スハルト体制崩壊とインドネシア学生運動
一1998年世代の功績と限界−

TheCollapseoftheSuharto RegimeandIndonesia sStudentMovement
Achievements and Limits of the1998Generation

花 崎 泰 雄

Yasuo HANAZAKI

埼玉大学紀要 教養学部 第35巻 第1号1999
別 刷

スハルト体制崩壊とインドネシア学生運動

−1998年世代の功績と限界−
花 崎 泰 雄
ともに沈没するすることを嫌がった政権内部の

1．はじめに

支配エリートがスハルトに背を向けた。

インドネシアの1999年総選挙は6月7日に

1998年5月の政変の背景には未曾有の経済

投票がおこなわれた。1955年総選挙以来，44年

危機があった。しかし，その引き金をひいたの

ぶりの自由な選挙だった。総選挙は2づの点で

は政治的道義を求める学生たちの捨て身の抗議

注目された。スハルト前大統領の個人支配体制

だった。そしてスハルト政権は倒れたが，その

を一掃し，民主的政治体制確立への道すじをつ

とき，学生も，政治家も，官僚も，軍人も，新

けることことができるかどうか。また，1997年

しい時代のための具体的プログラムをなにひと

からの経済危機打開へむけて，外国資本をよび

つ用意していなかったことに気がついた。

もどせるだけの安定した政治運営の糸口をつか

めるかどうかだった。総選挙の結果，いずれの

2．1998年世代誕生まで

政党も単独過半数を確保できなかったl。1999年
秋に予定される大統領選出に向けて，政党間の

日本で日米安保条約反対闘争に関わった世代

合従連衡あるいは離合集散がくりかえされる流

を「安保世代」と名づけたように，インドネシ

動的な政治状況が続くことになった。

アでは政治的節目にあたって政治闘争をおこな

本稿では，スハルト退陣，民主化へ向けての

った世代を，「66年世代」「74年世代」「77・78年

総選挙と，インドネシア政治を急展開させるこ

世代」とよびならわしてきた。

とになった，1998年のいわゆる5月政変につい

66年世代は1965年の9・30事件に続くスカル

て検討する。32年にわたったスハルト政治の終

ノ大統領とスハルト将軍の二重権力状況下で，

鳶をめぐる政治家，官僚，軍人，市民の動きを

スカルノと彼の権力基盤だったインドネシア共

追うなかで，とくに，インドネシアの学生運動

産党追い落としに深く関わった。74年世代はマ

に焦点をあてる。鋭い政治意識をもった中間層

ラリ2とよばれる田中角栄首相ジャカルタ訪問

として，学生はこれまで同国の政治動向に大き

時の，反日暴動にまで発展した政治闘争の主役

な影響を与えてきた。また，過去のインドネシ

だった。77・78年世代はスハルト大統領3選反

アの学生運動は支配層内部の亀裂と深く関わっ

対運動を繰り広げた。このうち66年世代と74年

ていた。だが，1998年5月政変の先頭に立ち，

世代は支配層内部の権力闘争と深く結びついて

「98年世代」とよばれることになった学生たち

いた。

は，支配層との関わりをたって，経済危機打開

66年世代はスカルノ追い落としをねらうス

のための政治改革を唱えてスハルト政権打倒へ

ハルト陣営によって組織された学生の反スカル

と行動した。この学生たちのあとを，窮乏感を

ノ・反共産党運動だった。活動の中核だったイ

つのらせた市民が追い，最終局面でスハルトと

ンドネシア学生行動戦線（KAMI）に対して，ス
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カルノが解散を命じたさい，反スカルノ派の将

3選阻止をかかげた学生運動を機に，政府は学

軍たちはKAMIの活動本部をインドネシア大

生の政治的言動の場を大学キャンパス内に閉じ

学から，戦略予備軍の特別作戦本部に移した。将

込める「学園正常化」措置をとった。いまひと

軍たちはKAMIのメンバーを保護すると同時

つは，経済成長の恩恵をうけた比較的豊かな社

に，学生たちの行動を軍のコントロール下にお

会層の出身者である大学生の多くが，開発のし

き，スカルノ打倒のために効果的に利用しよう

たたり効果がもたらした生活水準の向上を背景

とした3。

に，卒業後のさらに豊かな生活を願望するなか

74年のマラリの背景には抑圧的な政治手法

で，政治的言動を避け，政治への批判力を失い，

を強めるスハルト政権への抵抗，政治的腐敗に

ヤッピー的生活の基盤を確保することにエネル

対する抗議，経済支配を強める日本への反感が

ギーの多くをさくようになったことである。拡

あった。当時，スハルト大統領に次ぐナンバー

大するインドネシアの中間層は時代の脚光を浴

2の地位をめぐって2人のスハルト腹心，治安

びることになったが，「般大衆の気分とはます

秩序回復作戦本部司令官スミトロ将軍と大統領

ます無縁な存在となっていった8。
だが，学生の中には，直接的な政府批判の言

私的補佐官アリ・ムルトポ将軍が勢力争いを繰

り広げていた。学生の抗議行動に乗じて，この

動を避けながらも，環境・人権問題をとりあげ

2人実力者が互いに相手を追い落とそうとし

るNGO活動を通じて，間接的にスハルト支配

た。のちにスミトロ治安秩序回復作戦本部司令

下の政治を批判する迂回的手法に接近する者が

官は騒乱を教唆したとして解任された4。

いた。そのひとつの表れがクドゥンオンボ・ダ
ム建設反対闘争だった。

77・78年世代の運動は政権内部の亀裂とは直
接結びついていなかった5。スハルト政権はすで

1980年代後半，国際的な関心をよんだ中ジャ

にその基盤を固めており，学生運動が政権の存

ワ州ソロ地区のクドゥンオンボ・ダム建設反対

亡に直接かかわるほど脆弱ではなくなってい

闘争を組織することで，学生たちはスハルト政

た。また，学生とキャンパス外の政治組織との

権に対抗する方法として，農民や一般市民との

つながりは弱まっていた。スハルトの開発政策

共闘を模索した。この闘争には45大学の学生，教

のひずみを非難し，同大統領3選阻止をとなえ

師，芸術家，社会活動家などが参加，クドゥン

たこの世代の学生運動は，当時のインドネシア

オンボ開発犠牲者連帯グループをつくった9。ク

社会から孤立した「同調者なき前衛」￠の運動と

ドゥンオンボ・ダム建設反対闘争は，結局，政

なっていた。学生たちの主張は純粋であったが，

権側の反共宣伝と，補償・移住条件提示による

他方，エリート臭が漂い，運動は浮き上がった

学生と農民の分断策によって終りをむかえ，学

ままで，やがて政権によって抑え込まれた7。以

生たちは農民との共闘の場を完成できないま

後，1998年まで，学生対スハルト政権の全面的

ま，それぞれのキャンパスに帰った。

1980年代半ば以降，環境問題や人権問題をテ

な直接対決はおきなかった。
これには2つの理由があった。ひとつは，学

ーマとするNGO活動が盛んになった。若い世

生運動が以後，政治的動揺のきっかけにならな

代はこうしたNGO活動を通じて，スハルト政

いよう，政府が，大学をはじめとする高等教育

権と外国資本による開発にともなう環境破壊に

機関の管理強化を通じて，学生の政治活動を厳

きびい問題提起をおこなうようになった。スハ

しく規制してきたことである。スハルト大統領

ルト・クローニーによる利益追求が生みだすひ
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ずみを問題にすることで，間接的にスハルト批

3．スハルトの個人支配

判をおこなうとともに，政治改革と民主化をも

とめる手法を取り始めた。さらに，スハルト政

1966年の政権奪取から1998年の大統領辞任

権は1989年からタトゥルプカアン（Keterbu−

までの32年にわたるスハルト政権は，スハルト

kaan）とよばれた開放政策をとった。これによ

の個人支配の強弱からみると，次の4つの時期

ってメディアの政治報道が以前より大胆にな

に分けることができる。

り，環境・人権NGOの活動が詳しく報道され

第1期は1966年から1971年総選挙での与党

始めた10。この時代のNGO活動の活性化は，イ

ゴルカル大勝まで。この時期はスハルトにとっ

ンドネシア民主化の希望の指標だった11。

て大統領就任直後であり，軍をはじめさまざま
な社会勢力に配慮する必要があり，政権にはま

1994年6月，開放政策は中断される。スハル
ト大統領の腹心だったハビビ現大統領が発案し

だオープンな部分も残っていた。

第2期は1971年から78年にかけてである。

たドイツからの中古戦艦購入をめぐる報道で，
インドネシアの主要週刊誌紙が政府によって発

1971年の総選挙で足場を固めたスハルトは軍

禁処分を受けた。この発禁処分に抗議して，学

の協力を得て，国政の舞台から，政党，学生，知

生，NGOメンバー，ジャーナリストが街頭抗議

識人の役割を排除していった。その過程で，

行動を繰り広げた。

1974年の田中角栄首相ジャカルタ訪問時の暴

スハルト政権による学生の政治活動封じ込め

動，1977〜78年の学生反乱にあった。

第3期は1978年から1985年の大衆団体法な

策にも関わらず，学生の政治意識の火種が絶え
てしまわなかった理由のひとつは，高等教育修

ど政治5法成立までである。すべての社会団体

了者の就職難だった。インドネシアの高等教育

が，宗教団体といえども，インドネシアの国是

は1980年代から1990年代にかけて拡大した。31

であるパンチャシラを唯一の組織原理とするこ

の国立総合大学をはじめとする国立高等教育機

とを大衆団体法で義務づけた。これによって，イ

関は78をかぞえ，1970年代から急増し始めた私

スラム団体など社会勢力を封じ込め，軍の力を

立のそれは1，159に達した（1994年現在）。教育

背景にスハルトが官僚群を支配した。

最終の第4期は1985年後から退陣の1998年

機関の拡大によって学生数が急増した。学生数

は1984年の815，000人から1994年には

までである。スハルトは軍の有能な若手将校を

1，610，000人へと10年間で倍増した。このため，

大統領補佐官にとりたてて手なずけ，のちに彼

人文・社会科学系の高等教育修了者の就職難が

らを軍上層部のポストにすえた。たとえば，現

深刻化した。大学卒業者でみると，1988−93年

ハビビ政権の国防治安大臣兼国軍司令官ウイラ

は大学卒業者が，初等から高等までの各教育課

ントもかつてスハルト大統領補佐官だった。将

程を修了した全求職者1，190万人のうち6％を

軍たちを私兵化するとともに，将軍たちがスハ

占めたが，大卒者を対象とした求人は全求人数

ルトを脅かす可能性を持つまでに力をつけはじ

1，150万人の2％でしかなかった。1993−98年

めると，彼らを容赦なく次々と閑職においやっ

は10％に対し2％。1998−2003年は大学生15％

た。こうしてスハルトの個人支配が完成したの

に対し3％の割合になるだろうと国家開発企画

である。

庁はみている12。

同時に，1994年の主要週刊誌紙発禁，1996年
のメガワテイ・スカルノプトウリのインドネシ
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ア民主党首からの追放，1997年のごり押し総選

公共料金値上げが1998年5月初旬に発表され

挙によるゴルカル大勝と，強引な政治手法がめ

た。スハルト政権は燃料補助金カットが暴動の

だちはじめた。それは，スハルト長期支配によ

引き金になることをおそれ，実施に抵抗したが，

る横暴と体制疲労が加速度的に進行し，彼の個

ついにIMFに押しきられた。

人支配の基盤が腐り始めていることをうかがわ

1998年5月，学生たちが掲げたスハルト批判

せた。軍の私兵化に不満な一部の将軍たちのス

のスローガンは「物価をさげろ」（Turunkan

ハルト離れ，スハルトの選挙マシーンにあまん

Harga）と「徹底改革」（ReformasiTotal）だっ

じてきたゴルカルのひそかな政治的自立願望，

た。harga（物価）はSuhartodanKeluarga（ス

スハルト・クローニーによる利益独占に反対す

ハルトとその一族）の har と ga をもじっ

るビジネス界の透明な経済運営への願望などが

たもので，インドネシア人はこのスローガンを

表面化してきた。

「スハルトとその一族をひきひきずりおろせ」と

スハルトの個人支配が確立される一方で，政

聞いた。

権の抑圧的開発政策による経済成長がもたらし
た中間層の政治的動向が1980年代にはいって

4．1998年世代と市民

注目されるようになった。その焦点は中間層が

ジャカルタのスハルト退陣要求運動の経過は

政治的民主化のための勢力になりうるかどうか
だった。中間層は彼らが享受する豊かさがスハ

以下の通りである。5月4日，政府がIMFと合

ルト政権の開発政策の恩恵であり，開発の裏面

意した財政構造改革のひとつとして燃料，公共

である政治的抑圧は感じていても，自らの豊か

料金の大幅引き上げを発表した。6日までに，は

さをかけてまで反スハルトに動くことはあるま

やくもスマトラ島のメダンなど各地で物価暴動

い，という見方があった。逆に，もし中間層が

が起きた。9日，スハルト大統領が国際会議出

自らの豊かさを失うかも知れないというリスク

席のためエジプトに出発。12日，ジャカルタで

をかけて行動にでれば，1990年代のインドネシ

治安部隊が発砲，学生4人が射殺された。14日，

アは，1980年代にタイが経験した民主化の過程

ジャカルタ・コタ地区で暴動。15日，スハルト

を追うことになろうという展望もあった13。

大統領帰国。16日，大統領，内閣改造を表明。17
日，アブドゥル・ラティフ観光相が大統領に辞

結局，中間層がリスクをかけて，自ら進んで
民主化勢力となりうるどうかという議論は，イ

表を提出した。

ンドネシアでは結論がでなかった。1997年のタ

18日，午前9時すぎから数千人の学生たちが

イに始まるアジア通貨危機によって，インドネ

国会に集結を始めた。午前10時，ハルモコ国会

シア中間層はスハルトの抑圧的開発政策がもた

議長が国軍会派の代表シヤルワン・ハミド国会

らした光の部分，つまり，豊かな生活への展望

副議長と会議に入った。午後3時15分，ハルモ

を突然たちきられた。残ったものは影の部分，抑

コ国会議長がハミド副議長らとともに大統領に

圧的な政治手法による息苦しさへの不満だけだ

辞任を呼びかける声明を発表。午後5時，ウイ

った。

ラント国防治安相兼国軍司令官，スハギヨ陸軍

IMFがインドネシア政府におしつけた財政

参謀長，シャムスディン・ジャカルタ管区ジャ

構造改革うち，燃料補助金カットによるガソリ

ヤ師団長がスハルト大統領と私邸で会談。この

ンをはじめとする燃料費高騰と，交通料金など

のち，国防治安省で会議。午後8時，ウイラン
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ト国防治安相が，ハルモコ国会議長らの大統領

イラント国防治安相はスハルト大統領と会見後

退陣要求は個人的な意見であり，法的根拠がな

に，この辞任要求を法的根拠がないとして，ス

いと一蹴した。

ハルト擁護の姿勢をみせた。このウイラントの

19日午前9時，スハルト大統領がイスラム学

矛盾した態度に，かつてスハルトの補佐官だっ

者のヌルホリス・マジドやイスラム指導者らと

た彼の優柔不断な補佐官体質をよみとる人たち

会談。午前11時30分，大統領が内閣改造，改革

がいる。一方で，ウイラントはスハルトの不興

評議会の設置，繰上げ選挙などをおこない，そ

をかい，国軍司令官兼国防治安相を解任される

のあとで大統領を辞任する，との声明を発表し

ことを恐れて，時間かせぎをしたのだ，という

た。20日にジャカルタ中心部で予定されている

見方もあった。スハルト支持の強行派であるス

政治改革要求大集会阻止のため，夜に入って軍

ハルトの娘婿プラボウォ戦略予備軍司令官が，

が独立広場周辺を封鎖した。

ウイラントにとって代わることを心配したので

20日未明，独立広場集会中止。午後2時30分，

ある15。

ギナンジャール経済担当調整相ら14閣僚が国

いずれにせよ，インドネシア国軍にはスハル

家開発企画庁で会議，改造内閣の閣僚就任を拒

トをねじ伏せ，かわって政治の実験を握ろうと

否することを申しあわせた。午後6時，改革評

いう野心は希薄で，また，それだけの力も持っ

議会のメンバーとしてリストアップされていた

ていなかったようである。スハルト配下の文民

45人の候補のうち，40人が就任を断ったことが

エリートたちのなかにも，スハルトに面と向か

わかった。午後8時，14閣僚の閣僚就任拒否の

って退陣を説得し，状況を切り開くことによっ

声明書が大統領の手元に届けられた14。ウマル・

てスハルト後をねらうだけの戦略をもった人物

ウイラハディクスマ，スグルモノ両元副大統領

はいなかった。

とトリ・ストウリスノ前副大統領がスハルトに

学生たちは5月はじめから首都ジャカルタの

辞任を説得。ウイラント国防治安相もこれ以上

国会構内で小規模な抗議のすわりこみを試み始

支えきれないと，辞任を勧めた。午後10時48分，

めていた。本格的な国会構内の占拠はスハルト

オルブライト米国務長官がスハルト大統領の退

退陣の最終段階である5月18日から21日まで

陣を勧めるスピーチをしたとCNNが速報で

の3日間続けられ，国会構内での学生集会は最

伝えた。午後11時，スハルト大統領が国家官房

大で3万人規模となった。
こうした国会占拠の学生たちをジャカルタ市

長官，ウイラント国防治安相らをよび，退陣の

民が激励，支援した。市民団体「憂慮する母の

意思を伝えた。
21日，午前9時，スハルト大統領が辞任，ハ

声」が組織的支援態勢を組んだ。会員の女性た

ビビ副大統領が大統領に就任。

ちは資金を集め，その金で弁当を作り，交代で

ハルモコ国会議長とともに国軍会派のシヤル

占拠学生たちのために，食事を国会構内に運び

ワン・ハミド副議長が18日，大統領辞任を要求

込んだ。この活動を組織したのは，天文学者カ

したことから明らかなように，ウイラント国防

ルリナ・レクソノを中心にした女性たちだった。

治安相兼国軍司令官ら軍主流派はスハルト退陣

彼女たちは経済危機によって乳児用のミルクが

による混乱収拾を決めていた。主流派軍首脳部

底をつき，急激な値上がりのため低所得層の

は学生の改革運動を一定範囲内で許容し，知識

人々がミルクを買えなくなったとき，街頭に立

人のスハルト辞任発言を歓迎した。しかし，ウ

って政府に抗議し，検束されていた。筆者の知
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人の国家公務員も，この占拠学生支援活動に加

はジャカルタ首都圏の高等教育機関で学ぶ学生

わり，弁当を運んだ。彼女の息子のガジャマダ

たちがつくった組織だった。しかし，フォルコ

大学生は，そのころ，ジョクジャカルタ市内で

ットは学生たちの各種組織の頂点に立って，学

デモに参加，黄色く着色された放水車の水を浴

生を公式に代表し，それぞれの学生組織に決定

び，治安部隊に追いかけられ，逃げ込んだ見ず

と命令を下すような組織ではなかった。過去の

知らずの民家にかくまわれていた16。

学生運動にみられたような統一運動組織とはま

国会構内には市民がさまざまな支援の物資を

ったく異なる，ゆるやかな連絡組織であると，学

届けた。リース業者が移動トイレを運び込んだ。

生たちは主張した。フォルコットから流れてき

クリーニング業者が，構内で寝泊りする学生の

た指示はただひとつ，「．スハルトを引きずり下ろ

衣類を無料で洗濯した。国会構内に清掃業者が

せ，と叫べ」だけだったと学生たちは語った19。

やってきた。全国各地から集まってきた学生の

このほか，国会構内を占拠した学生グループの

ために，移動郵便局が設置された。夕方になる

連絡組織は，フォルコット以外に，ジャカルタ

と，学生たちの疲労をほぐそうとマッサージ師，

大学自治会連絡フォーラム（Forum Komuni−

ロックバンドまでが現れた。国会構内にグルー

kasiSenatMahasiswaJakarta，FKSMJ），イ

プごとに陣取った学生たちの拠点を，食品運搬

ンドネシア大学コミュニティー行動組織

車が定期的に回り，弁当，水，ミルク，清涼飲

（KesatuanAksiKeluargaBesarUI），イン

料水，チョコレートなどを配って回った。「身ひ

ドネシア改革大学生行動組織（Kesatuan Aksi

とつで来ればよかった。すべてがまかなわれた」

MahasiswaReformasiIndonesia），国民戦線

と目撃者は語った17。

（FrontNasional）などを名乗った。
こうした学生グループの連絡組織は，1998年

こうした支援活動は市民からの寄金でまかな
われたが，多くは代金をあてにしない市民や企

4月18日にできあがった。軍は学生たちに対し

業の無料奉仕活動だった。実業家アリフィン・

てスハルト政権との対話集会を4月6日に開こ

バネゴロは自宅を学生支援の事務所として開

うと呼びかけていたが，学生たちの拒否にあっ

放，自ら多額の資金を出すとともに，市民に寄

て計画は流れた。18日なってやっと政府に近い

金をよびかけた。

学生60人ほどが参加することで対話集会が成

国会を占拠した学生たちを大学教師，宗教指

立した。この集会にはスハルト政権の閣僚，大

導者，知識人，人権法律家，スハルト政権の元

学学長，知識人らが出席を求められた。対話集

閣僚，反スハルトの退役軍人たちが訪れ，連帯

会で「学生の皆さん，あなたがたが求める改革

の気持ちを表明した。そうした集会の中で，タ

昼，私たちもまた求めているものなのです」と

イ紙「ネーション』のジャカルタ特派員，アン

いうスハルト大統領の長女，シティ・ハルデイ

ドレアス・ハルソノは，忘れがたい情景を目撃

ヤンテイ・ルタマナ社会相の発言に対して，学

している。学生たちに向かって演説していた人

生が「改革の要求は，同時にスハルト大統領辞

物が，企業のファンド・マネジャーであると名

任の要求であることをご存知か」と切り返して

乗ったのである18。

いるころ，対話集会をボイコットした学生たち
約4千人がジャカルタ郊外・ボゴールの農業大

国会構内を占拠した学生には「フォルコット」

（Forkot，ForumKomunikasiKota）のメンバ
ーを名乗る者が少なからずいた。フォルコット

学に集まり，対抗集会を開いていた。
この対抗集会で学生たちは大雑把な行動指針
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について合意した。国会構内に入る計画もこの

ドネシア大学の学生には中間層家庭出身者が比

とき討議された。そして，98年世代を特徴づけ

較的多いが，ガジャマダ大学には貧しい地方出

る重要な呼びかけがこの集会でなされた。ガジ

身者が多い。

ャマダ大学の学生チャフヨ・パムンカスは，政

平均的ガジャマダ大学生の生活費は当時，住

府からの対話の呼びかけを拒否し，政治や経済

宅費3〜5万ルピア（安アパートあるいは間借

の計画立案に参画してほしいと依頼があって

り）。食事は1日1500ルピア程度のものを朝夕

も，それを拒否しようと呼びかけた。「そんなこ

の2回に切りつめて月9万ルピア。雑費を含め

とは学生や教師の仕事ではない」20。

て月18万ルピア程度の暮らしだった23。

「学生たちをか■りたてたものは暮らしの質，な

こうした貧しさのせいもあって，ガジャマダ

かんずく民主的な暮らしの質へのコミットメン

大学で学ぶ学生は政治的に先鋭，体制に批判的

トだった。学生組織の行動の基本はホリゾンタ

なる傾向が強く，スハルト政権はガジャマダ大

ルということだった。組織のヒエラルキ「を拒

学の学生たちを「腐ったタマゴ」と警戒してき

否した」と，有力紙Fコンパス』（1998年5月31

た。たとえば，1994年に政府によってとりつぶ

日）は書いた。そのコンパス紙が活動の中心とな

された政治ニュース週刊タブロイド糸氏『ドゥテ

った一人の学生を運動の指導者としてとりあげ

ィツタ』（βgm）編集部員の多くは，ガジャマ

たとき，そのグループに所属する学生たちが抗

ダ大学出身者で元キャンパス活動家だった。

議のために同紙を訪れ，「われわれに指導者はい

ガジャマダ大学では大学公認の学生組織であ

る学生自治会（SenatM

ない。指導者などいらない」と強く抗議した21。

改革を求める学生運動組織が40近く結成され
た。公認の学生組織が過去に大学（づまりは政

5．ジョクジャの学生たち

府）から助成金を受け，大学の管理部門を通じて

「スハルト政権打倒を叫ぶ民衆と，スハルト政

政府の意向を反映してきたことへの不信感のあ

権の攻防はいうまでもなく首都ジャカルタが主

らわれでもあった。これらの組織を統括する上

戦場になる。首都を制したほうが勝者になるの

部組織は最後までつくられなかった。各組織の

だ」22という見方はだれしも共有していた。この

メンバーはデモを計画するたびに，他の組崩如こ

ため，スハルト退陣をめぐる学生運動ではジャ

参加を呼びかけた。繰り返されたデモは，あく

カルタの動向にばかり関心がよせられている。

まで中心となった組織とそれに呼応する複数の

しかし，ジャワ島中部の古都ジョクジャカルタ

組織の自由な連合体であった。上からの統括・

（ジョクジャ）の総合大学ガジャマダ大学を中心

指令はなく，文字通り自由で緩やかな連合体と

とした学生たちの反スハルト闘争を忘れてはな

して行動した。

らない。ジャカルタの学生たちを首都決戦へむ

こうした自由さによって，各組織の政治的・

けて終始刺激し続けたのはかれらだった。

宗教的傾向にもかかわらず，学生たちは反スハ

ガジャマダ大学はジャワ島中部のジョクジャ

ルト共同戦線を組むことができた。改革はイス

カルタ特別州の州都ジョクジャカルタ市にあ

ラム教徒，キリスト教徒，ヒンドゥー教徒のわ

る。ジャカルタのインドネシア大学とならぶ名

くをこえた，国民的なものである24という気分

門国立大学である。18学部，学生総数5万人，イ

を醸成した。半面，改革の長期的な目標や精緻

ンドネシア全州から優秀な学生が集まる。イン

な戦略に欠けることになった。
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4月1日付から5月3：L日付までのジョクジ

業化が遅れており，デモに参加した市民はほと

ャカルタのFベルナス』（ββγ乃お），『タグウラタ

んど農民やインフォーマル・セクターで働く

ン・ラッヤット』（助ゐ〝払お刀斤α砂αわ，『ジョ

人々だった。工場労働者の参加はきわめて少な

クジャ・ポスト』（yq紗α劫ぶf）は，2カ月間で

かった。彼らはかつてジョクジャカルタを支配

109の学生抗議デモ・集会を報じている（付表参

したハメンタプウォノ家の10代目当主スルタ

照）。4月2日には数千人の学生が軍の学生運動

ン・ハメンクブウオノ10世をなお，ジョクジャ

に対する干渉に抗議するとともに，国会改革を

カルタの代表者として敬愛していた。こうした

叫んだ。学生たちは大学構内を出て，州議会ま

市民にとってはデモはスルタンに救済を求める

で街頭デモを試み，押し戻そうとする治安部隊

請願デモを意味した。

と衝突した。治安部隊は催涙ガスを使用，100人

大学の教師たちも学生の抗議行動に理解を示
した。ガジャマダ大学では，教師や同窓生，そ

を超す重軽傷者を出した。
大学構内を出て街頭抗議行動をめざす学生と

の家族らが資金を寄せ合い，経済危機で窮乏す

治安部隊の攻防が，大学周辺の路上で連日のよ

る学生のための救済レストランをキャンパス内

うに繰り広げられた。学生と学生の列に加わっ

に開いた。この救済レストランには学生だけで

た市民は，治安部隊と衝突する一方で，奇妙な

なく，低所得層の市民もやってきた。ガジャマ

ことに，交通信号機を多数たたき壊している。

ダ大学は学生に，レポート提出にあたって使用

「止まれ」「進め」と命令する機械に対する反感か

済みの用紙の裏面を使うことを認めた。私立の

らであったと，デモに参加した学生たちは解説

インドネシア・イスラム大学では教師が給与の

した。治安部隊との衝突で市民1人が死亡，ま

⊥部を割いて，学生の運動支援の寄金にする申

た深夜，謎のガンマンの発砲で3人の負傷者も

し合わせをした。
ガジャマダ大学アジア太平洋研究所のラク

でた。

学生たちの街頭デモの最終目標地点はジョク

ノ博士は，政治改革を求めたジョクジャカルタ

ジャカルタのスルタン・ハメンタプウォノ10世

の闘争を生活防衛の闘いであるとともに，政治

の王宮（クラトン）だった。スルタンの王宮広場

的道義を求める運動であったと総括した25。ガ

（アルンアルン）にたどり着くことによって，ハ

ジャマダ大学の教師たちもスハルト政権に対し

メンタブウオノ10世をよぴだし，学生たちが求

て批判的だった。学生たちの抗議行動に理解を

める政治改革に同調する発言を引き出そうとす

示していた。しかし，教師たちは5月に入るま

る戦略をとった。この王宮広場へ甲デモ行進を

では学生とは行動を別にして，教師たちだけで

ジョクジャの学生たちは「ロングマーチ」（長征）

批判集会を開いていた。だが，5月11日，ラク

とよんだ。

ソノ博士らガジャマダ大学の教師の一部はつい

学生たちがスルタン・ハメンタプウオノ10世

に学生たちの抗議行動に合流した。

を改革の戦列にひっぱりこむことによって首都

ガジャマダ大学の学生たちはけっして豊かな

ジャカルタの政治エリートに衝撃を与えようと

生活をしていたわけではないが，ジョクジャカ

した試みは，ジョクジャカルタというまだ完全

ルタの「般貧民にすれば，学生はやはりエリー

に都市化されていない，ジャワの農村の保守的

トであり，貧民たちはこれまで妖妬の感情をこ

な感覚を残す，貧しい市民から支持されること

めて学生をみつめていた。かつてクドゥンオン

になった。ジョクジャカルタ市とその周辺は工

ボ・ダム建設反対闘争で学生たちは農民と連帯
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を組もうと試みたが，志を果たせなかった。ク

ハメンタプウォノ10世の改革運動支持の声

ドゥンオンボ闘争で学生が農民との連帯をはた

明は，ジャカルタの政治エリートをさらにゆさ

せなかった原因について，農民の闘争を支える

ぷった。5月20日午後から夜にかけて，ハルモ

ことよりも，自らが闘争の指導者であり，意見

コ国会議長が「22日までに大統領が辞任しない

の形成者であり，当局との交渉者でありたいと

場合，国民評議会を開く」と，議会による罷免

するエリート意識が学生たちにつきまとったか

の可能性をちらつかせて辞任を促すなど，政権

らだ，とアデイチョンドロは論じた26。このよう

内部の深い部分での動揺と離反が一気に加速さ

な感情の溝をうめたのが経済危機であった。学

れていった。

生たちがより困窮するとで，−一一般民衆は学生た
ちを自分たちと同じように政治の貧困の被害者

6．挫折した徹底改革

であるとみなすようになったのであった。ラク
ソノ博士の隣人である大工は，学生とともに政

ハビビ政権は総選挙と大統領選出の早期実

治改革要求デモに参加した感想を同博士に次の

施，政治関係諸法の改正，政治犯の釈放，言論

ように語ったという。「学生の数，市民の数にく

規制の緩和，東ティモール問題解決への取り組

らべれば，兵隊や警官はものの数ではない」。

みなどの政治改革に着手した。それはスハルト

ジャカルタでは，5月20日の国民覚醒の日に

の腹心中の腹心だったハビビ大統領にとって，

独立記念広場で，政治改革を求める50万人の大

スハルトのひもつき後継者でなく，改革政権の

集会を開こうと，反スハルト闘争に立ち上がっ

指導者として正統性を認めてもらうために欠か

たイスラム団体ムハマディヤ議長（当時）のア

せないものだった。こうしたことから，ハビビ

ミン・ライスが学生や市民に呼びかけていた。だ

政権成立後も，学生たちの一部が「ハビビ政権

が，この大集会は直前になって中止となった。ア

拒否，スハルトを裁判にかけろ」と「全面改革」

ミン・・ライスは中止の理由を，ある将軍が「や

を要求してデモを繰り返す一方，相当数の学生

ろうと思えば，天安門の再現もできる」と彼に

たちが街頭から姿を消した。

警告したからだとロイターなど外国通信社に語

スハルトは倒れた。次は経済危機からの脱出
のための政治的安定が必要だ。しばらくハビビ

った。

一方，ジョクジャカルタではこの日，スルタ

にやらせてみよう。そうした雰囲気が広がった。

ン・ハメンタブウォノ10世が学生・市民を王宮

社会的な熱気は急速に薄れていった。スハルト

広場に招いた。学生・市民50万人（80万人説もあ

退陣，ハビビ新政権成立後まもない1998年6月

る）がジョクジャカルタ市内を行進した。この

上旬，筆者はジョクジャカルタでガジャマダ大

日，デモ行進の沿道の会社，商店，民家は「改

学芋生自治会のメンバーたちと会った。学生た

革支持」の横断幕を掲げ，通り過ぎるデモ参加

ちは「ドアを少しあけることができた。いまは

者に冷たい飲み物をふるまった。王宮広場を埋

一休み。今後の運動方針はこれから考える」と

めつくした人々を前に，ハメンクプウォノ10世

語った27。

は「ジョクジャカルタ特別州民，全インドネシ

スハルト政権は1985年，すべての団体に国是

ア国民が，私とともに改革運動を支持し，真に

であるパンチャシラを各組織の唯一の活動原則

国民の立場に立った国政を堅固なものとするよ

とすることを強制する大衆団体法など政治5法

う要請する」と，声明を読み上げた。

を制定した。これによって，スハルトの抑圧的
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開発政権に対抗する可能性をもつ政党，イスラ

で改革派指導者として若い世代から敬愛され，

ム団体などを封じ込め，政権の基盤を最終的に

期待を寄せられていた。

確固としたものにした。この政治5法制定をめ

メガワテイ・スカルノプトウリが1996年，ス

ぐって政党やイスラム団体と政権の間に政治的

ハルト政権によって強引にインドネシア民主党

緊張が高まっていた1985年のインドネシアを

党首から追われたさい，メガワティと民主党を

観察したヴュルトへイムは，インドネシアの一

守るため政権に抵抗した政府非公認の政治グル

般的社会状況は革命前夜を思わせる，と診断し

ープ民主人民党の若者たちが，政権によってス

ていた。しかし，実際に民衆革命，あるいは軍

ケープゴートにされ，「共産主義者」のレッテル

事反乱を引き起こすためには，敵の弱点につけ

をはられて牢に送られたとき，メガワティと民

こみ，体制に対して広範な社会層から民衆を動

主党は彼らを牢に見舞うこともなく，感謝の言

員できるだけの十分に組織された指導者あるい

葉もかけなかった。メガワティは，政権が共産

はグループがまだ存在していないと指摘した。

主義者と名指した者に近づくな，というスハル

もし政治的見識と組織力を備えた指導者さえ現

ト新秩序体制の教えに忠実だった。アブドゥル

れれば，シヤー体制のイランやパティスタ体制

ラフマン・ワヒドは，学生たちがスハルトの裁

のキューバの終焉にみられたように，スハルト

判を要求しているさなか，スハルト邸を訪問し

体制の崩壊もまた，急速に実現するであろうと

国家和解委員会の設立とスハルトの同委員会へ

みていた28。

の参加を捷案した。アミン・ライスⅠまスハルト

1999年2月10日心臓麻痺で69歳で急死した

批判を行う一方で，スハルト公認のうえでハビ

小説家であり建築家，社会活動家にしてカトリ

ビが率いるインドネシア知識人協会（ICMI）の

ック司祭のY．B．マグンウイジャヤは急死の4

幹部になっていた。彼が全面的な政権批判を始

カ月ほど前にオーストラリア・メルボルンで発

めたのは，スハルトの機嫌をそこね協会の役職

行されているインドネシア問題専門誌に寄稿

を追われたあとだった。こうしたエピソードを

し，当初から彼が主張していたのは新憲法制定

あげながら，アリフ・ブディマンは，これら3

にまでいたる変革，あるいは無血革命であり，現

人が，結局は，スハルト新秩序体制の同窓生

憲法の枠内での単なる改革ではなかった，学生

（AlumniSekolah Orde Baru）でしかなかっ

たちの要求はおくびょうすぎた，と嘆いた29。

た，と結論している。
アリフ・プディマンはメガワテイ・スカルノ

これに対して，サッチャワチャナ大学を追わ
れ，現在，オーストラリアのメルボルン大学教

プトウリ，アブドゥルラフマン・ワヒド，アミ

授を務めているアリフ・ブディマンは，おくび

ン・ライスの3人が結束して学生たちと共闘を

ょうだったのは「反対」勢力の指導者だった，と

組んでいれば，1998年の段階でハビビ政権でな

批判する30。彼が名指しで批判したのは，闘争民

い新しい政権をうちたて，徹底改革が進んでい

主党党首のメガワテイ・スカルノプトウリ，イ

ただろうと嘆息する31。

ンドネシア最大のイスラム団体ナフグトゥル・

革命の条件には，少なくとも次の5つの条件

ウラマの指導者のアブドゥルラフマン・ワヒド，

が必要だとデフロンゾはいう32。それらは①大

ナフグトウル・ウラマに次ぐイスラム団体ムハ

衆の不満が極度につのり，国家権力に対する大

マディヤの元指導者で現在国民信託党を率いる

衆抗議へと進む（参エリート層が分裂し，一一部土

アミン・ライスの3人だった。いずれもこれま

リートが現政権から離反，政権に対抗する③革
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命の目標へ向けて各社会階級を団結させるにた

革の役割をになったと賞賛した33が，学生や市

る革命の動機④深刻な政治危機⑤革命に対する

民が開いた突破口から，徹底改革へと突き進む

諸外国の許容，である。

だけの力をもった指導的な政治組織が欠けてい

1986年2月のフィリピン革命では，これら5

た。革命のための準備はできていなかったので

つの条件がほぼ満たされていた。反マルコスの

ある。32年にわたるスハルトの権力維持システ

エリートたちと大衆を結びつける役割をシン枢

ムが有効に反対勢力を無力化し，抑圧的開発志

機卿とカトリック教会がになった。革命の最終

向の手法にとってかわる新しいプログラムを提

段階で，ラモス将軍らがマルコス大統領に反旗

示し，学生と市民の変革エネルギーを旧スハル

をひるがえした。繰り上げ大統領選挙でコラソ

ト政権指導層との政治闘争へと転化できるだけ

ン・アキノは事実上勝利していたが，マルコス

の力をもった指導者と組織の準備を阻んだ。し

側の不正工作でマルコス勝利となっていた。米

たがって，改革へ盛り上がった社会のエネルギ

国は事態解決のためにはマルコス排除しかない

ーに乗じて，旧スハルト体制を支えた支配エリ

と判断していた。

ートたちが，宮廷クーデターをおこない，スハ

一方，1998年5月のインドネシアでは次の点

ルトに代わって政権を握った。1998年5月革命
でなく，5月政変に終わったのである。

がはっきりと示された。学生と大衆の全国規模
の反スハルト行動があった。国民のかなりがス
ハルト政治にあきあきし，改革の必要性を認識
していた。アジア金融危機が深刻な経済危機を

よび，さらに政治危機に発展していた。最終段
階では，先進諸国は事態収拾のためスハルトの
辞任が必要であると判断した。フィリピンと違
っていたのは，崩れかかったスハルト政権を目
の前にしながらも，明確な反スハルトの姿勢を
打ち出すと同時に，改革あるいは革命の目標に
向かって社会各層を団結させるプログラムをも
った指導者がいなかったことだ。

7．おわりに
1998年の学生運動は統一した組織とプログ
ラムをもたず，また，既成の政治勢力に組み込
まれることを拒否，スハルト打倒運動を繰り広
げた。この姿勢が窮乏感を募らせる市民の共感
を呼び，先進国のスハルト見限りのなかで，最
後には指導層内部のスハルト離反にいたった。
インドネシア科学院のモフタル・パボティンギ
は，学生たちは銃口のまえに身をていして，変
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付表 ジョクジャカルタのデモ・集会一覧（1999年4−5月）
デモ・集会
があった日

2

3

デ モ と 集会 の 概要

3月31日

スナン・カリジャガ・イスラム大学などで，軍の大学キャンパス干渉に反
対し，国民協議会（MPR），国会（DPR）改革を求め，6人がハンガーストラ
イキを始める。

4月1日

インドネシア芸術学院で新大統領選出要求集会とデモこ

2日

ガジャマダ大学で，変化のための人民闘争委員会が集会とデモを組織。参
加者数千人。高校生も参加した。キャンパスを出て，州議会に向けてデモ
を始めようとしたところ，治安部隊が催涙ガスを使用，学生たちは投石。重
傷17人，軽傷88人，入院29人。政治・経済改革を要求。

4

2日

スナン・カリジャガ・イスラム大学で数百人が政治・経済改革を求めて集
会とデモ。

5

2日

環境工学高等学院で数百人が政治・経済改革を要求して集会。

6

3日

ガジャマダ大学で，ジョクジャ・イスラム学生連盟が集会とデモを組織。参
加者，数千人。軍の抑圧に屈せず連帯し，政治・経済改革を要求しようと
叫ぶ。

7

3日

師範大学の集会・デモに数百人が参加し，政治・経済改革を要求。治安部
隊が催涙ガスを使用。衝突で23人が入院。うち5人は警察官。

8

3日

ジャナバドラ大学で数百人が政治・経済改革を求め，軍の抑圧に抗議する
集会を開く。

9

4日

ガジャマダ大学で，同大学学生コミュニティーが1万人集会を開催。集会
にもぐりこんだ情報担当の警官2人が学生に袋だたきにされる。集会では
軍の抑圧，治安部隊のキャンパス不当侵入に抗議し，政治・経済改革と特
別国民協議会開催を要求。

10

5日

ジャナバドラ大学で人民擁護闘争学生行動委員会メンバーの5人が，政
治・経済改革を求め，ハンガーストライキを開始。

8日

ガジャマダ大学で学生唱導グループが集会とデモ。国家人権委員会との話
し合いを要求。軍の干渉に抗議。

12

9日

ガジャマダ大学でインドネシア・イスラム学生行動委員会が集会とデモを
組戚。参加者数千人が政治・経済改革を要求。

13

14日

ガジャマダ大学で人民主権のための学生連帯委員会が数百人規模の経済改
革集会を開く。

14

15日

15

16日

16

18

17

20日

師範大学で学生精神大運動委員会が政治・経済改革要求集会を開く。参加
者百人。
スナン・カリジャガ・イスラム大学でインドネシア・イスラム学生協会が
5百人規模の政治・経済改革要求集会とデモ。
スナン・カリジャガ・イスラム大学で人民擁護学生戦線が数百人規模の集
会とデモ。ストライキよびかけ。政治的規制緩和5要求。癒着，腐敗，ネ
ポチイズム（KKN）の撤廃を要求。
インドネシア・イスラム大学で，同大学学生コミュニティーが百人規模の
政治・経済改革要求集会を開く。
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18

21日

19

21日

20

23日

21

23日

22

23日

23

23日

24

24日

サナタ・ダルマ大学でインドネシア人民解放のための学生連帯委員会が政
治・経済改革要求集会を開催。集会に修道士，修道女が参加し，注目された。
ガジャマダ大学で，1万5千人が参加して大集会とデモ。体制側の女性組
織ダルマ・ワニタのメンバーも集会に参加。スハルト打倒を叫ぶ。
ジョクジャカルタ・チョタロアミノト大学で，改革のためのインドネシア
学生連帯委員会が集会とデモ。参加者，数百人。物価引き下げ，KKN撤廃，
政治・経済改革を要求。
ガジャマダ大学で変化のための人民闘争委員会と高校生の運動組織である
祖国を愛する生徒の会が2千人集会とデモ。国民協議会と国会の解散。政
治的規制緩和5要求。政府改革要求など。
仏教学院高等経済学校で百人ほどが集会。
サナタ・ダルマ大学，ジョクジャカルタ・アトマジャヤ大学，インドネシ
ア・イスラム大学で，人民擁護闘争学生行動委員会が数千人規模の政治・
経済改革要求集会を開催，デモ。
ガジャマダ大学でインドネシア・イスラム学生行動委員会，変化のための
人民闘争委員会が2万人の大集会とデモ。KKN撤廃，物価引き下げにくわ
えて，大統領辞任を叫ぶ。

25

25日

26

27日

27

27日

28

28日

29

28日

ガジャマダ大学で変化のための人民闘争委員会が前日に引き続き5千人規
模の集会。KKN撤廃，物価値下げ，大統領辞任を要求。
国家英雄財団会計学院で数百人が政治・経済改革要求集会。
ジョクジャカルタ・ムハマディヤ大学で改革のための学生戦線が集会。参
加，百人弱。

市内ダゲン通りでイスラム学生協会ジョクジャカルタ支部の3百人が政
治・経済改革要求デモ。

30

29日

師範大学で，20大学の学生自治会が参加するジョクジャカルタ学生自治会
連絡フォーラムが，数千人規模の集会とデモ。

31

30日

32

30日

スナン・カリジャガ・イスラム大学で数百人の集会。

33

30日

インドネシア・イスラム大学で数百人の集会。

34

30日

州議会議事堂前でインドネシア芸術学院の学生30人がデモ。

35

5月1日

国家開発大学で人民のための大学生の声委員会が2千人規模の政治・経済
改革要求集会とデモ。

カウマン・イスラム寺院でムハマディヤ全国青年委員会の呼びかけで3千
人が政治・経済改革要求デモ。

36

1日

37

2日

38

2日

インドネシア芸術学院などで反スハルト学生グループが3千人規模の政
治・経済改革要求集会とデモ。

39

2日

ガジャマダ大学で改革要求集会。

40

2日

サナタ・ダルマ大学神学部学生スルヨが同大学キャンパスからソロの王宮

ジョクジャカルタ・マタラム大学で百人弱の集会。

をめざして，1人で政治・経済改革を求めるデモを行う。

41

2日

州議会前で祖国を愛する生徒の会が政治・経済改革要求デモ。

42

4日

市内で小規模なスハルト打倒，国民協議会開催開催要求デモ。

43

4日

ジョクジャカルタ・チョタロアミノト大学でデモ，警官隊と衝突。デモ参
加者の負傷12人，警官の負傷3人。
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44

4日

ガジャマダ大学で，同大学経営大学院修士課程学生会のよびかけで，数百
人が燃料二電気料金値下げ要求の集会とデモ。

45

4日

46

4日

ジョクジャカルタ・アトマジャヤ大学で人民擁護学生戦線が集会。

師範大学，サナタ・ダルマ大学で，改革のための大学生連帯委員会が1万
人集会を開く。デモに移ろうとしたさい，治安部隊が介入。逮捕11人，入
院10人，交通信号機など公共物破壊，放火。

47

6日

48

6日

インドネシア・イスラム大学で工学部，心理学部学生が中心となって数百
人規模の集会，デモ。

49

6日

ワンサ・マンガラ大学で集会。

50

6日

農村社会開発高等学院で数百人規模の集会。

51

6日

スナン・カリジャガ・イスラム大学で集会。

52

6日

国家英雄財団会計学院と国家英雄財団経営学院で数百人規模の集会，デモ。

53

7日

ジョクジャカルタ・ムハマディヤ大学で燃料値下げ要求集会，デモ。

54

7日

国家英雄財団経営学院で5百人規模の燃料値下げ要求集会，デモ。

55

7日

56

7日

師範大学で数千人規模の政治・経済改革要求集会とデモ。

ジョクジャカルタ・チョタロアミノト大学で，改革のための学生行動委員
会が燃料値下げ要求集会とデモ。

仏教学院高等経済学校で改革のための学生行動委員会が燃料値下げ要求集
会とデモ。

57

7日

58

8日

ガジャマダ大学で数千人が政治・経済改革要求集会，デモ。

59

8日

師範大学，サナタ・ダルマ大字で数千人がデモ。治安部隊の介入し，負傷

インドネシア・イスラム大学で改革のための学生行動委員会が燃料値下げ
要求集会とデモ。

4百人。死者1人（モーセス・G．K．）。公共物破壊。

60

8日

理工大学で政治・経済改革要求集会。

61

8日

高等工業専門学校で集会。

62

8日

ジョクジャカルタ・ムハマデイヤ大学で，同校同窓会がよびかけて，数千
人の改革要求集会とデモ。ハンストを開始する者もいた。

63

8日

64

9日

65

9日

ドゥタ・ワチャナ・キリスト教大学で集会。
ガジャマダ大学で変化のための人民闘争委貞会が1万人の抗議集会，デモ
を行う。モーセスを追悼し，連帯することを呼びかけ。
スナン・カリジャガ・イスラム大学，農業大学で数百人規模のモーセス追

悼，連帯デモ。治安部隊と衝突，投石。重傷3人，負傷5人。
66

9日

師範大学で数百人がモーセス追悼，連帯デモ。治安部隊と衝突。公共物破
壌。

67

10日

11日

アフマド・ダフラン通りで150人がデモ。
ジョクジャカルタ市内の墓地でおこなわれたモーセスの埋葬に数千人が集
A
口0

69

12日

市内で小規模なデモ。

70

12日

タマン・シスワ大学で集会，デモ。

71

12日

72

12日

仏教学院経済学校，インドネシア・コミュニケーション大学，金融銀行専
門学校などで政治・経済改革要求集会。
ジョクジャカルタ・マタラム大学で集会。
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73

12日

74

13日

農村社会開発高等学院で政治・経済改革要求集会。
ガジャマタ大学で変化のための人民闘争委員会が中心になって数千人規模
の集会とデモ。治安部隊が介入，催涙ガスを使用。逮捕・拘束200人，入院
39人，軽傷40人。

75

14日

SMU6（高校）で高校生ら数百人が集会を開き，謎のガンマンに足を撃たれ
たピトに連帯を表明。

76

14日

77

14日

78

14日

79

14日

80

14日

協同経済大学でトリサクティ大学の犠牲者追悼，連帯集会。

81

14日

農業大学で数百人がトリサクティ大学の犠牲者追悼，連帯集会。

82

15日

83

15日

84

15日

85

15日

86

15日

国家英雄財団経済学院で集会。

87

15日

ジョクジャカルタ経済専門高等学院で集会。

88

15日

89

16日

ジョクジャカルタ・ムハマディヤ大学で数千人が集会，デモ。

90

16日

インドネシア・イスラム大学で，人民闘争のための学生行動戦線がモーセ

ジョクジャカルタ航空学校で数百人がトリサクティ大学の犠牲者に対して
追悼と連帯の集会を開く。
国家開発大学でトリサクティ大学の犠牲者追悼，連帯集会。
インドネシア・イスラム大学などでトリサタティ大学の犠牲者追悼，連帯
集会。
ドゥタ・ワチャナ・キリスト教大学でトリサクティ大学の犠牲者追悼，連
帯集会。

インドネシア・イスラム大学の教員が，学生たちの運動を支援するため，2
ケ月間，給与の一部を提供すると声明。
ウリップ・スモハルジョ通りで，数千人がデモ。国民車「ティモール」（ス
ハルトの子息が経営）参加の販売店打ち壊し。スルタン・ハメンタプウォノ
10世が市民の財産への破壊行為を慎むよう呼びかける。
ジョクジャカルタ市内全域で，民主党メガワティ派支持者数千人がオート
バイを連ねてデモ。トリサクティ大学の犠牲者追悼，連帯。
ドゥタ・ワチャナ・キリスト教大学で集会。

カウマン・イスラム寺院で，ジョクジャ・イスラム学生連盟などの5百人
が特別国民協議会開催を求めて集会，デモ。

ス追悼，連帯の集会とデモ。

91

16日

92

16日

サナタ・ダルマ大学で集会。
ジョクジャカルタ・マタラム大学で5百人が特別国民評議会開催を要求し
て集会，デモ。

93

16日

94

16日

95

18日

ニテイカン地区集会所でニチイカン・イスラム教徒行動委員会が集会を開
く。
観光学院学生自治会などが政治・経済改革要求集会。

サルデイト病院で，医師，看護婦，患者らが参加して集会を開く。医療費
引き下げ，スハルト大統領の内閣改造を拒否，スハルト打倒を叫ぶ。

96

18日

97

18日

98

18日

王宮の展示場で芸術家たちが集会を開き，芸術家宣言を出す。
ガジャマダ大学で学内の連絡フォーラム，大学アカデミーなどが，スハル
ト打倒を達成するまで半旗を掲げつづけることを決定。
インドネシア・イスラム大学で集会。
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99

19日

100

19日

101

19日 タマン・シスワ大学で20日の大集会へ向けて気勢。

102

19日

ジョクジャカルタ・チョクロアミノト大学で集会。

103

19日

イスラム大学で数百人が20日の大集会へ向けて気勢。

104

20日

ガジャマダ大学でジョクジャ・イスラム学生連盟が百人弱の集会を開き，20
日の大集会へ向けて気勢をあげる。
インドネシア・イスラム大学で20日の大集会へ向けて気勢。

ジョクジャカルタ市内の14地点から市中心部の王宮をめざして大規模デモ
行進。学生をはじめとしてジョクジャカルタ市とその周辺の一般市民ら50
万人が参加。スルタン・ハメンタブウォノ10世が市民に向かって，レフオ
ルマシ・トータル（徹底改革）支持を宣言。

ジョクジャカルタ市内全域でモーターバイクのパレード。スハルト大統領
辞任を祝賀する祈り。

105

21日

106

22日

ガジャマダ大学で小集会。

107

22日

スナン・カリジャガ・イスラム大学で集会。

108

26日

サナタ・ダルマ大学で百人弱がモーセスを追悼する集会。

109

27日

バントウル県議会ビルで，学生ら数百人がバントウル県長打例の集会とデ
モ。

く出典：ジョクジャカルタの主要3日刊紙，βE尺M見方g（お〝由由乃勒αた物α魚sオ〉

ルトのネポティズムを政府の高級官吏から村役人まで

1主な政治勢力の獲得議席数は次の通り。闘争民主党
153，ゴルカル党120，開発統一党58，国民覚醒党51，国

がまね，社会・文化的な汚染をもたらしているなどと，

民信託党34，軍・警察38（無投票）。

その主張は痛烈だったが，社会一般に訴えかける力に

2 Malari，MalapetakaLimapuluhJanuari（1974年

欠けた。
8 こうした社会状況に対する批判については，たとえ

1月15日事件）。

3 Crouch，Harold，771e Army and hlitics
lndonesia，reVised edition，Ithaca and London，
CornellUniversityPress，1988，P．183．
4 Schwarz，Adam，A Nationinl侮iling St
Leonards，Allen＆Unwin，1994，pp．34丁35．
5 学生たちが大統領候補にふさわしいと名前をあげた

ば，マラリの学生指導者だったハリマン・シレガルの

次の著膏を参照。Hariman Siregar，Hdti

5boYZlng Demonst7t2n，Jakarta，Mantika Media
Utama，1994，pp．157㌻156＆169−170．
9 Uhlin，Anders，1ndbneshland the．miYdII匂ve
QFDemocTatizaLion ，Surrey，Curzon，・1997，p．105．
10 筆者は1994年から1995年にかけてジャカルタで調

アリ・サディキン元ジャカルタ特別区知事や当時のア
セアン事務局長グルソノら，スハルト大統領の政治腐

査中，スマトラ島・マニンジャウ湖畔で催されたジャ

敗に批判的な元軍人たちは，学生たちの主張に同情的

ーナリストのための環境問題報道セミナーに参加した

だった（Kingsbury，Damien，771e Pblitics qflh−
donesid，Melbourne，Oxford University Press，

問題とスハルト政権批判は切り離せないとするジャー

1998，p．108．）。

ナリストたちの姿勢だった。

6 Magenda，Durhan，

TheIndonesian Student

ことがある。このセミナーで印象的だったのは，環境

11Eldridge，Philip，NonrgovernmentOナganizations
andDemoc7tlticFbrticit）ationinlhdonesia，Kuala
tem ，鮎ma，No．11，December1978，p．17．
Lumpur，OxfordUniversityPress，1995，p，227．
7 77・78世代が公にした F1978年学生間争白書j は軍
12 0nny S．Prijono， Education：Access，Quality，
and Relevance ，in Richard Bakeret al，（eds．），
当局によって直ちに発禁処分を受けたが，米国に持ち
出され，コーネル大学が発行する季刊誌血（わ兜お由，
Indonesia：77ie Challe7qge〆Change，Singapore，
Vol．25（April1978）に英訳が掲載された。白書はスハ
InstituteofSoutheastAsianStudies，1999，pp．162

MovementandIts Relationtothe PoliticalSys−
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−63＆166．

27 ガジャマダ大学生ラトナ（国際関係論専攻）とスギ

13 Feith，Herbert，

DemocratisationinIndonesia：

misleading rhetoric or realpossibility？ ，Gol−

ヤントロ（経済学専攻）へのインタビュー。1998年6月
6日，ガジャマタ大学で。

sworthy，D．（ed，），Develbi）mentandSociblChange

28 Werthein，W．F．，

SuhartoAfterTwentyYears

in Asia，Clayton，Monash Developemt Studies

Dictatorship， KabarSebe7mng，No．17，Centrefor

Centre，MonashUniversity，199l，P．75．

South・EastAsianStudies，JamesCookUniversity
OfNorthQeensland，1986，p．180．

14 これには異説がある。14閣僚の声明書はこの夜，ス
ハルトの手元には届かなかった，という説がある。声

29 Y．B．MangunwIJaya， Not reformasi，tranSfor−

明書を託されたある高官が，その文書をポケットに入

masi！ ，1わsideIndonesia，No．58，April・June1999，

れたままにし，その夜はスハルトに手渡していなかっ

P．10．

30 AriefBudiman，

たという。しかし，スハルトはすでに別ルートでその

情報を入手していた（Hermawan Sulistyo， One

AlumniSekolah Orde Baru

，

7セ〝ゆ0，4Jan．1999．

year on and students stillpushing for change ，
．わ勉γぉ魚5′，May22，1999．）。

31闘争民主党首メガワテイ・スカルノプトウリと国民
信託党首アミン・ライス，国民覚醒党の母体であるナ

フグトウル・ウラマ総裁アブドゥルラフマン・ワヒド

15 プラボウォ戦略予備軍司令官は，スハルト大統領退

陣後まもなくウイラントによって解任された。

の共闘を望む声は強かったが，なかなか実現しなかっ

16 国立図書館員，スリへのインタビュー，1998年5月

た。ゴルカルがハビビ現大統領を次期大統領候補に決

31日，ジャカルタで。

定したあと，総選挙告示の直前の1999年5月18日にな

17 タイ紙Fネーションj ジャカルタ特派員，アンドレ

って，3人の有力野党指導者はゴルカルに対抗するた

アス・ハルソノヘのインタビュー，1998年6月2日，ジ

め，選挙後の連立を視野に入れた共闘を組んだ。しか

ャカルタで。

し，具体的な政策協定はなく，選挙協力もけっきょく

実現しなかった。

18 アンドレアス・ハルソノへのインタビュー，1998年

32 DeFronzo，James，RevohLtionandRevoluiionaly

6月2日，ジャカルタで。

19JuliusPour，Jdkaria，SenwaLengserK4mlbon，

Movements，2ndedition，Boulder，WestviewPress，

Jakarta，ElexMediaKomputindo，1998，p．122． 1996，pp．10−11．
20 Stanley，

Behindthestudentdemands

，Inside

lndonesia，No．55，JulyTSeptember1998，pp．12・−13．

Reformasi：

Berdarah Berhak Ber・kata

HanyaYang

，A．Ariobimo

Nusantara，etal．，AksiMahasiswa Menunfu Ger−

21コンパス紙ダニエル・ダキデ調査研究部長へのイン

タビュー，1998年6月4日，ジャカルタで。

bangRdbrmasi，Jakarta，Gerasindo，1998，p．Xiii，

22 アリフ・プディマン，1998年2月21日，東京・上智
大学で開かれた集会での発言。
23 林学専攻のガジャマタ大学生ラマから聞き取り。ジ
ョクジャカルタ市で，1998年6月6日。ラマはジャカ

ルタ市の中間層家庭の出身者である。近視の学友が黒
板に教師が書く文字を読めず，といってメガネを買う
金もなく，しばしばラマの近眼鏡を借りるので，ジャ
カルタに帰省したさい，古い眼鏡を持ち帰りその学友

に与えたことがあるという。なお，1997年8月1日の

ルピアの相場は1米ドルが約2，600ルピアだったが，
1998年5月19別こは約16，000ルピアに下落していた。
24 沌γ艮おね乃℡＆0乃0刑どc斤gめw，1998．5．14．

25 インタビュー。1998年6月6日，ジョクジャカルタ
で。

26 George Aditjondro， AksiMassa dan Pendidi・

kanMasyarakatHanyalahDuaAspek Gerakan
KaumTerpelajardiIndonesia

33 MochtarPabottingi，

，Kriぬ，Vol．3，No．

5．
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