金額の問題が次に起こるべき議論ではないだ

ろうか。重戦車が戦略面で持つ効果の値段はいくらだったのだろうか？ 

しかし別の軍事評論家は異なる視点からこの問題を指摘した。インドネシアの外交戦略として重戦車を持

つことは必要であるとかれは自著に書いている。インドネシア国軍は昔からたびたび国連からの要請に従っ

て、国連軍として紛争国への派兵に応じてきた。派兵先国で重戦車の存在を示すことは、国際平和への貢

献の一助になるのだ。 
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PT PINDAD という国有の軍事機材開発製造会社は由緒を遠くさかのぼることができる。このピンダッとい

う名称は PerINDustrian Angkatan Darat の短縮語だが、決して共和国政府が最初からその名前でこの会社

を興したわけではない。この会社の発端はヘルマン・ヴィレム・ダンデルス第３７代総督が１８０８年スラバヤ

に発足させたオランダ東インド軍のための武器兵器生産・改造・メンテナンス工場なのである。それはＶＯＣ

消滅後の軍事力空白期に、東インド防衛のためにダンデルスが作り上げた新しい軍隊を装備面で支える柱

となるべくして誕生したものだったのだ。それは Constructie Winkel と命名された。実に、ヌサンタラにおける

軍事産業の第一ページを飾る会社だったのである。 

オランダ語のヴィンクルという言葉は英語のワークショップに対応していて、インドネシア語 bengkelの語

源になった。オランダ語ではワークよりもショップの意味で使われることが多かったらしく、店員・店主・ショッ

ピングセンター・アーケード・ショーウインドーおまけに万引きにまでその語が使われている。インドネシア語

のベンケルは加工作業がそこで行われるのが普通の用法になっていて、単に商品を並べて販売しているだ

けのショップをベンケルと呼ぶことはしないようだ。 

ダンデルスはさらに大型の弾薬製造工場をスマランに設けて Proyektiel Fabriek と呼んだ。そこには化学

薬品ラボが付属した。オランダ語のファブリックは英語のファクトリーであり、それがインドネシア語 pabrikの

語源になった。[ 続く ] 

 

 

「陸軍点描（４）」（２０２３年０２月１０日） 

１８５０年、オランダ東インド政庁は海軍のための弾薬製造工場をスラバヤに設けて、それを

Pyrotechnische Werkplaats と称した。翌１９５１年、ダンデルスがスラバヤに作った Constructie Winkelの名

称が変更されて Artillerie Constructie Winkel となり、その傘下にスマランの弾薬製造とスラバヤの弾薬製

造および化薬品ラボが含められて単一事業体の形に変化した。 
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それから半世紀以上が過ぎて、１９１４年に第一次世界大戦が勃発すると、政庁は戦略的に重要な産業

をより安全な場所に移すことを考えた。海岸から近い場所よりも内陸山岳部の方が敵に奪われにくいと考え

たのかもしれない。スラバヤの ACW と傘下工場は１９１８～１９２０年にバンドンに移され、バタヴィアのメス

テルコルネリスに設けられた兵器改良とメンテナンスの教育を行う機関もバンドンに移った。化薬品ラボは

スマランで活動を続けたが、１９３２年にバンドンに移って全員集合が成り、最終的にバンドンに集まった武

器兵器産業は Artillerie Inrichtingenの名称でひとくくりにされた。 

 

日本軍がインドネシアを占領したあと、火砲設備グループのキアラチョンドンに設けられた武器兵器製造

工場は第一鋼造と命名されて最重要工場になり、メステルから移った教育機関が第二鋼造、化薬品ラボが

第三鋼造、弾薬製造工場が第四鋼造、パナママウント工場が第五鋼造とされた、とイ＿ア語ウィキペディア

に書かれているが、別のサイトには異なる内容が記されていて、確信が持てない。 

 

共和国独立宣言のあと、進駐して来たＡＦＮＥＩ軍とジャカルタ市民の間で戦闘が始まり、ＡＦＮＥＩ軍がジャ

カルタの鎮圧にかかりきっているとき、バンドンで独立派市民と青年層が主要施設の接収を始めた。その結

果、ジャワ全島の鉄道を総括する鉄道本部、電信電話局本部、キアラチョンドンの第一鋼造などがインドネ

シア人の手に落ちた。インドネシア人は第一鋼造を Pabrik Senjata Kiaracondong と呼んだ。 

その状況を復旧してバンドンの統制を確保するために、ＡＦＮＥＩ軍は共和国国民保安軍と民兵に対する

攻撃を行ってプリブミ市民をバンドン市内から追い払った。市民は市内から退去するとき、自分たちの暮らし

ていた街がアンチ共和国の西洋人に利用されることを嫌って、全市を火の海にして去って行った。それが後

にバンドン火の海事件と呼ばれて、愛国精神を国民の胸に呼び覚ます社会記憶となって定着した。 

バンドンを取り戻したＮＩＣＡはキアラチョンドン兵器工場を銃火器生産部門と弾薬生産部門に分け、それ

と化薬品ラボをセットにして Leger Produktie Bedrijvenを作った。日本人が第二鋼造と呼んだ元来の教育機

関は Central Reparatie Werkplaatsになった。 
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１９４９年１２月２７日のインドネシア共和国主権承認調印のあと LPBはインドネシア政府に移管され、イ

ンドネシア人はそれを Pabrik Senjata dan Mesiu と呼んだ。この武器火薬工場の主人になったインドネシア

人はまず９ミリ口径ライフル銃の製造に取り掛かり、１９５０年１１月にはそのマスプロ生産が開始された。 

工場側は銃器の機種を増やして生産量も向上させようとしたが、なかなか円滑には進まない。主権承認

後もインドネシアに住んで設計や生産活動の中核を担っていたオランダ人が、インドネシア側の対オランダ

政策の変化によってインドネシアでの居住を諦め、オランダに去って行く傾向が生じた。立ちどころに工場で

の生産活動に影響が及び、最悪の時期には生産ラインが半減以下になったこともある。一方で新型生産機

器の導入をはかり、また小口径弾薬生産ラインを新設するなど、工場も適宜必要な対策を推進した。 

１９５８年１２月、工場が陸軍直轄になって Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat と改名され、その長すぎ

る名前は Pabal AD と短縮された。パバル ADになってから、技術者の海外研修が行われるようになり、そ

の流れの中で形成されたビジネス関係が外国同業先進メーカーからの技術指導や共同開発の道を開い

た。軽火器を専門にする部門が作られ、マラン県トゥレンにあったキャッサバ製粉工場で新部門は弾薬製造

を開始した。[ 続く ]

 

 

「陸軍点描（５）」（２０２３年０２月１３日） 

陸軍の兵器工廠となったパバルは１９６２年ピンダッに改称された。そしてピンダッ製銃火器類に対する

種々のテストが実施されて、いくつかの製品が最終的に陸軍正式兵器に採用された。 

１９７２年、陸軍はこの軍事産業部門を軍内の一部隊として扱うことにし、Komandoの名称を冠したので、

組織名称は Kopindad となった。その形態は１９７６年まで続き、その後また旧態勢に戻されている。 
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その後１９８０年代になって、国を代表するこの軍事工場が陸軍の管下にあるのはより自然な発展の機

会を狭めるものになりかねないという議論が起こり、政府は国有の株式会社にすることを決めて１９８３年に

会社の形態を変更させた。 

ピンダッの製品ラインナップは次の通り。 

突撃銃、歩兵銃、機関銃、拳銃、短機関銃、散弾銃、狙撃銃、 

グレネードランチャー、迫撃砲 

兵員輸送軽車両、兵員輸送中車両、放水車、火力支援車両、戦車 

水上機器、農機、建設機械 

などとなっている。 

 

国軍カヴァルリの戦車部隊には、ユニークな不文律がある。部隊内で鼻ひげをたくわえるのは少佐以上

の階級に限られているのだ。少佐以上が全員鼻ひげをたくわえているわけでもないが、鼻ひげをたくわえて

いるのは決まって少佐以上の階級になっている。少佐に昇級した者はたいてい、その喜びで鼻ひげをたくわ

えるという話だ。 

大尉以下の者が鼻ひげをしても、何も規則違反に該当しないから、誰にもそれをとやかく言うことはでき

ない。ところが、外部から移って来た鼻ひげをしている大尉以下の者は、みんないつの間にか鼻ひげをそっ

てしまっている。部隊から軍管区司令部など外部機構に勤務を命じられた者の中には、その間鼻ひげをたく

わえる者もいる。そしてその勤務期間が満了して部隊に戻って来ると、また鼻ひげをそり落して出勤してくる

のだそうだ。 

戦車部隊員はみんな黒色ベレー帽をかぶっている。世界中がそうしているという話であり、インドネシアで

もそれに倣った。どうして黒色が選ばれたのか？戦車の機械油で汚れるから最初から黒にしておけば目立

たない、というのがその理由だったのではないかな、と戦車兵たちは語っている。 
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一方騎兵部隊についても、カヴァルリが公式編成されたときに部隊編成が行われた。独立を維持するた

めの戦闘行動の中で馬は適宜使われていたのだが、馬を扱う特別の部隊が作られらことはなく、国軍内の

一部隊として発足したのがそのときだった。そのとき戦車とは別に、オランダ側は２０頭の戦闘馬を国軍に

寄贈した。その後国軍は１９５７年にオーストラリアから１７８頭、１９６７年にはパキスタンから８０頭というよ

うに適宜購入を行って騎兵部隊の維持に努めている。 

現在は２３６頭を擁する騎兵カヴァルリ支隊として、パトロール活動を主要任務にしているが、共和国の動

乱の歴史の中で過去に起こったさまざまな国内叛乱に出動した戦歴を持っている。西ジャワのダルルイスラ

ム／インドネシアイスラム軍蜂起、Ｇ３０Ｓ鎮圧戦、東ティモール制圧戦などだ。ただし２３６頭は予備の馬を

含めた数であり、公式部隊編成は１２０頭になっている。その２３６頭の種別はスペイン・カザフスタン・オー

ストラリア、そして国産スンバワ種などで構成されている。 

スンバワ馬については拙著「ヌサンタラの馬」がご参照いただけます。 

http://omdoyok.web.fc2.com/Kawan/Kawan-NishiShourou/Kawan-68KudaNusantara.pdf 

[ 続く ] 

 

 

「陸軍点描（終）」（２０２３年０２月１５日） 

２０１６年のコンパス紙記事によれば、コパッススの部隊組織は次のように構成されている。総司令部は

東ジャカルタ市パサルボのチジャントゥンに置かれ、そこには実動部隊第３グループと第８１ユニットが同居

している。バンドンのバトゥジャジャルには教育訓練センター、バンテン州セランに実動第１グループ、中部

ジャワ州ソロに実動第２グループが配置されている。 

コパッススが歴史の中で紡ぎ出した赫赫たる成果には次のようなものがある。その筆頭がタイのドンムア

ン空港におけるハイジャックされたガルーダ航空機の解放作戦だろう。１９８１年に起こったこのハイジャック
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事件では、ジャカルタ発メダン行きガルーダ航空 DC-9機が５人の武装ハイジャッカーに乗っ取られてマレ

ーシアのペナンへ行くよう命じられ、その後バンコックに飛んだ。ドンムアン空港で駐機中のガルーダ機に、

バンコックに出動したコパッスス部隊員が突入してハイジャッカーを倒し、全乗客と乗組員を解放するのに

成功した事件だ。 

１９９６年にはパプアムルデカが拉致したロレンツ探検調査団の学者たちを救出し、１９９７年にはエヴェ

レスト登山を行って、東南アジア初の登頂を成功させた。２００８年にはディスカヴァリーチャンネルがコパッ

ススを世界第三位のエリート戦闘集団に位置付けた。イギリスＳＡＳ、イスラエルＭＯＳＳＡＤに続く栄誉だ。 

 

国連の派兵要請に応じてコパッススが海外に出動することは昔から行われてきた。１９６２～６３年にコン

ゴに向けて派兵されたガルーダ第３派遣部隊の特殊部隊員３０名がタンガニーカ湖で２千名の反乱兵を投

降させたできごとは世界の戦史に残るエピソードとして語られている。 

その当時、コンゴの民衆はたいへんに迷信深かった。その心理をとらえて、特殊部隊員は奇妙な作戦を

立案した。コンゴ人に幽霊だと思わせる姿をして反乱軍部落に接近し、攻撃をしかけるアイデアだ。 

夜明け前のまだ深い闇の下で、隊員は白い長衣を着て小舟に乗り、さまざまな音を鳴らしながらタンガニ

ーカ湖西岸の反乱軍部落に接近して行った。たいした応戦も起こらず、反乱軍は湖から来た幽霊に降伏し

たそうだ。 

 

スカルノレジーム末期にマレーシア連邦結成に反対してインドネシアが起こしたドゥイコラ作戦のおり、バ

トゥジャジャルで特殊部隊員の教育訓練を受けた経験を持つスンビ准尉が北カリマンタン国軍内で兵員を

募り、ディポヌゴロ師団からの志願兵を加えて５０人の潜入部隊をヌヌカンから隣国に送り込んだ。もちろん

指揮官のスンビも一緒だ。この部隊の目標はブルネイの油田からサバ・サラワクに通じる油送パイプと設備

を破壊して敵国を混乱させることにあった。 

国内かく乱を目的にしてインドネシアの戦闘部隊が領土内に潜入したことをイギリス軍が知ったのは１９６

６年６月で、ＳＡＳを中心にしたイギリス軍、オーストラリア・ニュージーランドおよびグルカ兵インド人部隊が

総出で潜入部隊の発見逮捕に動き出した。 
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潜入部隊は身を隠すためにカリマンタン島中央部の山岳地帯を覆っている未開のジャングルを移動し、

標高１千８百メートルを超える高山をも通った。しかしこの作戦はたいした戦果をあげることができなかった

ようだ。隊員は敵に捕まったりして減少し、指揮官のスンビはその年９月２日にイギリス軍に捕らえられた。 

 

東ティモールで対フレティリン鎮圧戦争を行っていたインドネシア国軍ナンガラ部隊所属の一小隊が１９８

３年１月、突然に圧倒的多数の敵と遭遇した。そのとき、ポニマン・ダスキ中尉率いる小隊は９人になってい

て、３百人の敵に襲い掛かられたのである。特殊部隊員スパルラン一等兵が９人の中にいた。スパルランは

仲間を逃がすために敵軍の前に躍り出て敵の注意を集め、銃を撃ちまくった。そして弾丸が撃ち尽くされる

と、今度は手りゅう弾を握りしめて敵兵の中に突進し、敵兵を道連れにして自爆した。 

フレティリン部隊指揮官はその姿に感銘を受け、スパルランの最期を知らせるためにインドネシア国軍司

令部に手紙を送った。スパルランは上等兵に特進され、加えてバトゥジャジャルの教育訓練センター内にあ

る訓練場のひとつにかれの名前が冠せられた。[ 完 ] 
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「インドネシア諜報史（前）」（２０２３年０２月１６日） 

ライター： コンパス紙記者、イワン・サントサ 

ソース： ２０１５年１月２６日付けコンパス紙 "Penggawa dari Masa ke Masa"  

最初に作られたインドネシア諜報機関は Badan Rahasia Negara Indonesia という名称になっていた。短縮

名称は BRANI となる。インドネシア共和国大統領をユーザーにするこの機関は、オルバ時代に６回名前を

変えた。Badan Koordinasi Intelijen Negara は BAKIN と呼ばれてポピュラーになり、メガワティ大統領時代に

は Badan Intelijen Negara と改名されて BIN と呼ばれた。 

マレーシアとの対決時代に Biro Pusat Intelijenだったこの機関名は、３２年間続いたスハルト大統領率い

るオルバレジームの初期に Komando Intelijen Negara (KIN)に変更された。ＡＢＧと呼ばれた、オルバレジー

ムを支える三本柱としての国軍・行政機構・ゴルカルという政権基盤の中心的役割を軍と諜報界が担った。 

 

オランダに支配されていた時代はオランダ東インド政庁に、プラムディア・アナンタ・トゥルが「人間の大

地」から「ガラスの家」に至る歴史小説の中で何度もその名を述べている政治情報局 Politiek Inlichtingen 

Dienst と呼ばれる部門があった。２０世紀初めにヌサンタラに設けられたその諜報機関によって、インドネシ

アプリブミ社会の暮らしがいかに支配者の監視の目の行き届く透明なガラスの家にされていたかをそのタイ

トルは象徴的に物語っている。植民地支配者への批判を最大の脅威と見なしたことで、オランダ東インド諜

報機関は世界の変化と国外からの脅威（つまり太平洋戦争）に対して後れを取ることになった。 

概略はそうだったにせよ、ヌサンタラの歴史における左翼右翼運動から社会に生まれたさまざまな政治

的宗教的流派に至る詳細な全貌を PIDは正確に記録した。インドネシア共和国初期の時代に極左極右に

位置付けられたグループもそこに含まれている。社会主義・共産主義・宗教硬派の諸グループが PIDの記

録に詳述されているのである。 
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インドネシア大学卒の歴史家で、マウルウィ・サエランの生涯を著述したヘンドリＦイスナエニは、現代イン

ドネシアに存在している過激派グループの生成発展の経緯をインドネシアの諜報機関が解明するのに PID

の保存資料が利用される可能性は低いと語っている。 

「インドネシア諜報界の父、スルキフリ・ルビスは日本軍諜報機関に育てられた。かれがオランダの資料

や手法を使った可能性は低い。彼の思考パターンやスタイルは日本陸軍のものを基盤に置いていた。」ス

ルキフリ・ルビスの実子、フィルマン・ルビスにインタビューしたことのあるヘンドリはそう述べている。 

１９４５年から始まって１９９８年のレフォルマシ以後まで続いているインドネシアの社会生活の状況は、

BRANIから BINに至るまでの各諜報機関時代にその長官が取った方針の影響を色濃く受けた。少年期の

名前ヤンで呼ばれることも少なくないスルキフリ・ルビスは、あの時代に日本の議会で優勢だった日本陸軍

の主要パターンである二重機能に影響された。 

日本ファシズム占領時代にマラヤ・ジャワ・スマトラは陸軍の管轄下にあった。カリマンタン・バリ=小スン

ダ・スラウェシ・マルク・パプアは日本海軍の管轄下に置かれた。その状況がスルキフリ・ルビスをして種々

の役割を積極的に担わせるように方向付け、その結果チキニでのブンカルノ手りゅう弾襲撃事件の嫌疑ま

で受ける破目になった。 

 

マレーシア撲滅闘争時代に、BPIはスバンドリオが統率した。外相と第一副首相を兼務しながらの就任だ

った。伝統的に諜報界を牛耳っていた軍部はスバンドリオが指揮する諜報活動に大反対した。スハルトレジ

ームになってスバンドリオは結局、２９年半の間、政治犯として闇の中に押し込まれた。 

カリマンタンで軍管区司令官を務めたことのあるスハリオ、別名ハリオ・ケチッは回想録の中で、「カリマン

タンの国境付近で国軍部隊と民間人志願兵部隊が行ったイギリスコモンウエルス部隊との戦闘では、往々

にしてインドネシア側が不利な状況に置かれて犠牲者をたくさん出した。それはインドネシア軍側の内部状

況が敵に洩れていたためだった。」と記している。諜報部門の内部不統一と反スパイ活動の粗漏を浮き彫り

にしたような話だ。[ 続く ] 
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「インドネシア諜報史（後）」（２０２３年０２月１７日） 

１９５０年代に多数の陸軍士官が米国で特別訓練を受けた。それは米国とソ連間の冷戦が激化した時期

であり、１９８９年まで続いた。米軍による特別訓練の初期にインドネシアの陸軍諜報部門士官はフィリピン

の東側にあるサイパン島で訓練された。数波に分かれて米国式訓練を受けた諜報士官たちが、スハルトレ

ジームの権力構造を支えるバックボーンになったのである。 

１９５９年に米国のスタッフ・コマンド教育機関で訓練を受けたひとりであるストポ・ユウォノが１９６８年から

１９７４年まで KIN と BAKINを統率した。１９６７年５月１６日のコンパス紙によれば、かれは１９６５年１０月１

日午前６時にパンガベアン少将と共にジャカルタからカリマンタンに飛んだ。そしてＧ３０ＳＰＫＩ事件の発生を

カリマンタンで知った。 

かれを交替して１９７４年から１９８９年まで BAKINを統率したヨガ・スゴモ中将は日本軍政期に日本の軍

隊教育を受け、更にイギリスのマンスフィールドでの教育を経たのち、米国のニューヨークで常駐代表部の

長を務めた。１９７８年５月９日付けコンパス紙は記事の中で、共和国独立闘争期以来かれは諜報部門の

任務に就いていたと書いている。 

その時期、インドネシアは米国および西側陣営と親密な関係にあった。ヘンドロプリヨノの指揮下にあった

BINの時代に書かれたケン・コンボイの著作「インテル：インドネシア諜報機関の内側」に記されているよう

に、ソ連・北朝鮮・東側陣営諸国の代表部事務所はインドネシア諜報機関の作戦目標になった。日本赤軍

やＰＬＯあるいは宗教過激派グループからの攻撃への対応やラディカリズムの弱体化、その他種々の諜報

作戦を BAKINは展開している。 

 

オルバレジーム末期の１９８９年から１９９６年４月まで、スディビヨ中将が BAKINを率いた。スディビヨは

その就任スピーチで、ますます拡大する貧富の差こそが脅威なのであり、学生は自分たちの知識人として

の役割を自覚するべきであり、学生を脅威と見なすことはしない、と語っている。 
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１９９６年４月に BAKINを引き継いだムトイブ中将の統率期間は短かった。１９９６年４月から１９９８年５

月２１日までだ。新長官になって間もなく、１９９６年７月２７日事件が発生した。メンテン地区ディポヌゴロ通

りにあるＰＤＩＰ党本部襲撃事件だ。BAKIN長官の交代時に政治情勢は既に熱を帯びていたのである。かれ

の退任はスハルト大統領の辞任とほぼ時を同じくしていた。 

 

そのオルバ期に次のような一連の事件が起こっているのだ。１９７５～７６年東ティモール軍事作戦、１９８

１年ガルーダ航空機ハイジャック事件、１９８４年タンジュンプリオッ事件、１９８５年チャンディボロブドゥル爆

弾事件、１９８９年ランプンのタランサリ事件、１９９１年東ティモールのサンタクルス事件、１９９６年７月２７

日暴動、１９９８年５月暴動。 

 

BAKINはメガワティ時代に BIN となり、カリマンタン出身のＺＡマウラニが１９９８年５月から１９９９年まで

統率した。マウラニはイスラム布教に熱心だったことで知られている。アリＪクマアッがマウラニを交代した。

１９９９年から２００１年までのアブドゥラッマン・ワヒッ時代だ。そのあと、２００１年８月９日から２００４年１２月

８日まで、ＡＭヘンドロプリヨノが BINを指揮している。 

スシロ・バンバン・ユドヨノというスターを出現させた大統領直接選挙時代に BINの長官はシャムシル・シ

レガル中将、スタント将軍、マルチアノ・ノルマン中将と続いてからジョコ・ウィドド時代に突入した。 

これからの諜報界はシミュレーションとソルーションの力を持たなければならない、と諜報分野のオブザー

バー、スサニンティヤス・クルトパティは要求している。国家の保安をあずかる諜報活動の真髄として、諜報

担当者には速くしかも的を射たアクションが求められているのである。[ 完 ]
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「最初の将軍（１）」（２０２３年０２月２０日） 

１９４８年１２月１９日、インドネシア国軍は総司令官スディルマン

将軍に率いられてジャワ島内の長征を開始した。ヨグヤカルタの

国軍総司令部を後にして、遠くクディリまでの道程を、ジャワ島の

要所を制圧したＮＩＣＡ軍に反撃を与えながら巡回して国軍の落ち

着き先を定めるのが目的だった。同時に、ジャワ島東部で国軍に

参加しないまま個別にゲリラ闘争を行っている民兵組織を軍の指

揮系統に組み込んで、国軍組織により大きな爆発力を持たせるこ

とも重要な目的のひとつになっていた。 

国軍が長征に出た背景には、降伏しようとしない共和国の国軍

総司令官を捕らえて組織的な武力反抗を根絶やしにしようとする意図で編成されたＮＩＣＡの特別追跡部隊

から逃れる目的もあったのである。 

 

ヨグヤカルタを落ち延びるに当たってスディルマン将軍はヨグヤ市内ビンタラン地区の官舎でさまざまな

書類を焼き捨てた。現在その建物はスディルマン大将軍サスミタロカ博物館になっている。ガトッ・スブロト、

ＴＢシマトゥパン、ＡＨナスティオン、サルビニ、スパルジョ・ルスタム、チョクロプラノロたち国軍の要も同行し

た。 

軍は最初バントゥルを目指して粛々と南に向かった。長征軍団が通過した土地のリストは次のような長大

なものになる。現在、インドネシア軍事アカデミーを卒業するための条件として、その中の一部およそ百キロ

を歩くことが士官候補生たちに義務付けられている。 

1.パルバパン→2.バクラン→3.クレテッ→4.グロゴル→5.パラントリティス→6.カラントゥガ→7.パンガン→8.

パリヤン→9.プライェン→10.シヨノ→11.セマヌ→12.ブドヨ→13.プラチマントロ→14.プロ→15.プロモコ→16.ウ

リヤントロ→17.ウォノギリ→18.ジャティスロノ→19.プルワントロ→20.スモロト→21ポノロゴ→22ジェティス→

23サンビッ→24.ギンデン→25.サウォ→26.トゥンパップカン→27.ギンデップ→28.トレンガレッ→29.ブンドレジ
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ョ→30.カランブレッ→31.クディリ→32.カランノンコ→33.ゴリマン→34.バジュラン→35.サラムジュデッ→36.マ

クト→37.グダンクルトゥッ→38.ワテス→39.セラン→40.ジャンブ→41.ワヤン→42.バニュトウォ→43スダユ→

44.ワルンブン→45.グヌントゥクル→46.サウォ→47.ギンデップ→48.トレンガレッ→49.カラガン→50.スルウェ

タン→51.ドンコ→52.パングル→53.ボダッ→54.グビユル→55.プリンガプス→56.ウォノシディ→57 クトゥラ→

58.ウォノクルト→59 トゥガロンボ→60.ムジン→61.ガンバルサリ→62.ソボ 下図参照。アルファベット綴りの

地名は地図の下にあります。13 

 

1. Yogyakarta, 2.Bantul, dusun Bakulan (Kecamatan Jetis, Bantul), 3.Kretek (Kecamatan Kretek, Bantul), 

4.dusun Grogol (Desa Parangtritis Kecamatan Kretek, Bantul), 5.Parangtritis (Kecamatan Kretek, Bantul), 

7.Panggang (Kecamatan Panggang, Gunungkidul), 8.Paliyan (Kecamatan Paliyan, Gunungkidul), 9.Playen 

(Kecamatan Playen, Gunungkidul), 10.Wonosari, 11.Semanu, Bedoyo (Ponjong, Gunungkidul), 

13.Pracimantoro (Pracimantoro, Wonogiri), 15.Eromoko, 16.Wuryantoro, 17.Wonogiri, 18.Jatisrono (Wonogiri), 

19.Purwantoro (Wonogiri), 20.Sumoroto (Kauman, Ponorogo), 21.Ponorogo, 22.Jetis (Jetis, Ponorogo), 

23.Sambit (Sambit, Ponorogo), 25.Sawoo (Sawoo, Ponorogo), 27.Nglongsor (Tugu, Trenggalek), 

28.Trenggalek, 29.Kalangbret, 30Tulungagung, 31.Kediri, 32.Karangnongko, 33.Goliman (desa Parang 

Banyakan kab. Kediri), 34.Bajulan (Loceret, Nganjuk), 35.Salamjudeg, 36.Makuto, Sawahan (Nganjuk), 

37.Gedangklutuk, 38.Wates, 39.Ngliman, Serang, 40.desa Jambu (Ponorogo), 41.desa Wayang (Pulung 

Ponorogo), 42.dusun Banyutowo (Pulung, Ponorogo), 43.desa Sedayu (Ponorogo), 44.dusun Warungbung 

(Sooko, Ponorogo), 45.dusun Gunungtukul (desa Suru Sooko, Ponorogo), 46.desa Ngindeng (kecamatan 

Sawoo, Ponorogo), 47.desa Tumpakpelem (Kecamatan Sawoo, Ponorogo), Nglongsor (Kecamatan Tugu, 

Trenggalek), 48.Trenggalek (Trenggalek), 49.Karangan (Kecamatan, Karangan, Trenggalek), 50.Suruhwetan 

(Suruh Trenggalek), Dongko (Trenggalek), Panggul (Kecamatan Panggul, Trenggalek), desa Bodag (Panggul, 

Trenggalek), 52.desa Nogosari (Ngadirojo, Pacitan), 54.Gebyur, 55.Pringapus (Tulakan Pacitan), 56.desa 

 

13 地名への附番は編者による。 
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Wonosidi (Tulakan, Pacitan), 57.desa Ketro (Tulakan Pacitan), 58.dusun Wonokerto (Kecamatan Nawangan, 

Pacitan), 59.Tegalombo (Tegalombo, Pacitan), 60.Mujing (Nawangan, Pacitan), Nawangan (Nawangan, 

Pacitan), 61.Ngambarsari (Kecamatan Karangtengah, Wonogiri), dusun Sobo (desa Pakisbaru, Kecamatan 

Nawangan, Pacitan).  

ヨグヤカルタへの帰還: 62.dusun Sobo (desa Pakisbaru, Kecamatan Nawangan, Pacitan), 63.Tirtomoyo 

(Kecamatan Tirtomoyo, Wonogiri), 64.Baturetno (Kecamatan Baturetno, Wonogiri), 65.dusun Pulo (desa 

Kasihan kecamatan Ngadirojo Wonogiri), 66.Karangbendo (Wonogiri),67. Ponjong (Kecamatan Ponjong, 

Gunungkidul), 68.desa Karangmojo (Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul), 69.desa Gari (Kecamatan 

Wonosari Gunungkidul), 70.Piyungan (kecamatan Piyungan, Bantul), 71.Prambanan (Kecamatan Prambanan, 

Sleman), 10 Juli 1949に 1.Yogyakartaに帰還。総移動距離は 1009 km , 

(引用元 https://brainly.co.id/tugas/12804879) 

クレテッに到着したのはその日の日没時で、県令たち地元行政官が一行を歓迎した。クレテッに数日滞

在し、これから目指すウォノギリへの道程と地域一円におけるＮＩＣＡ軍進出状況を偵察するために、いくつ

かの部隊が先行した。戦闘行動を伴う強行偵察も必要に応じて展開された。 

この長征に軍の要人が家族を同行したのは、家族がＮＩＣＡに捕らえられて人質にされるのを避けるため

でもあった。スディルマンの妻はそこで自分の宝石装身具類を売り払い、軍資金の足しにした。 

一行はウォノギリから更にポノロゴに向かう。ポノロゴでスディルマンはとあるウラマの家に泊まった。ウラ

マは身体の弱っている将軍に杖を献じた。その時期、スディルマンは既に担架で担がれて旅をする状況に

なっていた。 

ＮＩＣＡへの降伏を拒否して国軍を落ち延びさせる長征に出たとき、スディルマンは既に健康を損なってお

り、肺のひとつが駄目になっていたのだ。その身体でジャングルの中を踏破する旅に出たのは、軍人らしい

所業だったと言えるだろう。その旅でかれの健康はますます悪化し、調子が最悪になったときは担架に寝そ

べって運ばれた。[ 続く ] 
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「最初の将軍（２）」（２０２３年０２月２１日） 

トレンガレッの近くで一行は国軍第１０２大隊所属の警備部隊に行く手を阻まれた。警備隊長は国軍総司

令部の要人の顔を知らない。おまけに一行はＮＩＣＡ追跡部隊の目をくらますために軍服の着用をやめてい

た。一行が軍用地図やメモ、通信書類などを持っているのをいぶかしんだ警備隊長は、かれらがＮＩＣＡのス

パイではないかと疑ったのである。ＮＩＣＡに通じるプリブミがいかにたくさんいたかということを、その事件は

物語っているかのようだ。 

報告を受けた大隊長がやってきて総司令官閣下の一行であることが明らかになり、クディリの国軍司令

部に連絡を入れて車を手配させ、一行は迎えに来た車でクディリに入った。そのあと、一行はあまり日を置

かずに１２月２４日、クディリを後にした。そのとき、ＮＩＣＡ軍はクディリに攻撃をかける準備を進めている最

中だったのだ。クディリへのスディルマン到着の情報がＮＩＣＡ側に入っていたということだろう。 

 

クディリを出てから、スディルマンは影武者を使ってＮＩＣＡの目を欺くことにした。人相風体が自分に似て

いるヘル・ケッセル少尉に自分の着古しを着用させ、一個中隊を付けて南へ進ませた。ホンモノは反対に北

へ向かう。１２月２７日にカランノンコ、そして１月９日にジャンブに着いた。 

バニュトウォでは、ＮＩＣＡ追跡部隊に対する邀撃作戦を実施して一週間以上滞在したものの、状況を逆転

させることはできなかった。ＮＩＣＡ部隊がバニュトウォに接近して来たため、一行はまた慌ただしくそこを去ら

なければならなかった。 

ふたたび密林と原野を抜ける行進が始まり、１９４９年２月１８日にラウ山中のソボに到着。この地が隠れ

場所として安全であることを確信したスディルマンは、そこに国軍総司令部を置き、ヨグヤカルタから持って

きた無線通信機で国内各地の国軍部隊にゲリラ戦争活発化の指令を発した。ラウ山の高原は電波発信に

便宜を与えた。 
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総行程１千キロを超える長征を経て、国軍はゲリラ戦争のために東ジャワ州パチタン県ソボに総司令部

を移したのである。ゲリラ戦争を全国展開するための総司令部だった。いくら武器兵器の性能に差があって

も、消耗戦を続けて行けば最後には人間の数が勝敗を決めるだろう。ゲリラ戦はそれに最適な戦争形態で

はないだろうか。 

この長征に随従したスディルマンの個人医師はスディルマンの健康を、ひいてはその生命を、保たせるこ

とに最大の努力を払った。スディルマンは後にその功績を称揚して自分の車、ウィリスジープを医師に与え

た。そのジープはジャカルタの Satria Mandala博物館に収蔵されている。 

 

一方ＮＩＣＡは、スディルマン将軍を逮捕したというニュースをラジオで流し続けた。各地で激しくなったゲリ

ラ戦争を弱めるための神経戦だ。お前たちに戦闘指示を出しているのは本当のスディルマン将軍ではない

という話を聞かせて、戦闘行動をためらわせることを目的にしていた。 

その対抗策として、国軍部隊が制服を着て世界中の目に触れる戦闘行動を行い、共和国の軍隊が依然

として健在であることを世界中に示す作戦をスディルマン総司令官が指示した。それが後に３月１日黎明総

攻撃の名前で国軍史に輝く勝利ともてはやされた作戦だ。 

[ 続く ]

 

 

「最初の将軍（３）」（２０２３年０２月２２日） 

米国・オーストラリア・ベルギーの三ヵ国で構成された三ヵ国委員会と称する紛争調停団がＮＩＣＡとインド

ネシア共和国間の武力紛争を仲裁するために１９４７年１２月８日からジャカルタ湾に停泊中の米国海軍兵

員輸送船レンヴィル号の船中で会談を行い、レンヴィル協定という名のもとに停戦が実現した。しかしその
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後に続いたＮＩＣＡと共和国間の国家形態に関する会談は平行線をたどり、ＮＩＣＡはふたたび共和国を武力

潰滅させる姿勢をあらわにした。 

１９４８年１２月１８日２３時３０分、オランダ側はレンヴィル協定を認めず協定内容に拘束されないとの表

明を共和国と調停団に通知し、共和国の首都ヨグヤカルタの軍事制圧を１９日午前６時に開始したのであ

る。最初にＮＩＣＡ空軍機がマグウォ飛行場を制圧し、ＮＩＣＡの陸軍部隊がヨグヤカルタへの侵入を開始し

た。 

ジャカルタの共和国代表部はＮＩＣＡの協定破棄をヨグヤカルタに連絡しようとしたが、電話線が切断され

ていた。ＮＩＣＡが開始したこの第二次軍事攻勢は何の準備もなされていなかったヨグヤカルタの防衛線をあ

っけなく突破し、共和国正副大統領は逮捕されて別の土地に幽閉された。 

 

その事態に対応して、共和国側の政体維持システムが発動した。スマトラにシャフルディン・プラウィラヌ

ガラを首班とするインドネシア共和国政府が即座に発足し、インドネシア共和国緊急政府を宣言した。 

ヨグヤカルタに総司令部を置いていた国軍もＮＩＣＡに征服されたその地を落ち延びなければならなくなっ

た。独立を維持するために国家の軍隊としてゲリラ戦を行うのである。国家の軍隊は総司令部を持たなけ

ればならない。おまけにそのような状況下にスマトラの政府がジャワの民生に何かを行なえるはずもない。

ジャワにも臨時行政府が必要になるのは明らかだ。 

１２月２２日、国軍ジャワ地域司令官ＡＨナスティオン大佐はジャワ島が共和国軍事政府の統括下にある

ことを発表した。 

 

１９４９年１月２８日、国連安保理事会がインドネシアの紛争終結を求める勧告を発表した。オランダは全

軍事行動を停止し、インドネシアはゲリラ活動を停止すること。１９４８年１２月１９日以降に逮捕したすべて
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の政治犯をオランダは釈放すること。共和国政府指導者を早急にヨグヤカルタに戻して、インドネシアのゲ

リラ活動を停止させること。などの決議事項が発表されたが、なかなかすぐ実行に移されるものでもない。 

国軍側はジャワ・スマトラでゲリラ戦の戦線拡大を図り、ＮＩＣＡ軍を消耗戦の中に引き込もうとしていたの

だ。おまけにジャワの国軍部隊も連携を強化して、ＮＩＣＡに一泡吹かせて世界中に共和国が健在であること

をアピールするために、首都ヨグヤカルタ制圧作戦が計画された。後に３月１日総攻撃と呼ばれて国軍史に

燦然と輝く大勝利となり、第二代共和国大統領になったスハルトの軍歴を黄金の光で彩った軍事作戦がそ

れだ。そのとき、スディルマン総司令官がスハルト中佐に３月１日総攻撃の作戦指揮を執るよう命じたので

ある。[ 続く ]

 

 

「最初の将軍（４）」（２０２３年０２月２３日） 

作戦司令部はムト村ビビス部落の部落長の家に置かれ、ヨグヤカルタ地区の西部・南部東部・北部・市

街区を一斉に制圧するため四つの部隊が攻撃をかけることに決まった。前夜から小人数の部隊が地区内

への潜入を開始し、ヨグヤの市内に敷かれていた夜間外出禁止令の解禁を知らせる午前６時のサイレンを

合図にして一斉攻撃が開始された。 

スハルト中佐も西部地区制圧部隊に加わってマリオボロ通りまでの攻撃を指揮した。およそ６時間でヨグ

ヤのＮＩＣＡ防衛部隊が沈黙すると、攻撃部隊は一斉にヨグヤから引き上げていった。ウォノサリのラジオ局

がこの勝利を電波に乗せて大々的に宣伝した。 

３月１日正午ごろからＮＩＣＡ軍の報復行動がヨグヤに向けられたが、そのころには国軍総攻撃部隊は姿

を消したあとだった。ＮＩＣＡ空軍機がやってきて、さらに装甲車両を先頭にＮＩＣＡ軍兵がやってきたとき、国

軍ゲリラは戦場にひとりも残っていなかった。ＮＩＣＡ空軍機はウォノサリのラジオ局に攻撃の矛先を向けたと

語られている。 
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この総攻撃の中でちょっとしたエピソードが生まれた。第一大隊第三中隊指揮官コマルディン中佐の部隊

が２月２９日にマリオボロ通り南側の郵便局地区で攻撃を行ったのである。連携の得られない孤立した行動

だったから、ＮＩＣＡ軍に反撃されてすぐに後退したそうだ。その年はうるう年だったのだ。 

ヨグヤカルタ中央郵便局の前に建てられた大きいモニュメントがその３月１日総攻撃の勝利を記念するも

のだ。この記念碑のオープニングは１９７３年３月１日、スハルト大統領によって行われた。何やら自画自賛

めいた印象は拭えまい。 

 

国連安保理事会の勧告に応じてＮＩＣＡと共和国の会談が再開され、１９４９年５月７日にルム・ロイェン協

定が締結されて停戦が成立した。６月になってヨグヤカルタが共和国に返還され、ＮＩＣＡ軍は６月２９日にヨ

グヤからの撤退を完了した。それと入れ替わりに国軍がヨグヤの町々に入って来て治安と秩序を統制した。

共和国正副大統領が首都に戻ったのは１９４９年７月６日だった。 

国軍総司令部も７月１０日にヨグヤカルタに復活した。スディルマン総司令官はおよそ７ヵ月間のゲリラ活

動を終えて首都に復帰したのである。７月１日にソボを出発した国軍主力は次のようなルートを取って戻っ

て来た。ソボ→ティルトモヨ→カランブンダ→ポンジョン→カランモジョ→グロゴル→ガリ→ガディン→パトゥッ

→ピユガン→プランバナン→ヨグヤカルタ 

しかしこのインドネシア国軍初代総司令官の健康はひどく蝕まれてしまっていた。１９５０年１月２９日に中

部ジャワ州マグランでかれは世を去った。まだ３４歳の若さだった。国軍の揺籃期を率いた最初のこの若き

将軍はヨグヤカルタのクススマヌガラ英雄墓地で永眠している。[ 続く ] 

 

 

「最初の将軍（５）」（２０２３年０２月２４日） 
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日本陸軍は１９４３年１０月にプリブミだけの軍隊である祖国防衛軍「ペタ」を発足させて日本軍を補助す

る役割を与え、訓練に訓練を重ねて育て上げた。思いがけず無条件降伏の日を迎えたあと、占領以前の旧

態に復帰させることを命じる連合国からの指令に従ってジャワ軍政監部は１９４５年８月１８日にペタを解散

させた。 

すると独立宣言したばかりのインドネシア共和国はすぐに共和国の軍隊を編成した。この共和国軍は

Badan Keamanan Rakyat（国民保安団：ベーカーエル）と名付けられ、１９４５年８月２３日にスカルノ大統領

がそれを公表した。国民保安団には日本軍が育成したペタ・兵補・青年団・警防団、そしてオランダ東インド

軍やオランダ東インド警察などで有能だったひとびとが参加した。司令官にはチマヒのペタ大団長だったア

ルジ・カルタウィナタが任命された。 

 

最初、敗戦のショックで自己を含めた在留日本人の保安と保護に気を取られていた日本軍は、全土に広

がり始めたインドネシア人の動きに対して、何かをしなければならないという思いに駆られたようだ。各地に

作られたペタ組織はそのままＢＫＲに移行し、祖国防衛を担うというペタ兵員ひとりひとりに叩き込まれた精

神をモットーにして、武装レベルを高めるために日本軍を武装解除し、武器兵器を手に入れる行動を始めた

のだ。 

まったく無血でそれを成し遂げたのがスディルマン大佐率いるバニュマスＢＫＲ第５師団であり、反対に統

率に欠けた烏合の衆が城戸部隊に反撃されて大量の犠牲者を出したのがスマラン５日間戦闘と呼ばれて

いるスマラン事件だろう。しかしそんなことだけでなく、民生の諸機能についても日本人の命令と監督に従っ

て動いていたメカニズムから日本人の管理監督者を追放することが起こるようになった。住民管理行政・鉄

道・郵便・電信電話などの実務機構がインドネシア人に奪取されるようになっていった。 

 

連合軍は大日本帝国に対し、すべての占領地を戦争前の状態の形で連合軍に引き渡すよう命じた。引き

渡すまでの治安は日本軍が責任を負わされた。それは敗軍になって権威の失墜した日本軍にとって容易な

ことではなかっただろう。ジャワ軍政監部はその「言うは易し」の命令に唇を噛んだのではあるまいか。 
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インドネシア側に対してジャワ軍政幹部は１９４５年９月１０日、声明を発表した。「インドネシアの国家行

政はインドネシアに譲渡せず、連合国に引き渡す。」 

インドネシア共和国にとってその声明は、ジャワ島にいる日本軍がＮＩＣＡの手先になったことを意味して

いた。日本軍ははっきりと共和国の敵になったのである。スラバヤの東部ジャワ地区司令部、ヨグヤカルタ

の地区司令部に向けてインドネシア共和国軍と民兵による攻撃が行われ、スラバヤは１０月２日、ヨグヤは

１０月７日に降伏した。 

 

ＢＫＲは元々、軍隊色の薄い、国民の保安を担うものとして設けられた。建国の父たちの持った平和主義

の理想が生み出したものだったにちがいあるまい。ところがそんなもので現実を乗り切るには無理があっ

た。 

植民地の復活をもくろんでヌサンタラに戻って来たオランダ人植民地主義勢力が最初からインドネシア共

和国を敵視し、武力によって共和国を潰滅しようとかかってきたのだから、国防のための軍隊を持たなけれ

ばおさまるはずがない。こうしてＢＫＲは１９４５年１０月５日に Tentara Keamanan Rakyat（国民保安軍：テー

カーエル）となって名実ともに軍隊としてのスタートを切った。しかし、保安機構から軍隊にコンセプトが変わ

ったというのに依然として保安の名称を残しているのはおかしいということになったのだろうか、１９４６年１

月１６日に Tentara Republik Indonesia（インドネシア共和国軍：テーエルイー）にまた名前が変更されてい

る。 

 

ともあれ、ＴＫＲの名前で軍隊ができたとき、スカルノ大統領が総司令官に任命したのはペタの対日反乱

を立案指導したスプリヤディだった。日本軍政末期に一躍国民のスターになったものの完全に消息を絶って

しまったスプリヤディを世の中に引き戻そうとスカルノは考えたようだ。スプリヤディには内閣の国防大臣の

椅子まで用意され、ラジオで全国津々浦々までこのニュースが流されて、スプリヤディが名乗り出てくるのを

国中がかたずをのんで待ち受けた。しかしスプリヤディは姿を現さなかった。スプリヤディ小団長が起こした
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ペタの反乱事件は拙著「ブリタル反乱」をご参照ください。《 http://omdoyok.web.fc2.com/Kawan/Kawan-

NishiShourou/Kawan-26Blitar.pdf 》 

[ 続く ] 

 

 

「最初の将軍（６）」（２０２３年０２月２７日） 

ひと月以上が経過し、ついにスプリヤディの登場を諦めたＴＫＲ指導部は１９４５年１１月１２日にヨグヤカ

ルタのゴンドクスマンに設けられた総司令部で民主的な選挙を行い、そのときバニュマス第５師団長だった

スディルマン大佐が総司令官に選ばれた。参謀総長にはウリップ・スモハルジョ少佐が選任された。スディ

ルマンは大将、ウリップは中将に昇格してその任に就いた。 

中部ジャワ州プルバリンガで１９１６年１月２４日に生まれたスディルマンはそのとき弱冠２９歳だった。そ

の後歴代の国軍総司令官が誕生しているものの、その最年少記録を破った人物はいない。スカルノ大統領

による公式叙任が１９４５年１２月１８日になされているのは、アンバラワ戦でスディルマンが戦場から動けな

かったからだろう。新任の総司令官は戦闘中の軍団を率いるために最前線で指揮を執っていたのだ。 

 

１０月２０日にスマランに上陸して来たＡＦＮＥＩ軍がＮＩＣＡ軍と共に内陸部に進出して来た。ＡＦＮＥＩはアン

バラワのあと１０月２６日にマグランに達して抑留者を解放したが、ＮＩＣＡは抑留者に武器を渡して共和国を

名乗る反乱者を壊滅させるように煽った。おかげで衝突事件が続発した。ヨグヤカルタに近いマグランがＮＩ

ＣＡの拠点になっては共和国にとって一大事だ。それを放置できるものではない。 

ＴＫＲクドゥ第１連隊長サルビニ中佐はその状況を抑え込むため、全部隊にマグランへの包囲攻撃を命じ

た。しかしスカルノ大統領はＡＦＮＥＩ軍に終戦処理を完遂させることが優先事項であると考え、スマラン上陸
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軍司令官と会談してマグランとアンバラワからＡＦＮＥＩ軍を撤退させることに決めた。軍事衝突を回避しよう

としたのだ。 

ところがスマランへ戻りつつあったＡＦＮＥＩの行く手を地元民兵合同部隊がジャンブ村で遮った。方角を替

えたＡＦＮＥＩ軍を再びギピッで、今度はＴＫＲ第１大隊が遮った。その結果ＡＦＮＥＩ軍はアンバラワ近くの二つ

の村を占領し、アンバラワに依拠して勢力を張る構えを見せたから、その村を解放するためイスディマン中

佐率いる部隊が攻撃して戦闘が始まり、イスディマン中佐は戦死した。 

ＡＦＮＥＩは戦車を使い、更にスマランのカリバンテン飛行場から飛来した戦闘機による銃撃で国軍側に大

きい損害を与え、インドネシア側を完敗させた。イスディマン中佐を戦死させたのも、Ｐー５１マスタングの銃

撃だった。国軍側はカリバンテン飛行場に矛先を向けた。程なくして、ゲリラ部隊がＡＦＮＥＩの軍用機を総な

めにするのに成功し、そのとき以来アンバラワのＡＦＮＥＩ軍は空からの応援が期待できなくなった。 

 

腹心の部下イスディマンを失ったことが、バニュマス第５師団のスディルマン師団長に戦場に下ることを

促したのである。自分の指令を正しく解釈して実現させる能力を持つ者はほかにいないと考えたのかもしれ

ない。かれは直々に軍団を指揮するためアンバラワに向かった。 

１１月２３日、ＡＦＮＥＩはアンバラワでインドネシア国軍と対決した。街中を通って要塞に達している鉄道線

路をはさんで、インドネシア側は北側を死守しつつ南側を制圧しようとし、ＡＦＮＥＩ側は南側の軍事施設を死

守しながら北の奪還をはかった。国軍の各地域部隊もアンバラワに向けて戦闘態勢を築いた。アンバラワ

のＡＦＮＥＩ軍は孤立無援で包囲されたのである。 

 

スマランのＡＦＮＥＩ軍司令部が救援部隊を派遣しようとしなかったわけではない。しかしスマランの東側を

パティの国軍、西側をクンダルの国軍が抑えていて南にしか動けず、おまけにアンバラワへの通路に当た

るウガラン～バウェンの山岳地帯も東西をインドネシア軍にはさまれていたのだから、救援部隊がアンバラ

ワに達するのは至難の業だった。 
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アンバラワに作られた重厚な包囲網は近隣地域から集まってきた国軍と民間志願兵によって築かれたも

のだ。かれらは続々とアンバラワの戦場に集まって来た。ヨグヤカルタから、スラカルタから、サラティガ、プ

ルウォクルト、マグラン、スマランなどから兵隊と民兵がやってきたのだ。アンバラワ包囲網は厚みを増し

た。ＡＦＮＥＩは戦争捕虜になっていた日本軍兵を再度武装させ、戦車を付けてインドネシア軍包囲網の後ろ

から攻撃させることまでした。挟み撃ちが行われた地区から、国軍はブドノに退避した。 

アンバラワに集まった軍団を指揮するスディルマン師団長は、各地区で個別に行われている戦闘の効果

を最大限に高めるため、期日を決めて一斉攻撃を行うよう指令した。１９４５年１２月１２日、日の出と共にア

ンバラワの周辺を埋めていた兵員と紅白旗が一斉に動き出した。怒涛のような人間の海に押し寄せられた

ＡＦＮＥＩ軍の防衛線はあちこちで破られ、大混乱が戦場を埋めた。すべての戦闘が終わったのは１２月１５

日だった。 

ＡＦＮＥＩ軍敗残兵はスマランに落ち延びて行った。アンバラワの戦いにおけるインドネシア側戦死者は２

千人、ＡＦＮＥＩ側は百人超、そして７５人がインドネシア側に処刑されたと記録されている。[ 続く ] 

 

 

「最初の将軍（７）」（２０２３年０２月２８日） 

今、首都ジャカルタの儀典道路であるタムリン通り

の南端と、南のクバヨランバル地区から北上してくるス

ディルマン通りとをつなぐ、ドゥクアタスの橋のスディル

マン通り側に高さ１２メートルの巨大な立像が建ってい

る。 

２００３年に建てられたこのスディルマン将軍の像が

ジャカルタのスディルマン通りのシンボルなのだ。かれは日々、足元を通り過ぎる大量の自動車の排気ガス

2011-01-30 撮影 



ジャカルタ訪問 

134 

 

にむせながら、タムリン通りに並ぶ摩天楼のずっと向こうにあるモナスと大統領宮殿に向かって敬礼を続け

ている。それが何を意味しているかについては、個々にご推察願いたいと思う。 

 

さすがに国家の大英雄として首都の目抜き通りに奉られているわけだが、かれはジャカルタに縁のない

人物だったという話もある。かれがジャカルタを訪れたのは生涯でただ一度だけであり、後にも先にも１９４６

年１１月１日のジャカルタ訪問だけだったというのがその説で、これは首都史跡再開発会議議長の見解だか

らそれなりの根拠を持っているにちがいあるまい。 

だが別の記事には、ボゴールでペタの訓練を受けたことに関連してジャカルタを訪れている話が記されて

いる。そちらの説の主張を見ると、共和国独立宣言後にスディルマンがはじめてジャカルタに足を踏み入れ

たのがその日だったという語り口になっていて、つまりは国軍創設以来総司令部はヨグヤカルタに置かれて

ジャカルタと縁がなく、国軍最初の将軍がジャカルタ訪問を果たしたのがその日だったということが強調され

ているようにわたしには思われるのである。 

国軍総司令部がジャカルタに移ったのは、１９５０年１月１５日にオランダ王国東インド軍がヴェルテフレー

デンの総司令部をインドネシア国軍に明け渡した時だった。実質的にはその年の７月２５日が全プロセスの

完了した日になったようだ。つまり最初の国軍総司令官がジャカルタを訪れる日は二度と来なかったのであ

る。 

 

大日本帝国が無条件降伏して、終戦処理のためにＡＦＮＥＩ軍先遣部隊が１９４５年９月１５日にジャカルタ

に到着し、続いて同月２２日に本隊が上陸した。１０月２日にジャカルタ市内で戦闘が始まり、激戦の末にジ

ャカルタの重要地区を確保したＡＦＮＥＩ軍は１０月１２日にバンドンに進出した。バンドンでも戦闘を避けるこ

とができず、最終的に多数の市民がバンドンを火の海にして町から去ったのが１９４６年３月２３日。一方ジ

ャカルタのＡＦＮＥＩ支配地区外での散発的な闘争は１２月まで続き、武装敵対者の大量逮捕が行われてジ

ャカルタはやっと平穏に戻った。市民の死者は８千人に達した。 
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ＡＦＮＥＩ軍はスマランに１０月２０日に上陸した。１０月１５～１９日に行われた城戸部隊とインドネシア国軍

および民兵との衝突が終わった直後だ。地元行政者にとってはうれしい来訪だったようだ。ＡＦＮＥＩ軍はスマ

ランの日本軍部隊を武装解除して戦争捕虜にしたのだから。しかし結局はマグランで多発した暴力事件や

アンバラワでの大会戦に向かって進んで行くことになった。 

スラバヤにＡＦＮＥＩ軍が上陸したのは１０月２５日だった。ＡＦＮＥＩがスラバヤ市民に武装解除を命じたこと

が、ＮＩＣＡを撃ち払うために武装している市民を激怒させた。スラバヤでも戦闘が始まり、最初は市民を主

体にした戦闘だったが、途中から本格的な軍隊同士の激戦に発展して、１１月２９日になって国軍はスラバ

ヤ市外に押し出されたためにＡＦＮＥＩはスラバヤの治安を確保した。しかしスラバヤの外では、ＡＦＮＥＩが占

領した他の諸都市と同様に、戦争状態が継続したのである。 

 

ＡＦＮＥＩ軍は主要都市を確保して終戦処理を行い、後事をＮＩＣＡにゆだねてインドネシアからの撤退準備

を進めた。ＡＦＮＥＩ軍首脳はインドネシアのいたるところでインドネシア軍との戦争が起こったのを遺憾とし、

停戦協定を結ぶべく共和国とＮＩＣＡを交えて三者間の協定締結に努力した。停戦の合意がなされなけれ

ば、インドネシアからの撤退は不可能なのだから。 

１９４６年９月２０日にジャカルタで三者協議が開かれ、９月３０日まで続けられたが合意に達しなかった。

イギリス政府がロード・キラーンをアジアにおける戦後秩序の構築責任者に任じたため、停戦協議のかじ取

りはこのイギリス貴族が担った。[ 続く ] 
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「最初の将軍（８）」（２０２３年０３月０１日） 

ロード・キラーンはそんな協議の不調をものともせずに精力的に働きかけを続け、１０月７日にジャカルタ

のイギリス総領事公邸で共和国とＮＩＣＡを再度協議のテーブルに着かせた上で、ＡＦＮＥＩ軍撤退のプロセス

を確定させた。各地に駐留しているＡＦＮＥＩ軍は１９４６年１０月２４日からＮＩＣＡ軍への引継ぎを行い、その

引継ぎが終わればインドネシアから撤退することが合意されたのである。ＡＦＮＥＩ軍の撤退が完了したのは

１９４６年１１月末だった。 

三者協議が終わったあとも、共和国とＮＩＣＡの政治交渉は継続した。最終的にチルボンに近いリンガルジ

ャティ村で１１月１０日から二者間協議が行われて、１５日にリンガルジャティ協定の調印が行われた。この

協議でもロード・キラーンが両者の間を取り持っている。 

 

そんな一連の協議の流れの中で、国軍責任者が協議に加わるシーンが当然起こった。スディルマン総司

令官がジャカルタを訪れたのは、それが理由だったのだ。要するに、ジャカルタに呼ばれたのである。 

スディルマンとウリップ・スモハルジョは共和国軍を代表して、特別仕立ての列車でジャカルタに向かっ

た。列車内には完全武装の警護部隊が同乗している。１０月２１日に列車がジャカルタとブカシの軍事境界

線に達したとき、ＮＩＣＡの現場指揮官が通過を拒んだ。警護部隊の武装を解除しなければジャカルタに入る

ことを許さない。スディルマンは怒った。軍総司令官が丸腰の警護部隊に囲まれて敵陣の中を通ることなど

ありえない。ジョグジャに引き返せ。 

スディルマンとウリップの到着を待っていたスタン・シャッリル首相とシェルマルホルンオランダ王国代表

はかれらがいつまで経ってもやってこない理由を知り、ＮＩＣＡの現場部隊には儀礼を持って通行を許可する

よう指示が出され、スディルマンには詫びを入れて再度の来訪を促した。 
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こうして１１月１日、ヨグヤカルタからの特別列車がマンガライ駅に到着し、総司令官一行は住民の歓呼

の声と「ムルデカ」の雄叫び、そして在ジャカルタ共和国要人たちに迎えられて、そこからコニングスプレイン

東にある宿舎 Hotel Shutte Raaffまで、道路の両側を埋めるひとびとの前を数台の車に分乗してパレードさ

ながらに移動した。 

鉄道線路はもちろんコニングスプレインのガンビル駅まで続いているのだが、ＮＩＣＡの手中に落ちたジャ

カルタのＮＩＣＡ総本部の眼前まで行くことを嫌ったのか、共和国要人たちはみんなその手前のマンガライで

列車を降りるのを常にしていたから、スディルマンもその慣習に倣ったとされている。 

ホテルシュッテラアフは１９４９年５月発行のジャカルタ電話帳によると Koningsplein Oost 11-12 と住所が

記されており、そこは現在、東ムルデカ通りのナショナルギャラリー北側にあるグラハプルタミナの敷地内に

なっている。 

そこからもっと北に進むと、ガンビル鉄道駅北端と道路をはさんで向かい側にある運輸省研究開発庁や

交通安全国家コミッションが入っているビルがあり、ＡＦＮＥＩ軍総司令部はそこに置かれていた。スディルマ

ンとウリップはそこに招かれて種々の会議を遍歴したようだ。そして１１月４日に最終結論が出され、軍人同

士の停戦協定が実現した。その日ガンビル広場（コニングスプレイン）でイドゥルアドハの集団礼拝が行わ

れ、スディルマンは大勢のジャカルタ住民と一緒に礼拝に加わった。スディルマンが混じっていることを知っ

た住民の中に「ムルデカ」の叫びが広がり、大勢が握手を求めてスディルマンを取り囲んだそうだ。 

スディルマンがいつまでジャカルタに滞在したのか、明確な資料がない。東プガンサアン通り５６番地でか

れがスタン・シャッリル首相と会見したときの写真が１９４６年１１月１５日付けで残されており、それが日付の

明白な最後の資料になっている。その日以降にかれがジャカルタの土を踏んでいることを示す資料は存在

しない。[ 続く ] 
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「最初の将軍（９）」（２０２３年０３月０２日） 

わが身を引き裂け。わが死体を切り刻め。しかしわが敵が誰であろうと、紅白の砦に守られたわが魂は

生き続け、支持を求めるだろう。さまざまな苦難に心を惑わしてはならない。なぜなら、理想に近付けば近付

くほど、われらが蒙る苦難は一層重みを増すものなのだから。 ー 総司令官将軍 スディルマン 

スディルマンがペタに入って大団長の地位に就く前、かれはソロのムハマディヤ教師養成学校を経済上

の理由で中退していたが、チラチャップのムハマディヤが作ったオランダプリブミ学校ＨＩＳの教師になり、更

にムハマディヤ小学校の校長をも務めた。かれはそのころから、周囲の人間の信頼を集めるリーダーシップ

が匂い立っていたようだ。教員の免状を持たない人間が教鞭を執り、おまけに校長に推挙されたのだから。 

日本軍政が始まると、日本軍は全国の私立学校を閉鎖した。チラチャップで名前の知られた人物になっ

ていたスディルマンは州参議会議員になって日本軍政の顧問役にまわった。 

その時期に日本軍はスディルマンという人物に目を付けていたようだ。ペタの発足に際して、かれをバニ

ュマス大団の指揮官にする意向が州行政から起こり、かれはボゴールの義勇軍幹部錬成隊に入って大団

長になるべく教育と訓練を受けた。一介の熱血教師がペタに志願し、大団長になった末に国軍総司令官の

地位に上った、という素朴な話では、どうやらなさそうに思われる。 

 

国軍最初の総司令官選挙のとき、ＴＫＲに参加した要人たちのあいだで投票が行われた。オランダ王国

東インド軍で将校の地位にあった経験を持つウリップ・スモハルジョとスディルマンが最後に残った。その最

終投票でウリップは２１票、スディルマンは２２票を得た。そのとき、スディルマンは大先輩格のウリップに遠

慮して、自分は降りると言い出した。だがスマトラ各地の部隊長たちがスディルマン支持を強く表明した結

果、投票通りの結果になったそうだ。そこには日本軍対オランダ東インド軍という前歴の違い、しかも長い軍

歴を持つ東インド軍士官と軍事経験を持たない日本軍補佐役のペタ指揮官という違いが影を投げかけてい

たようだ。東インド軍の軍歴を持った軍上層部のひとびとの多くは、戦場におけるスディルマンの戦術を低く

評価していたという話もある。 



西祥郎著 インドネシア国軍 

139 R4 

総司令官選挙のときにスディルマンを選ばなかったひとびとは、かれがたいした軍人歴を持っておらず、

日本軍の教育訓練を得ただけの一介の青年という背景に危惧を抱いたように思われる。特にペタ大団長と

いう前歴に反対者は不満を抱いたと言われている。新生インドネシア共和国の軍隊が日本軍の育てた人間

に統率されることは、この共和国が日本の傀儡であるという声の真実性を印象付ける方向に利用されかね

ないと言うのだ。 

だが日本の傀儡という宣伝は共和国自身が四年半の歳月をかけて世界の耳目にそれを否定して見せ

た。スディルマン自身はもっと早く、その身にかぶせられた危惧をアンバラワの戦いで打ち砕いて見せてい

る。 

 

国防大臣アミル・シャリフディンは左翼活動家であり、国防機構をその思想の実現に使うことを画策して

国軍の外に左翼戦闘組織を作り、また国軍を左傾させようとして種々の動きを見せた。それがスディルマン

とウリップに政治的な関りを拒否させる方向性を与えた。国政自体がさまざまな思想によって渦を巻いてい

る状況下に、軍が特定勢力の道具にされては国家としての道を誤ることになる。軍は国民が求める国家を

安定させるためのものにならなければならないのだ。[ 続く ] 

 

 

「最初の将軍（１０）」（２０２３年０３月０３日） 

スディルマンは軍人として政治的な動きに一切関りを持とうとせず、部下にも政治に関わることを戒めて

いた。かれは軍隊をプロフェッショナルな戦闘集団に作り上げることを目標にし、文民優位の民主主義社会

における最適な軍隊を根本方針に置いて誕生したばかりの国軍を育てたのである。 
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アダム・マリッはその著「共和国に捧げる」の中で、二者一体はスカルノ＝ハッタだけでなく、他にもうふた

つある、と書いた。スタン・シャッリル＝アミル・シャリフディンとタン・マラカ＝スディルマンだ。 

タン・マラカにとって８・１７独立宣言は掛け値なしの絶対死守アイテムだった。１パーセントの割引も許さ

ない。だからかれにとって、オランダとの政治交渉の駆け引きをもてあそぶ共和国政府指導者たちの振舞

いは幼稚で憂鬱なものだった。中でも、その交渉の舞台で主役を演じているスタン・シャッリル首相の外交

的政治路線に強い批判を向けた。独立とは百パーセントの独立でなければならない。交渉による独立が百

パーセントになることはありえない。 

政府の姿勢を変えさせることを目指して、タン・マラカは１９４６年１月４～５日にプルウォクルトで大会議を

開催した。１３９の政党や政治団体・軍・民兵組織などを集めて開かれたこのコングレスにスディルマンは軍

を代表して参加した。それがスディルマンとタン・マラカの出会いになった。お互いの考え方が一致している

ことをふたりは認識したのだ。その後、タン・マラカはしばしば国軍総司令官を訪問するようになった。 

プルウォクルトのコングレスでＴＫＲ代表者スディルマン将軍はこう語った。「百パーセントに満たない独立

に甘んじるくらいなら、原爆を身に受けるほうがマシだ。」タン・マラカは自著にそう書き遺している。 

プルウォクルトでタン・マラカの主張を聞いた参加者はそれに対する回答を用意して同年１月１５～１６日

にソロに集まり、ほぼタン・マラカの主張に沿ったミニマムプログラムを採択した。合議文に１４１の団体組織

が署名した。 

 

スディルマンは、曖昧さを嫌う、妥協を好まない性格で、しかも部下思いの上司だったことで知られてい

る。ＮＩＣＡの第二次軍事攻勢によってヨグヤカルタが陥落したとき、スカルノとハッタは捕らえられて別の土

地に幽閉された。スディルマンはそれに倣わず、ゲリラ戦争を継続するために長征に出たのである。政治家

と軍人という立場の違いはあっても、それぞれの行動を発現させた性格の違いをわれわれはそこに見るこ

とになる。 
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しかしかれらが互いに自分の主義主張にしたがって異なる行動に出たわけではない。国家に奉仕する軍

隊を率いるスディルマンはゲリラ長征に出発する前、ヨグヤカルタ王宮に避難したスカルノとハッタを訪れて

国家指導者をその抵抗戦に誘っているのだ。スカルノとハッタはスディルマンの誘いを拒否した。自分たち

が受けている仕打ちを国際世論に示してオランダ批判を強めさせることの方が、オランダ植民地主義者の

意気をくじいて独立共和国を維持するのにより効果的だとふたりは判断したのだろう。そしてスディルマンの

計画した国軍のゲリラ長征には祝福を与えて出発させた。 

タン・マラカにとって「独立は値引きなし」であり、スディルマンにとって「軍は降伏なし」だったのだ。かれら

ふたりにとって、独立インドネシアの中にオランダの足の踏み場は存在しなかった。[ 続く ] 

 

 

「最初の将軍（１１）」（２０２３年０３月０６日） 

ヨグヤカルタの独立共和国政府の中も、さまざまに異なる思想を持つ政治家たちで渦巻いていた。どの

思想にも偏することなく、あらゆる思想を呑み込んで最大多数を同意させる力を持つスカルノが国民の絶対

的な信頼と支持を集めていたのは明白であり、スカルノが理想とするインドネシアが国民の理想になってい

たのは、この共和国が５歳になるまで間違いのないところだったと言えるだろう。 

共産主義や社会主義に傾いた政治家、異民族が生んだそれらの思想よりも伝統文化と自民族の尊厳を

より強く信奉する政治家、異民族が生んだそれらの思想に対立する宗教に立脚する政治家、それらの三角

グラフのどこかに座標を置いて右往左往している政治家たちが国政の場に渦巻いていたのがその時期の

百鬼夜行図だったのではないだろうか。 

 

値引きなしの独立を国民に煽るタン・マラカは国民の諸団体を集めて合唱させ、スタン・シャッリル政府の

方針に反対して現政府の解散を要求した。だがスカルノの現実主義はその請願を蹴った。 
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スカルノとタン・マラカが犬猿の間柄だったということでは決してない。ふたりは互いに相手の人物の偉大

さを認め合った仲であり、スカルノはタン・マラカという人物の器量を十分に理解していた。「もしも自分の身

に何かが起こって何もできなくなった時、革命の指揮者の座は革命運動の熟達者に譲られるだろう。そのと

きわたしの座に着く者はタン・マラカだ。」という言葉が１９４５年１０月のスカルノ政治声明の中に盛り込まれ

ている。 

 

一方、スタン・シャッリルの側も反対勢力に反撃した。内閣解散を請願した諸団体の指導者をアミル・シャ

リフディンの擁するインドネシア社会主義青年団が３月１７日に逮捕拘禁したのである。タン・マラカ、アダ

ム・マリッ、ハイルル・サレ、ムワルディ、アビクスノ、ムハマッ・ヤミン、スカルニ等々の社会的有力者が活動

を停止させられた。 

国政の内部コンフリクトが現象としての形を取るに至ったことを国軍総司令官は黙視することができなか

った。スディルマンは拘禁されている諸有力者の解放をスダルソノ少将に命じた。その命令は口頭でなされ

たとされている。 

その命令を果たしたスダルソノは更にタン・マラカたちスタン・シャッリル首相反対派の計画に従って、１９

４６年６月２６日に現首相をスラカルタで拉致した。それではまるでクーデターだ。スカルノの命令で国軍はス

タン・シャッリル首相を７月１日に釈放した。 

タン・マラカとその同志たちと共に７月３日、スダルソノはスカルノを訪れて現首相を解任するよう求めた

が、スカルノに耳を傾けてもらえるような話ではなかった。アミル・シャリフディン国防相はスダルソノを逮捕

し、７月３日クーデター未遂事件として軍事法廷を開いた。 

最終的に裁判でクーデターは立証されなかった。その法廷でスディルマンも証言を行ったが、スディルマ

ンは法廷でタン・マラカたちの意向に即した内容の、スタン・シャッリル首相への批判めいた言葉を一言も発

しなかったそうだ。この事件がインドネシア共和国の最初のクーデターとして歴史に記されている。 
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タン・マラカはクーデター容疑から解放された後、ヨグヤカルタに滞在して在野から反政府の立場で政治

批判を続けていたが、１９４８年１２月１９日のジョグジャ陥落のために共和国の首都を去って東ジャワ州マ

ランのブリンビン村に身を隠した。反政府勢力の大物のひとりなのだから、スタン・シャッリル現政府に忠実

な国軍からの保護が得られるはずもない。かれは地方部にいて現政府に反対するゲリラ組織を探した。サ

バルディン少佐の率いる血も涙もない残虐で酷薄な国軍第３８大隊がかれの眼鏡にかなった。オランダ人を

海の中に叩き落すことを、かれなら成し遂げるだろう。しかしサバルディンは東ジャワ各地の国軍部隊とそり

が合わずに衝突を起こしていたのだ。 

１９４９年２月１７日、第３８大隊と他の国軍部隊が戦闘を交えて、サバルディン大隊は消滅した。大隊の

指揮官たちが逮捕され、更に１９日に負傷しているタン・マラカもブリンビン村で捕まった。[ 続く ] 

 

 

「最初の将軍（終）」（２０２３年０３月０７日） 

２月２０日、ＮＩＣＡの特殊部隊がガンジュッからマラン方面に出撃して来た。敵の同士討ちを好機と見たの

かもしれない。この戦争のプロ集団は進撃が速く、かれらが移動したあとには手あたり次第に殺された死体

が散らばっていた。国軍部隊は早急に山岳地区に撤退するための動きを始めた。足手まといのタン・マラカ

をどうするか？ブラウィジャヤ師団シカタン大隊のスコチョ少尉が決断を下した。処刑せよ。 

１９４９年２月２１日、ウィリス山麓にあるクディリ県スロパングンの川岸でタン・マラカは射殺された。死体

は川に流されたという話もあれば、スロパングンに墓があるという研究者の調査報告もある。 

共和国政府はあとになってそのできごとの全貌を知り、時のハッタ政府はスンコノ東ジャワ師団長とスラッ

マッ旅団長を更迭して責任を取らせた。だが政府は国民に対してその事件をいっさい公表せず、沈黙を通し

たのである。 
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国軍最初の将軍になったスディルマン大将は、オルバ政権によってインドネシア共和国軍の聖者に祀り

上げられた。第二代大統領になったかれの部下が自分の政権基盤になる軍隊を国民の前で美化するシン

ボルに使ったと言えるだろう。オーストラリアの歴史学者の意見がそれだ。 

１９６８年にオルバ政権は新種のインドネシア銀行券を発行した。表のデザインは左側にブランコンをか

ぶったスディルマン将軍の似顔絵クローズアップが描かれているもので、額面１ルピアからはじまって２1/2, 

５，１０，２５，５０，１００，５００，１０００，５０００，１００００ルピアまでの１１種類が一斉に世の中に出た。 

それほど多種類にわたる額面から成るひとつのシリーズ紙幣が一斉に発行されたのはこのときかぎりで

あり、それ以後はシリーズものであっても散発的な発行に変化した。諸資料からは、オルバ政権が出した最

初の金種がスディルマン将軍シリーズだったように思われるのだが、もしそれが正しいのであれば、オルバ

レジームがどのような意味をスディルマン将軍に与えたのかということがそこにほのめいているように感じら

れないだろうか？ 

 

それどころか、全国のどの町でも目抜き通りにスディルマン通りの名前が付けられ、スディルマン将軍像

や記念碑が建てられてランドマークになった。その多くは１９７０年以降に建てられたものだ。 

バニュマスにはスディルマン将軍大学が設けられて１９６３年に開校している。またプルバリンガにある幼

少期を送った家はスディルマン博物館になり、マグランのかれの生家も１９６７年にスディルマン博物館にな

った。ヨグヤカルタの総司令官官舎もサスミタロカ博物館になっている。 

それらのスディルマン将軍を飾り立てる装飾にオルバ政権崩壊後、打ちこわしは起こらなかった。それら

の装飾が示すかれの姿が単なる一レジームの政治的な欺瞞でなく、十二分な実質内容を持っていたことを

その事実が証明しているにちがいあるまい。共和国軍最初の将軍は国家国民の英雄として、きっとこの先

の長い歴史を乗り越えてインドネシアに生き続けることだろう。[ 完 ] 


