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マジャバイト帝国 
image by Mark Sensen 

 
 インドネシアの人々は古くから赤と白を「神聖な色」と考えて

きました。それはヤシの糖液から作るパーム糖の赤色と米の白色

から来たものです。そして，マジャバイトの旗も赤と白の縞から

できていました。この旗の一部を取れば，現在の国旗となります。

インドネシアの人たちは，国家と国民の統一の象徴をマジャバイ

トに見ているのです。この旗は，現在も船首旗として使われてい

ます。 
 赤と白は，「天と地」「昼と夜」「男と女」「生と死」などのよう

に対立する概念も表します。紅白幕などは，対立するものが一緒
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になっていることで「めでたい」のかも知れません。赤と白の旗

（それに「連合国」の「青」が加えられていることが多い）は，

特に東南アジアの国で多く見られます。 
 インドネシアに戻りましょう。 
 独立宣言をしたスカルノたちでしたが，まだ独立国の実体はあ

りませんでした。そこへ，連合国がやってきます。 
 
              
【問題】 
 オランダはインドネシアの独立を認めたのでしょうか。 
 
予想 
 ア 認めた 
 イ 認めなかった 

 
Soekarno declared Indonesia independence, 17 August 1945 
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■オランダ軍の進駐 
 英軍とともに進駐してきたオランダ軍は，「スカルノ政権はファ

シスト日本が作り上げたもの」として，インドネシアをそれまで

同様の植民地として扱い，各地で徴発を始めたため，インドネシ

ア人と衝突するようになりました。そこでスカルノは人民治安軍

を創設し，かつての祖国防衛義勇軍の兵士がそれに参加していき

ました。日本のために組織した軍隊が，独立のために戦うことに

なったのです。 
 
 
 
掲げられたオランダ国旗の青縞を切り

取って紅白の旗にしたインドネシア青

年 
 

 
【問題】 
 インドネシアでの日本軍の武装解除と帰国は徐々に行われたた

め，日本軍の大規模な兵力がしばらくの間，インドネシアには残

っていました。では，日本軍はどのような行動を取ったと思いま

すか。 
 
予想 
ア インドネシア軍に協力した 
イ 連合軍に協力した 
ウ 何もしなかった 
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■戦闘 
敗戦後，日本軍は連合国から「治安維持」と「武器を保持して

連合軍に引き渡すこと」が命令されていました。インドネシアの

人々がオランダと戦うために必要なものは，武器であり，インド

ネシアはそれを日本軍に頼りました。最初は日本軍も「武器を廃

棄する」などと称して，協力していましたが，要求がエスカレー

トするにつれて，両者の関係は武力衝突へと進みました。武器を

巡って，インドネシア側と日本軍との戦いが始まったのです。戦

いは，双方の民間人虐殺までに及び，悲惨なものとなりましたが，

1946年 6月に日本軍が完全撤退することで終わりました。 
 しかし，日本兵の中には積極的にインドネシア軍を率いて独立

戦争に参加するものが少なくありませんでした。こうしてインド

ネシア軍は，武装解除を迫る連合軍に対して，「独立か死か」を合

い言葉に徹底抗戦を続けてゆくのでした。 
 
 
【問題】 
 オランダはインドネシアの分割を始めました。1946年 11月，
インドネシアとオランダは協定を締結し，その結果，インドネシ

ア共和国の領土はジャワとスマトラだけになりましたが「事実上

の統治」が認められました。インドネシア共和国は，ほかの植民

地とともに，オランダ女王を元首とする「インドネシア連邦」と

なることになったのです。そして翌月には，インドネシアの東半

分が「東インドネシア国」として成立しました。 
 では，東インドネシア国の国旗はどのようなものだったでしょ

うか。 
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予想 
 ア インドネシア共和国の旗に似ていた 
 イ オランダ国旗に似ていた 
 ウ 日の丸に似ていた 
 エ そのほか 

 
 
 
 

 
1946年 1月のインドネシア 

 
赤 : インドネシア共和国 
青 : 東インドネシア国 
水色: オランダ領 
 
 

http://www.gimonca.com/sejarah/sejarah.shtml の図を改変し
て作成。 
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■東インドネシア国の旗 
 
by Antonio Martins, 
 
 
 

 その国旗は中央にインドネシア共和国の国旗を置いた 4色旗で
した。黄色と緑色は何を表していたのでしょうか。 
 もともとこの国の地域は，日本軍がインドネシアを分割統治し

ていたものの名残でした。日本軍は，インドネシアを 3つに分割
して統治しました。スマトラは陸軍第 25軍が統治し，ジャワは陸
軍第 16軍，そして東インドネシアは海軍が統治していました。日
本の敗戦後は英豪軍が，日本軍と同じようにインドネシアを分割

統治し，オランダもそれを利用し，ただ，人口の多かったバリ島

をジャワから引き離して東インドネシア国に入れました。また，

この国のほとんどは，スルタンの自治領でありました。 

 

 独立戦争の象徴であった「竹槍」のモニュメント。武器が乏し

かったことと，日本軍の影響が判る。 
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 オランダはインドネシア連邦の上に「オランダ・インドネシア

連合王国」を作ることを想定しており，インドネシア共和国の主

権は認めていませんでした。そこで，協定の締結により，英軍が

撤退したのを機会に，オランダ軍は「エジプトなど中東諸国がイ

ンドネシア共和国の独立を承認したのは，協定違反である」とし

て協定を反故にして，1947年 7月，軍事行動を再開し，各地を占
領して，傀儡政権を樹立していきました。 
 
 
【問題】 
 東インドネシア国の国旗の緑色と黄色は何を表しているのでし

ょうか。 
 
①緑色は  
予想 
ア イスラム教 

  イ 緑の大地 
  ウ そのほか 
 
②黄色は 
 予想 
  ア 国土 
  イ 民族 
  ウ キリスト教 
  エ そのほか 
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■ 傀儡国家の旗 

南スマトラ国 東スマトラ国 

マドゥラ国 パスンダン国 

東ジャワ国 

 

 オランダはインドネシアに 16 の傀儡国家や自治地域をつくり
ましたが，そのうち傀儡国家は東インドネシア国と表の 5か国で，
その国旗には，すべて緑色の縞が入っています。 
 日本が敗戦したとき，インドネシア各地のスルタンはオランダ

植民地時代のように権力を回復しようとし，オランダはそれを利

用して傀儡国家を作っていったのです。ですからこれらの国旗に
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ある緑色はイスラムを表しているといえます。 
 では，黄色は何を表しているのでしょうか。東インドネシア国

と南スマトラ国，東スマトラ国だけに黄色が入っています。一方

の緑色が宗教なら，黄色も宗教と予想できます。

そして，黄色=金色はカトリック教会を表す色
で，それはバチカンの旗（図 by Željko 
Heimer,）に現れています。旗に黄色を採用し
ている国には，キリスト教徒も多くいたという

わけです。 
 かつてヨーロッパの植民地だった

中南米諸国の国旗（図はベネズエラ，

image by Pascal Gross,）に見られる
黄色は「輝ける国土」を表していま

すが，その中にはキリスト教の意味も含まれているに違いありま

せん。インドネシア連邦の国旗に見られるイスラムの緑色，カト

リックの黄色とも，どちらもオランダに利用されたということで

す。 
 
【問題】 
 協定を破棄して 15万の兵力で軍事侵攻し，傀儡国家を樹立して
ゆくオランダに対してインドネシアはどうしたと思いますか。 
 
予想 
 ア 徹底抗戦を続けた 
 イ 妥協した 
 ウ 国際社会に訴えた 
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■内乱 
 インドネシア共和国は，スマトラやジャワ島の多くを失ってい

ました。そしてこのオランダの侵攻を国際世論に訴えることで解

決しようとしました。民族自決を掲げる国連と国際世論はオラン

ダを非難し，停戦の安保理決議も採択されましたが効果はありま

せんでした。そこでインドネシアは譲歩するしかなく，1948年 1
月，国連調停委員の立ち会いの下，「オランダが作った傀儡国と自

治領を認める協定」に調印して，現状維持のまま，停戦となりま

した。 
 しかし，オランダによる経済制裁でインドネシア人の生活は困

窮し，さらにこういった弱腰の政府に対する国民の不満が，共産

主義勢力を台頭させて，軍を二分する内乱に発展しました。また

イスラム強硬派は，インドネシア回教国の樹立を宣言して戦いに

なり，この動きはインドネシア各地に飛び火しました。 
 
 
【問題】 
 インドネシア共和国の内戦に対してオランダはどうしたと思い

ますか。 
 
予想 
ア 反政府勢力に援助した 
イ 何もしなかった 
ウ 再び軍事侵攻をした 
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■侵略の代償 
 オランダはこの内戦を口実に，またも停戦協定を破棄，国連停

戦ラインを越えて，「警察行動」という名前の軍事侵攻を開始しま

した。そして，首都を制圧し，スカルノ大統領を逮捕し，「インド

ネシア共和国は消滅した」と世界に宣言しました。 
 しかし，インドネシア共和国は，事前に臨時政府を準備してお

り，ジャングルの中でゲリラ戦を行い抵抗し続けました。 
このオランダの行動に対して，国際世論，特に植民地から独立

を果たした諸国は強く反発し，インドネシア共和国を支持しまし

た。インドは，オランダ海軍の威嚇にもかかわらず，インドネシ

アに援助の米を送り続けました。白豪主義のオーストラリアです

ら，「英植民地から独立した国」として，オランダを批判していた

のです。そして 1949 年 1 月，国連はオランダ非難決議を採択し
ました。 
 
 
【問題】 
 西側陣営の盟主米国は，この問題についてどのような姿勢だっ

たと思いますか。 
 
予想 
ア 無関心だった 
イ オランダよりだった 
ウ インドネシアよりだった 
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■米ソ対決 
 オランダが破った停戦協定は，米国の仲介によるものでした。

また 1948年 12月の「スカルノらの釈放要求」の安保理決議もオ
ランダは無視していました。米国はオランダに対して，「インドネ

シア独立を容認しない場合は，オランダの戦後復興援助 4億ドル
を取りやめる」と通告しました。ナチスドイツに蹂躙されたオラ

ンダにとって，それは無視できないことでした。当時の世界は米

国とソ連が二大国として対立しており，米国はインドネシア内戦

で，中国のように共産党が勝利することを一番恐れたのです。 
 かくして戦闘では圧倒的に勝っていたにもかかわらず，オラン

ダはインドネシアと休戦協定を結ぶことに同意し，スカルノらを

解放したのでした。 
 
 
【問題】 
 オランダが認めたインドネシアの独立はどのような形だったと

思いますか。 
 
予想 
 ア インドネシア共和国として独立 
 イ インドネシア連邦として独立 
 ウ いくつかの国家としてそれぞれ独立 
 エ そのほか 
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■インドネシア連邦 
オランダは，1949年 11月，「西イリアン（パプア）を除くすべ
ての主権をインドネシア連邦に委譲すること」に同意しました。

つまりインドネシアは，傀儡国家や自治地域の連邦国家（= United 
States of Indonesia）として独立することになったのです。そし
てインドネシアは「オランダ・インドネシア連邦」の一員として，

国家元首はオランダ女王でした。またインドネシアはオランダの

残したε000億円の債務も引き受けることになったのです。 
インドネシア共和国は，その連邦のただの一員でしかなく，オ

ランダのねらいは，インドネシアにおける影響力の保持でした。 

インドネシア側は，西イリアンの帰属も要求しましたが，これは

継続協議となりました。 
 
 
【問題】 
 1949 年 12 月 27 日，休戦協定は発効し，オランダはインドネ
シアから撤退していきました。ジャカルタの東インド総督府でも，

オランダの三色旗が降ろされました。こうして，インドネシア連

邦が独立したわけですが，オランダの三色旗にかわって，掲げら

れたのはどんな旗だったと思いますか。 
 
予想 
 ア インドネシア共和国旗 
 イ 連邦構成国家の国旗を合わせたような旗 
 ウ 全く違うデザインの旗 
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■紅白旗 
「総督府」から「ムルデカ

（独立）宮殿」と名前を変え

た大統領府にオランダ国旗

の代わりに掲げられた旗は，

インドネシア共和国の紅白

旗でした。連邦構成国は，連

邦大統領にスカルノを選んでいたのです。というのも，「インドネ

シアからの独立」を考えてオランダと手を組んだ傀儡国家も，オ

ランダの度重なる軍事侵攻に，オランダへの反感を感じていたか

らです。 
 
 
【問題】 
 1950年 8月，インドネシアは連邦制を廃して，単一のインドネ
シア共和国となりました。では連邦を構成していた国家や自治地

域は，どのようにしてインドネシア共和国とひとつになったのだ

と思いますか。 
 
予想 
ア 共和国軍の武力による 
イ 構成国家内での反乱などによる 
ウ 構成国家が自主的に併合を求めたことによる 
エ そのほか 
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■単一国家へ 
 傀儡国家はオランダの軍事力により存在していました。オラン

ダ軍が撤退した後，そこには「連邦軍」として共和国軍が進駐し

てきて，軍政を行いました。傀儡国家にはそれに抵抗する力もな

く，また民衆による「共和国による統一を求める運動」が起こっ

ていました。民衆にとって「傀儡国家としての独立」は「スルタ

ンとオランダ支配の昔に戻っただけ」だったのです。 
さらに傀儡国家ではオランダが発行していた通貨が，オランダ

の撤退により価値が暴落し，オランダからの経済援助も途絶えた

ため，財政的にも破綻しかけていたのです。かくして連邦構成国

家は，自ら共和国への併合を求めるしかありませんでした。 
 こうして，インドネシア共和国は，連邦構成国と地域のすべて

を併合し，インドネシアをインドネシア共和国という単一の国家

としたのです。そして，その国旗はもちろん紅白旗でありました。 
 
 これからスカルノはどのように国家を作っていくのでしょうか，

またオランダや米国，そして日本はどのようにインドネシアと関

わってゆくのでしようか。 
 

つづく 
 
 
 ここからがまた社会の科学としておもしろいのですが，時間切

れ・・。民主主義とは何かとも考えさせられます。 
 文献一覧はWebで。 
 


