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「華人国家英雄」の誕生？
ポスト・スハルト期インドネシアにおける華人性をめぐるダイナミズム

津　田　浩　司
東京大学大学院
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Th e Dynamism of Chineseness in Post-Suharto Indonesia
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Since the fall of Suharto’s authoritarian New Order regime in May ���	, the 
oppressive policy of Indonesian government against the ethnic Chinese has 
changed substantially, though gradually. In this emancipative atmosphere, 
some of the ethnic Chinese have been trying to dig up histories of those Chi-
nese who contributed to the “Nation-building” of Indonesia. In so doing, they 
have aimed to recover their once suppressed Chineseness and to claim their 
proper share in this country.

Among these movements of establishing “the history of Chinese Indone-
sian”, this paper will focus on the case of the glorifi cation process of certain 
local heroes, Tan Oei Djie Sian Seng. � ese two historical fi gures, whose sur-
names were Tan and Oei respectively, have long been known to the people of 
Rembang, the northern coastal area of Central Java, as the leaders of the mid-
�	th-century massive rebellion in which Chinese and Javanese fought against 
the VOC (Dutch East India Company), and have long been worshiped in 
a few Chinese temples in the area. Recently, these two local Chinese heroes 
suddenly came into the spotlight a
 er the “re-discovery” of certain historical 
material relating to them, and some Chinese organizations in Jakarta even 
went so far as to make an attempt, which failed, to nominate them as candi-
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＊ 本研究の内容は，���年 月に東京大学で開催された日本文化人類学会第 ��回研究大会で発表
した原稿を基にしている。執筆にあたっては草稿の段階で，東京大学の関本照夫先生，神戸大学の
貞好康志先生に数々の貴重なコメントを頂いた。ここに深くお礼を申し上げる。なお本稿脱稿後の
���年 ��月には，東京外国語大学本郷サテライトで開催された日本華僑・華人学会第 �回研究会／
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同研究プロジェクト「中国系移民の土着化／ク
レオール化／華人化の人類学的研究」研究会でも発表する機会を与えられたことを申し添えておく。
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�. はじめに

インドネシアの華人� は一説には ���万人
を超えるとも言われるが，そもそもその内実

は出身地や渡航年代，居住地域，政治志向な
どの違いにより実に多様であり，決して一枚
岩ではないことが既に多くの学者によって指
摘されてきた� 。���年の �・��事件を期
に成立したスハルト新秩序体制は，こうした

dates for “Pahlawan Nasional” (National Hero).
In this paper, I will follow in detail the historialization process of Tan 

Oei Djie Sian Seng, showing why these paired heroes of Chinese origin were 
regarded as the representatives of all the Chinese Indonesians. I will also 
explore how this attempt by Chinese-Indonesian leaders to promote Chinese-
ness failed in the end to convince the local Chinese community; I will indicate 
that the ethnic Chinese in Indonesia are still in process of establishing their 
own identities.

�. はじめに
�. 国家英雄制度

�.�. 国家英雄制度のあらまし
�.�. 華人国家英雄の人選
�.�. 中央のアクター

�. 『ラセム史話』と陳黄弐先生
�.�. 『ラセム史話』の継承
�.�. 『ラセム史話』の内容
�.�. 『ラセム史話』の出版
�.�. 陳黄弐先生に関する伝承の様々なヴァー
ジョン

�. 陳黄弐先生をめぐるアクター間の動き
�.�. 中央のアクターによる陳黄弐先生への

着目

�.�. ローカルのアクターの動き：義勇公の
墓の「発見」

�.�. ジャワ人英雄の義勇公廟への合祀
�. 両アクターの接触・物別れ：ローカルの
論理

�.�. 中央のアクターの接近
�.�. ラセムでの折衝
�.�. 政治化への恐れ
�.�. 寺院管理の問題
�.�. パトロンをめぐる葛藤
�.. 中国寺院とパトロン

. 人々の無関心と「アシン」の感覚
�. むすび

�  「華人」という語は狭義には，仮住まいの意を含む「華僑」に対し，政治的に現居住国に帰属する
ことを示す用語として ��世紀後半から徐々に使われ出した経緯があるが，本稿では国籍の別など
に関わらず広く中国系住民を指す語として用いることとする。

 　オランダ植民地時代，東インド住民は「ヨーロッパ人 Europeanen 」，「外来東洋人 Vreemde 
Oosterlingen 」，「原住民 Inlanders 」に区分され，刑法や民法，商法上それぞれ異なった扱い
を受けた。このうち外来東洋人カテゴリーの大半を占めていたのは華人であり，それまでの支配者
たるヨーロッパ人が去りインドネシアが独立を達成した後もなお，この華人というカテゴリーはし
ばしば，かつての原住民カテゴリーである「プリブミ Pribumi 」と対立的に語られる。

 　なおインドネシアでは，華人を指す語として長らく“Orang Cina”が公的に使われてきたが，
近年ではこの蔑称のニュアンスを含む語を避け“Orang Tionghoa”という呼称が積極的に用いら
れ始めている。註 ��を見よ。

�  ほんの一例として，インドネシア華人の多様性を概説的に指摘したものとしてMackie & Coppel
［���］，現地社会と長期にわたり文化的に混交した中国系住民プラナカン Peranakan と，中国
文化を色濃くとどめる中国系住民トトッ Totok の対比を述べたものとしては Skinner ［���］，
植民地期以来の政治潮流を分類したものとして Coppel［���］，また �世紀にわたる多様な政 ↗
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状況にさらに拍車をかけた。華人が華人でな
くなることを旨とする同化政策のもと，彼ら
は単に政治的発言を抑えられたのみならず，
華人の集団としてのアイデンティティ自体も
否定され� ，バラバラな個に分解された上で，
共和国の正統な担い手たる「インドネシア国
民＝インドネシア民族」� への同化を迫られ
たのである。

���	年の �月暴動に続くスハルト体制崩
壊は，こうした状況に一大転機をもたらし
た。「改革の時代 Era Reformasi 」の名の
もと，この国の華人も次第に華人として主体
的に声を上げ，「自分たちの文化」を発信す
るようになったのだ。数年前までは考えられ
もしなかったことだが，今や町中の看板に中
国語が使われるようになり，また華字新聞や
華字雑誌が相次いで発刊されたばかりか，全
国放送のテレビ局で北京官話を伝達言語とし

たニュース番組まで登場している� 。各地の
大学はこぞって中国研究センターや中国語学
科を立ち上げており，中国語教室設立ブーム
は地方都市にまで広まる勢いである。書店の
本棚には，「孝」や「礼」などの教えを説く
児童書，それに太極拳，漢方薬，風水など，
華人文化ルネサンスを反映してありとあらゆ
る中国関連書籍が並べられている。また中国
正月 Imlek  ともなると，ショッピング
モールは赤を基調とする中国風の飾り付けで
埋め尽くされ，町中には「恭喜發財 Gong 
Xi Fa Zai 」などと書かれた横断幕があちこ
ちに掲げられる。さらに龍獅子舞の類に至っ
ては，中国寺院の祭や観光客向けのイベント
にとどまらず，選挙向けのパフォーマンスと
して政党に動員されるようにもなっている。
もちろんこうした文化面での「復興」と
並行して，未だにはびこる華人に対する不

↗ 治思想・発言を集めたものとして Suryadinata［����］がある。特に ���年代の「同化―統合論争」
を扱ったものとしては貞好［����］を見よ。

�  スハルト体制下では，「西洋」，「共産主義」，「イスラーム原理主義」と並び，「華人」なるものの他
者化が一層進んだが，そうして他者化されたいわゆる「華人性」を消去することが，政府の採る同
化政策の眼目であった［Heryanto ���	: ��］。こうした中，華人たちの多くも一方ではプリブミを
軽蔑しつつ，そのプリブミ同様には「正しいインドネシア人」になれないとの劣等意識を強めると
ともに，華人であること自体に居心地の悪さや罪の意識すら覚えるようになり，彼らの生活から華
人性を消し去ろうとする傾向も見られるようになっていた［Budiman ����: �	 ��］。

�  インドネシア語では共に“bangsa Indonesia”と表現される両者を等号で結ぼうとするイデオロ
ギーは，華人との関わりで様々な問題を呈する。註 ���を見よ。

�  中国語メディアに対する規制は，��年に華字紙が政府系のHarian Indonesia一紙に制限された
Resolusi MPRS No. XXXII/MPRS/���� tentang Pers のを皮切りに，���	年には中国語出版・印
刷物の流通が規制され Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. ���/KP/XII/���� tentang 

Larangan Mengimpor, Memperdagangkan dan Mengedarkan segala jenis barang cetakan dalam huruf/ 

aksara dan bahasa Cina ，後には出版・印刷行為自体も規制の対象となったばかりか，公共の場で
中国語の看板を掲げることなども禁じられた Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafi ka No. 

��/SE/Ditjen/PPG/K/���� tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan tulisan/ iklan beraksara dan 

berbahasa Cina 。またこれら諸規制に先立って，中国語を教授媒体とする学校の閉鎖もスカルノ時
代以来進められていたことから たとえば Resolusi MPRS No. XXVII/MPRS/���� tentang Agama, 

Pendidikan, dan Kebudajaan ，中国語使用は大いに制限されることとなった。��年代に入って，
増大する大陸や台湾からの観光客に対応するため，中国語使用・学習に対する規制は一部緩められ
ていたが，スハルト政権崩壊後の ����年には中国語学習を禁止・制限するあらゆる法令が撤廃さ
れ Instruksi Presiden No. 	/���� tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 
�/���� ，また ����
年には対華人政策の大幅見直しを謳う大統領令 Keputusan Presiden No.�/���� tentang Pencabutan 

Inpres No.�	/���� が出されたことにより，上記諸規制はいずれも完全に効力を失った。
 　華字紙として代表的なものとしては，たとえば Jawa Posグループの日刊紙『国際日報』 ����

年 �月創刊，ジャカルタ が挙げられる。テレビではMetro TVのニュース番組「美都新聞」が
毎日放送されているのが目につく。

  中国正月 旧正月 は，ワヒド大統領の ����年には暫定祝日に，メガワティ大統領に代わった翌
年 ����年には正式な国民の祝日となった。
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当な差別の撤廃，そして今まで満足に享受
されてこなかった様々な権利を要求していこ
うという政治的動きも高まってきた。その運
動の中心となったのが，ジャカルタなど大都
市を拠点に相次いで設立された華人団体で
ある。中には PSMTI ＝Paguyuban Sosial 
Marga Tionghoa Indonesia; 印華百家姓協
會 や INTI ＝Perhimpunan Indonesia 
Tionghoa; 印尼華裔總會 などのように，
全国の主要都市に支部を持つ巨大組織にまで
成長したものもあるが� ，各団体はそれぞれ
のスタンスで差別的施策の撤廃を求め積極的
に政治的ロビー活動を行なう一方で	 ，貧民
救済や災害援助などの慈善事業を組織した
り，各種セミナーや後援・協賛活動を行なう
など，華人に対する社会の理解が高まるよう
な努力も並行して実施している。
特にこの華人に対する社会一般の理解とい
うことに関して言えば，よく知られているよ
うに，「裕福だがケチだ」，「閉鎖的だ」，「愛
国的でない」などといったあからさまな偏見

が，いくら体制が変わったとはいえ依然根深
く存在していた� 。そうした定式化した見方
を改めさせるべく，ここ数年来様々な人が
様々な形で発言を始めている。それらの中に
は，総じて富裕と見られがちな華人の中にも
実は貧窮のどん底で暮らす人たちがいるのだ
ということを報告するものもあれば�� ，ジャ
ワにイスラーム教を伝えた伝説的な九聖人
Walisongo の大半が実は華人であったと暴
露的に明かすもの�� ，あるいはプラナカン華
人がどれだけプリブミと交わって社会に尽く
してきたかを列伝風に描くものなどもある�� 。
このように数々ある華人に対する偏見打破
の試みの中でも特に重要なのは，歴史的にい
かに華人がインドネシアの独立，あるいは国
家建設や社会発展に寄与・貢献してきたかを
前面に押し出すタイプの主張であろう。とい
うのも，そもそも華人はナショナリズム運動
の発端から「インドネシア民族」の言わば
「他者」，あるいは「鏡像」として措定されて
きた経緯があり�� ，独立後も華人は常に統一

�  Herlijanto［����］は，スハルト体制崩壊後の華人の動きを大きく �つ，すなわち a 華人とし
てのアイデンティティを第一義的に考えているもの， b 華人としてのアイデンティティ以外に
第一義的な価値を置くものに分類している。前者の代表として挙げられるのが PSMTIと INTIで
あり，本稿と関わりの深いのも，人権や民主化などを唱える b の類型の諸団体ではなく，前者 a
の方である。

	  改革の時代以降の華人の政治動向についてのまとめは Subianto［����］を参照。
�  新秩序体制末期のプリブミ知識人から見た華人像については Jahja［����］を見よ。Suwarsih［����］

は社会心理学の立場から，インドネシア国内の各スク間に存在するステレオタイプを統計的に研究
している。���	年の �月暴動を境に華人―プリブミ間関係についてのプリブミの見方に変化の兆
しが現れていることを指摘したものとして Dahana［����］を見よ。

��  例えば，西カリマンタン州の「原始的 primitif な華人」の涙誘う姿を掲載した写真雑誌
［Tjandinegara ����］を見よ。

��  インドネシアのイスラーム教の系譜を根幹から揺るがしかねないこの議論は，��	年に Slamet 
Muljanaがジャワの王統記とスマラン三保公廟に伝わる史料を基に著した本の中で提起したが，同
書は出版後まもなく発禁処分となった。なお ����年には議論の発端となった当の本が現代綴りに
改められた上で再出版され［Slamet ����］，インドネシア華人の間で鄭和 ＝三保公，註 ��・�	
を見よ やその周辺に注目が集まる中，再び脚光を浴びているようである。興味深いことに，同書
は再版直後にインドネシア最大のイスラーム系日刊紙でも紹介され，インドネシアの地にイスラー
ム教がどのように伝わったか再考を促すための論拠として大きく採り上げられている。Republika

紙 ����年 �月 ��日付オピニオン面に掲載された Asvi Warman Adamの記事“Babad Tionghoa 
Muslim”を見よ。

��  例えば Jahja［����］，INTISARI誌の特集号［����］を見よ。
��  内実が多様な原住民を �つのインドネシア民族へとまとめ上げる端緒となったイスラーム商業同盟

SDI＝Sarekat Dagang Islam も，華人業者のバティック産業への進出に対抗するために，共通
の宗教であるイスラームを結束の核として原住民業者が団結したことが，発足のきっかけであるこ
とが知られている［永積 ��	�: ���］。またそれに先立って，華人の側でも「原住民風」の慣習 ↗
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国家インドネシアへの完全なる帰属と忠誠が
疑問視されてきた��［津田 ����: �� �］。こ
うした流れの中でスハルト体制期に入ると，
華人は集団としての主張を完全に封じられ，
ネガティヴなステレオタイプのみがひとり歩
きして社会的にどんどん増幅されてきた感が
ある。しかし，�	年の体制崩壊という転機
を受けて華人による華人としての自己主張が
可能になったとき，単に差別撤廃などの今日
的な権利要求をするだけでなく，自分たち華
人が独自の集団でありながらも十全たる「イ
ンドネシア国民＝民族」の一員であるという
ことを示すために，過去に遡って華人の献身
的な事績を称揚することが必要とされたわ
けである。そしてこうした中から，インド
ネシア・ナショナリズムを支える柱のひと
つとして ��年来確立されている「国家英雄
Pahlawan Nasional 」という顕彰制度に目
を付け，それを利用することでこの国の中で
華人全体が占める位置を高らかに示そうとす
るアクター�� も現れてくる。
だがここで生じる疑問は，元来が多様であ
るインドネシアの地に暮らす華人全体が，こ
のように突如「華人文化」だの「華人として

の価値」だのといった語りが氾濫する中で，
果たして一枚岩となっていくのだろうかとい
うことである。別の問いの立て方をすれば，
全国の華人を巻き込んで糾合すべく声高に主
張されるような華人性といったものは，従来
日々の生活の中では疑いようもなく同じ華人
というカテゴリーを引き受けてきたものの，
華人性なるものを長らく顕示的に語ることの
なかったような人々にとっては，一体どのよ
うに映り，またどのように捉えられるのだろ
うか。
こうした問題関心から本稿が扱うのは，
ジャワ島中部北海岸を舞台に展開された「華
人国家英雄」推戴運動の顛末である。ここ
で焦点となるのは，ルンバン Rembang
県� 一帯の中国寺院で古くから祀られてい
た陳黄弐先生 Tan Oei Djie Sian Seng と
いう一組のローカルな華人の英雄である。そ
こではまず，上で述べたようなポスト・スハ
ルト期インドネシアの華人を取り巻く劇的環
境の変化を背景に，インドネシアの地で活躍
した華人の事績を掘り起こし，それをもって
歴史的に華人がインドネシアのネーション・
ビルディングに積極的に関与してきたことを

↗ を改め，より「中国人らしく」なろうとする運動が広がっていたことも指摘されてよい。なお，イ
ンドネシア・ナショナリズムにとって華人以上に根源的な「他者」とされたのは，少なくとも植民
地期においてはオランダ人であった。華人はしばしばこの「オランダの手先」とも解され，そうし
た文脈からもインドネシア民族として受け入れ難い存在であった。それゆえ後述のように，華人が
プリブミと協力してオランダに抵抗するという語りは重要な意味を持つのである。

��  ���年代前半に Star Weekly誌上で繰り広げられた「同化―統合論争」は，この問題に関して華人
自らが自らの地位・あり方について考えた本格的議論として注目される［貞好 ����］。

��  以下で用いる「アクター」とは，ある人や物，事柄に能動的に働きかける行為者・行為主体という，
社会学で一般的に用いられる意味に準じている［cf. 三田他 編  ��		: ��］。本稿の場合具体的には，
タイトルにもなっている「華人国家英雄」推戴のプロセス周辺で当事者として積極的に関与してく
る人々のことを指している。

�  本稿の舞台となる中部ジャワ州ルンバン県には，ルンバンとラセム Lasem という �つの大きな
町がある。このうち県都ルンバンは，州都スマランから東へ ��� km離れたジャワ海に面した港町
である。����年統計によると，ルンバンの町 Kec.Rembang の華人人口 統計上の分類は“Cina 
WNI ” は �,�	�人 総人口の �.	�％ である。このルンバンの町からさらに東へ �� km進むと
ラセムの町 Kec.Lasem があり，ここには �,���人 総人口の �.�% の華人が暮らすとされる。
統計上ルンバン県の華人人口は，このルンバンとラセム両町にその ��.	%が集中していることに
なるが［BPS Kab.Rembang ����］，この集住度の数字は実感に適っている。ただし華人人口その
ものに関しては，ルンバンの町の華人世帯数が地元の人の理解 および筆者の感触 ではおよそ
���程度であることを考えれば，����年の統計資料が示す数字 Kec.Rembang: WNI.Cina…�,���
人，WNA…�人，Kec.Lasem: WNI.Cina…�,���人，WNA…��人 の方が実勢を反映している
ように思われる。
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確固として示そうとするジャカルタの華人団
体関係者の動きが採り上げられる。陳黄弐先
生はこの中央のアクターにより，過去におけ
る「インドネシアに貢献する華人」の理想的
姿を体現したものとして評価され，さらには
今日華人全体がこの国の中で一定の地位を占
めることをアピールするためのシンボルとし
て，「国家英雄」に仕立て上げられようとす
るのである。
一方，焦点となったこの英雄を祀ってきた
中国寺院を抱える地元でも，当該英雄の伝承
を誇るべき「歴史」として盛り立てようとす
る独自の動きが生じる。新たな時代を迎えつ
つあるこの国の華人がいかにあるべきか，基
本理念の面でそれは前記中央の試みと軌を一
にするものであった。しかしながら，そこに
はローカル 地方＝地元 �� の場の論理や権
力関係が働き，ナショナルな広がりを持つ動
きと一体化する方向には向わない。また地元
の多くの華人も，そもそも華人であることや
その価値を声高に主張していこうとするあり
方自体に無関心な態度を示す。かくして，イ
ンドネシアの全華人を糾合することを視野に
入れた中央発の呼び掛けは頓挫することにな
るのだが，本稿ではその過程を詳細に記述し
ていくとともに，中央の語るエスニシティと
ローカルに経験されるそれとの間の齟齬，そ
してエスニシティを高らかに掲げることに対
し人々が抱く不安や違和感，さらには無関心
といったものの存在を指摘する。
なお本稿の基になったデータは，筆者自身
による ����年 ��月から �年半にわたるル
ンバン県での長期滞在，およびその後数回の
短期追跡調査の際に得られたものである。こ
のように本稿は，具体的な地方華人コミュニ
ティへの参与観察という人類学的手法を用い
た調査に拠りつつ，ある伝承に今日的な価値

が見出され，それがひとつの「歴史」として
体系化されてゆく瞬間を捉えているという意
味で歴史学的視点を備えた，学際的性質を持
つものである。また上述のごとく，一地方県
を舞台にしたひとつの事例の記述に徹しつつ
も，そこで織り成される中央とローカル二
つのアクターの緊張関係を詳細に追う中で，
ローカルな場で経験される華人コミュニティ
内部の力学，そしてそのコミュニティ自体を
捉える中央とローカルの意識の差を明らかに
していくとともに，インドネシアの華人全体
を取り巻く環境が大きく変わろうとしている
今日，彼らがいかに自らを位置付けようとし，
それがどのような形として実現されていくの
か あるいはされないのか ，そうしたイン
ドネシアの「華人／華人性」というものをめ
ぐって展開する政治・社会・文化的ダイナミ
ズム全体をも射程に入れるものである。
以下では華人国家英雄推戴プロジェクトの
顛末の記述に移るが，まずその事例の制度的
背景として，「国家英雄」というものがいか
なるものなのかについて確認することから始
めよう。

�. 国家英雄制度

�.�. 国家英雄制度のあらまし
インドネシアには，国民の統一性を高め，
より強固な一体感を醸成することを目的とし
て，国家に大いに尽くした人物を「国家英雄
Pahlawan Nasional 」と認定し，国を挙げ
て崇敬するという制度がある。����年以来
���名を超す人物が，死して後に国によって
正式にこの栄誉ある地位に叙せられてきた
が，こうして英雄とされた者たちは今日，そ
の事績が学校で繰り返し教えられるのみなら
ず，各町の通りなどに名前が冠せられたり，

��  本稿で明らかにしていくように，以下で用いる「ローカル」という語には，「中央」に対する「地方」
広がりの面から言えば，その対概念は「全国 ナショナル 」 という地理的意味合いのみならず，
日々の生活がなされるその土地 あるいはコミュニティ に根差しているというニュアンス ＝「地
元」 も含まれていることに留意されたい。
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あるいは銅像となって景観に入り込むなど，
国民各層が守り奉仕すべき対象としての統一
国家インドネシアを日常的・明示的に思い起
こさせる，極めて具体的な媒介的シンボルと
して機能している�	 。
初代スカルノ大統領の「指導される民主主
義」の時代から始まったこの国家英雄制度
は，当初はネーション・ビルディングの観点
からその範となる人物，すなわち独立運動に
おいて指導的役割を果たした者，あるいは当
時のナサコム Nasakom 体制�� の正当性
を裏書きするような人物が，認定の主な対象
とされていた�� 。
やがてスハルト時代に入ると，国家英雄の
意味は独立闘争やインドネシア国家建設に直
接貢献した人物からさらに拡大され，特に政
治的に無害な比較的古い時代の歴史上の人物
が，オランダ植民者に対する闘争の先駆者と
して積極的に解釈し直され，認定を受けるよ
うになった。とりわけかつて外島で勢力を誇っ
た王族などが，従来ジャワ島に偏りがちだっ
た英雄諸氏の出身地別構成のバランスを取る

ように，相次いで殿堂入りしたのである�� 。
こうして ��	�年代終わりまでには，東ティ
モールを除くインドネシア全州が少なくと
も �人の国家英雄によって代表されるように
なった。そしてこうした国家英雄の存在自体
が，当該地方
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が統一国家インドネシアを構成
する不可欠の部分であるということのみなら
ず，その地方

4 4

全体が英雄の事績に代表される
ように国家・国民のために寄与・貢献して
きたということの，目に見える形での証明
とも位置付けられるようになったのである
［Schreiner ����: � ���］。
ところでこの「地方 daerah 」という概
念は，特にスハルト期にあってはしばしば
「スク suku 」の読み替えとして積極的に
用いられた。そもそもインドネシアのナショ
ナリズム運動は，オランダによる植民地統治
上の人種分類の枠組みに沿って誕生したイン
ドネシア民族としての意識と，各地の青年組
織などの活発な活動を介して覚醒を見たジャ
ワ人やスンダ人，ミナハサ人など，より地域
的な集団の意識とが同時進行的に形成され，

�	  Schreiner［����: Appendix］は，����年から ����年に至るまでに正式に国家英雄と認定された
者として，���名の名前を挙げている。ただしこの中には，新秩序体制下では通常除外され語られ
ることのない �名の共産主義者，すなわち Tan Malaka �	�� ����年，Keppres No.
�/����によ
り認定 と Alimin Prawirodirdjo �	�� ���年，Keppres No.���/���	により認定 も含まれて
いる。なお ����年以降もジャワ島外の歴史上の人物を中心に認定は続き，���年には当時の大統
領夫人Hj.Siti Hartinah Soeharto ���� ���年，Keppres No.��/TK/����により認定 までも
が，死の直後に国家英雄に叙せられている［Ajisaka ����］。国家英雄認定の行政手続きに関して
は Schreiner［����: ��, �］を見よ。インドネシアの国家英雄制度については，併せて［Schreiner 
����］，［Kasetsiri ����］も参照。

��  Nasakomとは，����年代末以降独裁色を強めていたスカルノ体制を支える �大勢力，すなわちナ
ショナリズム Nasionalisme ，宗教 Agama ，共産主義 Kommunisme 各派の頭文字を取っ
た造語である。�・��事件によって崩壊するまで，この体制は危ういバランスを維持した。

��  「大統領令 ���	年第 ���号 Keppres No.�	�/��
� 」には以下のような基準が示されている。「国
家独立英雄 Pahlawan Kemerdekaan Nasional とは，祖国を愛する気持ちに突き動かされ，生
前インドネシアにおける植民地主義に反対し，外敵に抵抗する組織的運動を指導した者，あるいは
政治，国家機構，社会経済，文化，またはインドネシアの独立や発展のための闘争と深く関わりの
ある学術分野で大いに貢献した者を意味する［筆者訳］。」なお「大統領規則 ���年第 ��号 Perpres 

No.��/���	 」では，「国家独立英雄」の用語は「国家英雄」と改められ，インドネシアの独立闘
争に直接関わった者に限らず，時代的に遥か以前の植民地化に抵抗した者などもノミネートされる
ようになった［Schreiner ����: �� ��］。

��  国家英雄の中で歴史上最も古い人物は，マタラム朝の Sultan Agung Hanyokrokusumo ���� ���
年，Keppres No.���/TK/���
により認定 である。その他同年代の人物として，アチェ，ゴワ，
マカッサルの王族などが，いずれもオランダに抵抗した事績が評価されて国家英雄に加えられてい
る［Ajisaka ����］。
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それら両者が相補的緊張関係を保ちつつ展開
したことが指摘されている。このうち前者は，
永続性と固有性，正統性を備えた単一で分か
つことのできない「バンサ bangsa 」であ
るとされる一方�� ，後者は特にインドネシア
が独立を達成して以降は，そのバンサの下で
連帯すべき「スク・バンサ suku bangsa 」
と位置付けられた��［加藤 ����: ��� ���］。
やがて新秩序体制に入ると，このスクにま
つわる利害関係や諸問題を表立って議論す
ることは，国家の統一性を脅かし社会の調
和・安定を乱すとして忌み嫌われるようにな
る�� 。その一方で「国民文化」育成の観点か
ら，各地に伝わるスク文化は，全てのインド
ネシア国民に開かれた優れた「地域 地方
文化」のひとつとして読み替えられた上で，

国家による奨励・育成の対象となった�� 。こ
うして究極的には，タマン・ミニ Taman 
Mini � における州ごとに分けられたパヴィ
リオン風の展示，あるいは就学者向け地図帳
のページの後ろを飾るやはり州ごとの伝統
衣装や伝統家屋の写真などに端的に示される
ように，スク的な現象や諸特徴は全て，統一
国家インドネシアの内部多様性を示す地理
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的
色合いといった語り口のもと，各州，あるい
は各地方に対応・回収されていったのである
［Kipp ����: ��� ���］。
こうしてスハルト期を通じ，地方概念がス
ク文化の代替的表明経路として定式化されて
きたわけだが，一方華人はというと，一般
の解釈では「外来者 pendatang 」として
インドネシア国家の領域内に故地と呼ぶべ

��  ���	年に民族主義者によって採択された「青年の誓い」では，インドネシアという祖国，インド
ネシア語という統一言語の存在と並んで，インドネシア民族 bangsa Indonesia が �つの統一体
であることが確認された［永積 ��	�: ��］。

��  後藤［����: ���］は，スンダ人のスク感情は独自の政治的単位の結成を志向する分離・独立運動と
はならず，基本的には政治面においてインドネシア的なものを志向しつつ，社会・文化的な帰属感
においてはスンダ的なものを目指すという，この両者の緊張をはらみながらの同居性を指摘してい
る。ちなみにこのスクという語自体は，「四肢のひとつ」，あるいは「部分」を意味する語だが，イ
ンドネシア民族という「全体」と関連付けられることで，スク・バンサは必然的にかつての原住民
カテゴリーの下位区分として理解される［加藤 ����: ��� ���］。なおスク・バンサは通常スクと
省略された形で用いられる。

��  このスク suku の他に，宗教 agama ，人種 ras ，諸集団間 antara golongan 同士の対
立を殊更語ることは，社会の安定と調和を乱すものとされた。これら �つは通常その頭文字をとっ
て“SARA”と呼ばれる。

��  関本［����: ��］は，「近代世界の国家やナショナリズムが普遍的な制度であるのと同じように，文
化を語る言説は近代の普遍的制度である」と述べているが，ここでスク文化を「我々の文化」とし
て語る主体は，ジャワ人やスンダ人としてではなく，何よりも先ずインドネシア国民としてでなけ
ればならない。一旦このインドネシア国民という迂回路を経由して語られることで，各スク文化は
国家にとっても全ての国民にとっても受け入れ可能な「国民文化」に馴化・飼育化されるのである
［津田 ����: � ��］。なお，文化の馴化・飼育化に関する議論は，ギアツ［��	�: 第 ��章］および
加藤［����］参照。こうしてスク文化は「インドネシアの一地域の文化」へと巧みに翻訳され，あ
る程度の独自性を主張しても先鋭化することはなくなる。現代インドネシアの文化政策を国民文化
と地域文化の関わりで分析した山下によれば，地域文化はさらに以下のような条件に沿って奨励・
育成されることで，より安全なものになる。①パンチャシラに沿ったものであること，②国民の品
位・威信・教養を反映していること，③国家の誇りとなること，④時代の展開と社会の成熟に対し
適応し，開かれていること，⑤他の地域の文化の担い手によっても理解可能であること，⑥国民の
統合と統一に寄与すること，⑦インドネシア人としてのアイデンティティを表現すること［山下 
���	: ��］。

�  スハルト大統領夫妻の肝いりで ����年にジャカルタ南部にオープンしたインドネシア・ミニチュ
ア公園。正式名称を「うるわしのインドネシア小公園 Taman Mini Indonesia Indah 」といい，
その広大な敷地内には，インドネシア全州を代表する伝統家屋が州ごとに等寸大で建てられ，ま
たそれぞれの家屋内部では，その地方ごとの民芸品の展示や販売が行なわれている［土屋 ����: 
��� ��］。タマン・ミニに関する批判的な分析はHeryanto［���	: ���］を見よ。
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き場所を持っておらず，したがっていずれ
の地域においても決してその土地「アスリ
asli 」�� の集団とはなり得ない。またその
人口も全国各地の都市部に分散しているため
に，後背地を含めた一定の領域内で多数派の
地位を占めることも難しく，その土地を代表
する国民文化のひとつとして自己の文化や立
場を表明するという戦略は採りにくい。
このような地理的分布の制約�	 を抱えて

いる華人にとっては，インドネシア国家の重
要な一員であることを主張するフォーマット
として，国家英雄の制度は極めて魅力的で
あったものと思われる。というのも，そもそ
も個人の事績に焦点を当てて称揚するという
この制度は，本来的には当該人物がどの地方
を代表しているかなどの条件を必要としない
からである。しかも，上述のように特にスハ
ルト期にこの名誉あるタイトルを贈られた歴
史的王族等に関しては，地方代表としての色
合いが濃いものの，それらも場合によっては
公式の力学とは逆に特定の「スク代表」とし
て読み直すことも可能である。だとするなら
ば，改革の時代に入って華人のスクとしての
地位を打ち立て確固たるものにしようと努め

ている人々にとって，既に認定されているそ
れら言わば諸スク代表ともみなせる国家英雄
と並び得るような華人を探し出し，その人物
の模範的事績をもってインドネシアの全華人
が独立・国家建設・社会発展へ貢献してきた
ことの象徴的代表に仕立てようと考えること
は，何ら不思議なことではなかった。

�.�. 華人国家英雄の人選
このような華人の国家英雄を推戴しようと
いう論調は，主に華人を対象とした雑誌上で
盛んに展開された。冒頭で触れたように，華
人の存在を認めてもらうための運動の一環と
して，華人もインドネシアに貢献してきたの
だと訴えるような議論や事例紹介が，特にス
ハルト体制崩壊直後から盛んに行なわれてい
たが�� ，そのより具体的な方策として，この
国家英雄の認定制度を活用することが考えら
れるようになったのである。
実際いつ頃何がきっかけでこの戦略が思い
付かれたのかは定かでないが，例えば「華
人問題」に積極的に発言している月刊誌
SINERGIは，����年初頭の号に「歴史的人
物」というタイトルのコラムを掲載してい

��  「アスリ」という語には，「ネイティヴの」，「本来の」，「真正な」などの意味があり，特定の地域に
対する政治的優先権を主張する論拠ともなる。����年に地方自治 otonomi daerah 政策が採ら
れて以来，スクをある地方と結び付ける発想は，その地の「アスリ」であることに由来する諸権利
を振りかざすという具合に，歪んだ形で強化されているようにも思われる。なお「アスリ」の概念
については，第 �章第 節で再び採り上げる。

�	  Heryanto［���	: �� �	］は，華人を他者化する際に用いられる語り口の筆頭として，この地理的
議論を挙げている。

��  Indonesia Media Online ����年 ��月号掲載の Sie Hok Tjwanによる記事“Surat dari Belanda: 
Sejarah Keturunan Tionghoa yang Terlupakan” URL: http://www.indonesiamedia.com/
rubrik/manca/manca��november-sejarah.htm はその典型例。Indonesia Media誌は，ロサンゼ
ルス郊外で発行されているインドネシア語 一部英語 の月刊誌 ����年末創刊，����年半ばか
らは月 �回刊 で，アメリカに暮らす中華系インドネシア人を対象にしている。編集は SINERGI

誌と協力関係にあり，記事はウェブ上でも公開している。
 　なおスハルト体制崩壊以前にも，華人の役割を積極的に評価しようという動きはあった。例え

ば外国のアカデミズムでは，Salmon［��	�］によるプラナカン文学の集成，����年にコーネル大
学で開催されたシンポジウム“� e Role of Indonesian Chinese in Shaping Modern Indonesian 
Life” その成果は Blussé［����］はじめ同論文が所収されている雑誌 Indonesia special issue, 
���� を見よ などがあり，インドネシア国内では Pramoedya［���	］の例が早い。また神戸大
学の貞好康志氏の教示によれば，バティック batik ，クリス kris ，ワヤン wayang など，
通常「ジャワの伝統文化の粋」と考えられる分野の最深部で貢献している華人についての紹介が，
����年頃から地方紙 Suara Merdekaの日曜版などでしばしば取り上げられていたという。
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る�� 。その中でジャカルタの私立大学長を務
める常連の寄稿者が述べるところによれば，
インドネシアを構成する諸スクは，自分たち
の祖先に当たる遥か昔の歴史上の人物がそれ
ぞれ「インドネシア民族の代表人物 tokoh 
bangsa Indonesia 」として顕彰されること
で，今日の統一国家インドネシアが成立する
以前にも遡ってしっかりとしたルーツを持っ
ていると感じることができる。そして「中
華系 turunan Cina 」もそれら他のスク同
様，自分たちの歴史的人物を探す努力をすべ
きだと論じる。彼によると，たとえその歴
史的人物が「インドネシア民族の歴史的人
物 tokoh sejarah bangsa Indonesia 」と
して認められ得るかどうかは分からないと
しても，「インドネシアに暮らす中華系イン
ドネシア人のルーツ akar orang Indonesia 
turunan Cina di Indonesia 」であることは
確かなのだから，というわけだ。そう述べた
後に彼は，オランダ入植以前に各地の王国で
指導的地位に就いた者，あるいはオランダに
抵抗した者�� ，社会貢献をした者など，いず

れも歴史上活躍した華人を次々と紹介する。
そして最後に，今日生きる我々のためにも，
何としてもこれら過去の人物の名を明らかに
し事績を記録に留めねばならず，そうした作
業は，当雑誌 SINERGI，あるいは PSMTI
や INTIなどの華人団体がすぐにでもできる
ことではないかと結んでいる。
また別の雑誌である歴史学者は�� ，「華人

etnis Tionghoa 」は法律面で差別的扱いを
受けてきたのみならず，過去 ��年以上にわ
たって歴史からも排除されてきた，したがっ
て今こそ華人は「他のエスニック集団 etnis 
lain 」と同等の地位を得るために闘わねば
ならないと主張している。この寄稿者は，ス
ハルト時代には州レベルに留まらずその下の
県までもが，こぞって自分たちの地方を代表
する国家英雄を推挙しようとしてきたと指摘
した上で，華人もやはりインドネシア共和国
に貢献してきたのだということを，この国家
英雄の制度を通じて積極的に打ち出すべきだ
と論じる。そして例えばその候補のひとりと
して，インドネシア独立期にオランダの海上

��  ���	年にジャカルタで創刊された「華人問題」を主に扱う月刊誌で，「インドネシア民族の各構
成要素間で建設的な協働がなされるよう解決法を模索する」ことを使命として謳っている。該
当記事は，SINERGI［Edisi Ke-�	 / Tahun III / �� Februari-�� Maret ����: �� ��］掲載の Dali 
S. Nagaによるコラム“Tokoh Sejarah”。なお，同誌創刊後初めて迎える独立記念日によせた第
��号 ����年 	月 では，「華人の国民的英雄を追跡する Melacak Pahlawan Nasional Etnis 
Tionghoa 」と題する特集が組まれている。そこでは早くも，PSMTIの会長を務める陸軍退役准
将 Tedy Jusufのインタビュー記事 pp. �� �� の中で，華人出身の国家英雄がいないとの言及が
見られる。ただし当特集では，インドネシアの歴史の中に華人の役割を正しく位置付け直すための
手段として，国家英雄制度を大々的に利用しようとの議論は展開されていない。ちなみにこの特集
でインドネシアに貢献した華人の例として挙げられているのは，日本軍政期の中央参議院 Dewan 
Pertimbangan Pusat のメンバーや後述の John Lie 註 ��を見よ など専らインドネシア独立革
命期に活躍した華人であるが，後に国家英雄候補となっていくのが遥か近代以前の人物であること
を考え合わせれば，大変興味深いことである。

��  ここでは Syair Himopという史料に記されているKapitan Panjangという人物が挙げられている。
この人物は �	世紀半ばの「華人戦争」の指導者であったとされており，本稿で以降に採り上げる『ラ
セム史話』の記述との関連性も窺えるが，詳細は未確認である。

��  SINERGI INDONESIA［Edisi IX, Tahun I / November ����: � ��］掲載のインドネシア科
学 院 LIPI 研 究 員 Asvi Warman Adamに よ る 記 事“John Lie: Pahlawan Nasional Etnis 
Tionghoa”。ミナンカバウ人のこの寄稿者は，����年 ��月に INTIと LIPIが共催したセミナー「イ
ンドネシアの歴史の歩みにおける華人の役割 Peran Etnis Tionghoa dalam Perjalanan Sejarah 
Indonesia 」において，国家英雄の中に華人が �人もいないのはおかしいとして，John Lieをそ
の候補として推している［Tan ����: ��］。なお，この月刊誌 SINERGI INDONESIAは ����年 �
月にジャカルタで創刊，資金難で停刊した雑誌 SINERGIの編集委員を務めていた人物が多く携わっ
ている。
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封鎖を幾度となく突破し，共和国に武器等
必需品を運び続けた海軍少佐ジョン・リー
John Lie �� が相応しいと提案している。

�.�. 中央のアクター
このような動きは，華人団体が乱立する
状況下では決して統一的なものとはならな
かった。しかし例えば PSMTIの中などに
は，タマン・ミニ内に「中華文化ミュージア
ム Museum Budaya Tionghoa 」を建設
する計画�� と並行して，華人国家英雄の候
補を探し出して推戴しようとする熱心な動き
があったようである。本稿でこれから採り上
げる，ルンバン一帯の中国寺院で祀られてい
るローカルな英雄神を華人国家英雄の候補
に仕立て上げようとする動きも，やはりこ
の PSMTIの執行部に名を連ね，LPPMTI 
＝Lembaga Penelitian & Pengabdian 

Masyarakat Tionghoa di Indonesia / 

Institute for Reaearch and Community 
Dedication of Chinese in Indonesia とい
う組織を率いるエディー・サデリ Eddy 
Sadeli / Lie Siang Seng; 李祥勝 という人
物が中心となって企図されたのである。
このエディー・サデリという人物は，本
業の弁護士の傍ら，雑誌 SINERGIの編集
委員を務めており，また ����年 ��月には
PSMTIの役員として，華人に対して差別的
と思われる ��の法律について最高裁に司法
審査を求め提訴するなど，「華人問題」全般
にわたって積極的に発言してきた。さらに
����年 	月には，次回総選挙時に中央・地
方合わせて �,���人の華人代議員候補を擁
立しようと呼びかけ�� ，また ����年 �月に
は華人系政党 PPBTI ＝Partai Perjuangan 
Bhinneka Tunggal Ika Indonesia; インドネ
シア多様性の中の統一・闘争党 � に顧問委
員会メンバーとして参加，翌 ����年総選挙

��  ジョン・リー ���� 		年 は，最終的に海軍少将にまで昇りつめている。彼の略歴とそれに対す
る評価は Jahja［����: ��� ���］を見よ。なお彼の事績は，PSMTIの機関雑誌 BULETIN PSMTI 第
�号，����年 ��月 にも掲載されており，その注目ぶりは特筆に価する。

��  インドネシアの地方文化の精華を集めるこのテーマパーク内に，「スクとしての華人」をテーマに
した展示施設を建てようという計画は，����年に出された PSMTIの ���	 ����年度活動報告の
中で，既に公園運営側からポジティヴな回答が得られていると報告されている［BULETIN PSMTI, 
No.�, Oktober ����: ��］。

 　����年には，ジャカルタ市街に残る中国建築の建物をタマン・ミニに移築するか否かが紙上を
賑わせた。Candra Nayaの名で知られるこの建物は，�	世紀に建てられたカピタンの屋敷で，そ
の後社会団体 Sinar Baru Sin Ming Hui，後に Candra Nayaと改称 のオフィスとして使われ
ていたが，����年に再開発のため一度は取り壊しが決まっていた。その後経済危機でしばらく工
事は中断されたが，再度開発計画が動き出した折に PSMTIが中国風伝統建築の保護を求めてタマ
ン・ミニへの移築を提案したのである［Heuken ����: ���, �		 �	�］。なお，この移築計画は実現
していないが，TEMPO誌 ����年 �月号には PSMTI会長 Tedy Jusufのインタビュー記事が掲載
されており，その中で彼は，タマン・ミニ内に既に中華文化公園 Taman Budaya Tionghoa を
造るための土地 �haが用意されており，その一角にはインドネシア華人 ���年の歴史を展示する
ミュージアムが建設される予定であると語っており，計画自体の進捗状況は窺われる［TEMPO, 
� September ����: ���］。本稿脱稿後の ���年 ��月 ��日，Buana Minggu紙に掲載された記事
“Anjungan Tionghoa di TMII Memadukan Yin dan Yang Keselarasan Alam”の中で，建築中の
中華パヴィリオンの内容が紹介された。

��  華人が全人口の �％だとしたら，華人は少なくとも国会 DPR に ��議席，地方代表議会 DPD
に �議席，州議会に 	�議席，県議会に ��議席占める権利があるとして，彼は立候補する人材を
募集するためにパンフレットを作成している［Sadeli et al. ����］。この募集に応えて当選した暁
には，毎月 �千万ルピアとボーナスが給付されるとも記されている。

�  スハルト体制崩壊後，ジャカルタで華人系政党である PBI ＝Partai Bhineka Tunggal Ika 
Indonesia; インドネシア多様性の中の統一党 が結成されたが，����年 �月には指導部の路線対
立から PPBTIが分裂した。この新政党の基本綱領は以下の通り。「あらゆる生活分野での権利・
義務の平等を実現する，すなわち，����年憲法に謳われているとおり，スク・宗教・人種の別を
問わず，全ての人々に正義が行なわれ，その結果国民の全構成各層が，健康的で恐怖や貧困の ↗
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時には民主党 Partai Demokrat の候補者
としてジャカルタ選挙区から自ら立候補する
など，政治活動も活発に行なっている。基本
的に華人をスクとして認めてもらい，十全な
る権利を求めていくというのが彼の立場なの
だが，その一環として華人国家英雄の認定を
求める運動にも積極的に携わるようになるの
である。
話によれば，国家英雄の候補として当初彼
が着目していたのは，明の永楽帝の時代に南
海大遠征を指揮し，ジャワやスマトラの各地
に寄港したことでも知られるムスリム宦官，
鄭和 Cheng Ho / Zheng He であったと
いう�� 。異なる文化・宗教間を平和のうちに
取り持った使者として近年再評価が進んでい
るこの大航海指揮者は�	 ，しかしながらイン
ドネシアの地 tanah air で死んだわけで
はないとして，国家英雄に推すのは困難であ
ろうということで，断念される。
そうした中，この鄭和に代わってにわかに
脚光を浴びたのが，�	世紀前半にルンバンお
よびラセムの町 現在共にルンバン県に属す

る を中心とする地域でオランダ東インド会
社 VOC に対して反旗を翻した�名の英雄，
タン・ケー・ウィー Tan Kee Wie とウィ・
イン・キァット Oei Ing Kiat である。この
両名は今日に至るまで，陳黄弐先生 Tan Oei 
Djie Sian Sing �� ，もしくは義勇公 Gie Yong 
Kong という神号で，当地周辺の �つの中国
寺院�� でひっそりと祀られてきたのだが，こ
の陳 Tan 姓と黄 Oei 姓の両人物の事績
を記した書物が，偶然エディー・サデリの手に
渡ることによって，突然華人国家英雄の有力
候補として注目を浴びるようになるのである。
以下では，これまで述べたような全体的背
景のもと，この中央のアクターの呼び掛けに
よって華人国家英雄に祀り上げられようとし
た英雄神をめぐり現れ出た諸問題を，それを
取り巻くローカルな場での人々の対応を中心
に記述していきたい。だがその前に，ここで
焦点となった国家英雄候補，陳黄弐先生とは
いかなる人物であったのかを説明しておかね
ばなるまい。そこで，この �人の事績が記
されており，推戴プロジェクト開始のきっか

↗ ない民族精神・愛国心に満ち溢れた生活を共に築き上げていく上で，各々の才能と潜在能力を広げ
られるような社会を実現する。」なおこうして結党された PPBTIだが，����年 ��月に総選挙委
員会 KPU によって実施された政党資格審査の要件を満たさず，結局 ����年総選挙には参加
できなかった。

��  ����年 �月 ��日，エディー・サデリによってルンバンに派遣された，ルンバン出身でジャカルタ
在住の華人青年 Flへのインタビューによる。なお，中部ジャワ州スマラン市郊外にある三保公廟
Klenteng Sam Poo Kong では，例年旧暦六月末に鄭和艦隊の上陸を祝う祭が開かれていたが，

����年は上陸から ��年目の節目にあたるとして，州政府も巻き込んで祭自体の規模も拡大され
たばかりか，鄭和に関するシンポジウムや，観光促進のための展示会が同時に開かれるなど，かつ
てないほどの一大イベントとなった。

�	  鄭和上陸 ��周年記念の大祭に先立ち，新聞紙上では鄭和がいかにインドネシアに貢献したかを
強調する論説が氾濫した。その中では，彼が大陸の先進文化をもたらしたことは言うまでもないの
だが，それと並んで鄭和自身ムスリムであったことから，ジャワのイスラーム化にも一役買ったこ
とがしばしば強調された。例えば Suara Merdeka紙 ����年 月 ��日付の Sumanto Al Qurtuby
による論説“Cheng Ho, Islam, dan Indonesia”を見よ。また，鄭和がコロンブスに先立ってア
メリカ大陸を発見したのではないかという近年発表された説［Menzies ����］に基づいて，同じ
「東洋人」として誇るべきだとの論調も散見された。

��  陳姓と黄姓の �名の先達を意味し，地元では福建語読みで呼び習わされている。なお両英雄の下
の名前の漢字表記は今日地元では伝わっていない。またアルファベット表記に関しても新旧綴り法
や発音の違いなどによる揺れがあり，例えば慈惠宮では黄姓の人物は“Oei Eng Kiat”と表記さ
れている。

��  現在陳黄弐先生を祀るのは，ラセム義勇公廟 Gie Yong Kong Bio ，ルンバン慈惠宮 Tjoe 
Hwie Kiong ，およびルンバンの西 �� kmに位置するパティ Pati 県ジュワナ Juwana の町
の慈澤廟 Tjoe Tik Bio の �寺院である。このうち義勇公廟は，陳黄弐先生を主神として祀って
いる。
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けともなった民間伝承史料を簡単に見ておこ
う。

�. 『ラセム史話』と陳黄弐先生

�.�. 『ラセム史話』の継承
この書物は名前を『ラセム史話』と言い，

��	�年に仏教の経典書『ボドゥロ・サン
ティ』の一部として，内輪だけで頒布される
ことを目的に印刷されたものである�� 。ジャ
ワ語の普通語 ngoko体 でおよそ ��ペー
ジにまとめられたこの書物では，��世紀半
ばから �	世紀半ばに至るまでのラセムの町
の歴史が語られているのだが，その中心と
なるのは，����年から ��年近くこのラセ
ム周辺の地で戦われた「華人戦争 Perang 
Cina 」にまつわる記述である��［Kamzah 
�	�	: 	 �］ 以下では［史話］と省略 。
上で触れたとおり，このオランダに対す
る大規模な反乱を当地一帯で率い活躍した
のが，タン・ケー・ウィーとウィ・イン・
キァットの両英雄だったわけだが，『ラセム
史話』ではこの両名に協力して戦ったジャワ
人地方支配者の息子ラデン・パンジ・マルゴ

ノ Raden Panji Margana にも焦点が当て
られている。そしてこの『ラセム史話』の記
述内容自体が，このマルゴノの子孫を通して
伝承されたと同書中で説明されている 図① 。
それによると，マルゴノにはカムザ

R.P.Kamzah という孫がいた。彼はかつ
てマルゴノに副官として仕えていたキ・ムル
ソド Ki Mursada という人物から読み書
きを習い，後にはその孫娘を妻に娶るのだが，
このカムザが自らの祖父の事績として伝え聞
いたものを �	�	年に密かにジャワ文字で記
録に留める［史話：�� ��］。さらには ����
年，カムザの子孫カルソノ R.P.Karsono
によって再びまとめ直されたものが，今日伝
わる『ラセム史話』なのだという［史話：�］。

�.�. 『ラセム史話』の内容
ではこうして語り伝えられ書物となった

『ラセム史話』には，一体どのようなことが
書かれているのだろうか。次に本稿と関わ
りのあるタン・ケー・ウィー，ウィ・イン・
キァット両名，そしてその共闘者であるマル
ゴノが中心的に描かれている部分について，
『ラセム史話』の記述を要約しながらもう少

��  原題はそれぞれ Carita (Sejarah) Lasem，および Sabda Badra-Santi。
��  「華人戦争」に関しては，オランダ側資料を用いた Remmelink［����］の優れた研究があり，ま

た Setiono［����: Bab.X］も参考になるが，両者の記述は必ずしも『ラセム史話』と一致しない。
なお，未だ歴史資料としての評価が定まらぬこの『ラセム史話』は，最近 Setiono［����: ��	］お
よび Sumanto［����: ���］で言及されているが，両者とも史料の内容にまでは踏み込んでいない。

図①―『ラセム史話』の継承にまつわる人物系図
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し詳しく見ていくことにしよう�� 。

　��世紀末に VOC�� がマタラム朝のスナ
ン�� ，アマンクラット Amangkurat �
世の協力を得てラセムの町を支配下に置い
て以来，ラセムの人々はオランダとその傀
儡と目されたマタラム朝現地支配者に反感
を抱いていた［史話：��］。
　����年にはテジョクスモ Tejakusuma
�世がラセムの支配官� に任じられるが，
オランダと結びついたスナン�� に反感を
持つ彼は，����年にその地位を投げ出して
しまう。そんな彼にはラデン・パンジ・マ
ルゴノという長男がいたが，この息子も父
の跡を継ぐよりも商人となることを望んだ
ため，ラセム支配官の地位はテジョクスモ
�世の友人で裕福なムスリム華人，ウィ・
イン・キァットに移る�	［史話：�� �］。
　そんな折，����年から ��年にかけてバ
タヴィア Betawi 方面から，オランダ
による虐殺を逃れた大量の華人がラセムに
流入して来る�� 。ウィ・イン・キァットは

これらの人々を自領にかくまうとともに，
仲間を誘って VOCに対して兵を挙げる決
断をする。この時蜂起した反乱軍には次の
�人の指導者がいた［史話：��］。

�. ラデン・パンジ・マルゴノ：テジョクス
モ �世の息子。拳道 Kundaow の達人
風の格好をした華人に変装し，タン・パ
ン・チアン Tan Pan Ciang と名乗る。

�. タン・ケー・ウィー Tan Ke Wi ：養殖
池を持ち床用建材を製造する事業家。寛
大なことで知られ，拳道の達人でもある。

�. ウィディヤニングラット R. Ngabehi 
Widyaningrat ：ラセムの現支配官
Tumenggung ，すなわちウィ・イン・
キァット。

　ラセムで兵を挙げた反 VOC軍は，周辺
のジャワ人や華人の一団を次々と糾合し，
ルンバン，ついでジュワナにあったオラン
ダの兵舎を落とすことに成功する［史話：
�� �	］。

��  以下は『ラセム史話』の pp. �� ��に相当する。なおこれとほぼ同じ箇所をインドネシア語で要
約したものが，雑誌 SINERGI INDONESIA［Edisi V, Tahun I / Juli ����: � 	］に“Perang Cina 
���� dan ���� di Lasem: Terjemahan dari sebagian Kitab Badrasanti Babad Bumi Lasem”とい
うタイトルで掲載されている。

��  原文では“Kumpeni Walanda”と記されているが，これは「オランダの会社」，すなわち東イン
ド会社 VOC のことを指す。

��  スナン Sunan とは，元はジャワにイスラームを伝えた聖人に対する称号で，マタラム朝 ����
年の王国二分以降はスラカルタ宮廷 の王は代々このスナンを名乗った。

�  テジョクスモ �世はマタラム宮廷から Adipatiの称号を得ている。この頃ラセムの地は中央の宰相
Patih に直属し，領域管理のための官吏が任命されていた［Remmelink ����: ��］。ジャワ北
海岸地方 Pasisir の支配体系は歴史的に見て非常に複雑な変遷を経た。この地方を支配した土豪
諸家に関する素描としては Sutherland［����: ��� ���］を参照。

��  アマンクラット �世 位 ��� ����年 の死後，息子のアマンクラット �世 位 ���� �	年 がス
ナンとなるが，これに反発した前スナンの弟は VOCの助けを得て，パクブウォノ Pakubuwana
�世 位 ���� ��年 として即位する。マタラム王家の系統はやがて，後者の直系であるアマンクラッ
ト �世 位 ���� ��年 ，パクブウォノ �世 位 ��� ��年 へと受け継がれていく。

�	  『ラセム史話』によれば，ウィ・イン・キァット 原文はUi Ing Kiat は ����年の任官時に，マ
タラム宮廷のパクブウォノ �世から Tumenggung Widyaningratの称号を受けている［史話：
��］。なお彼の宗教については，同書の中では“Agama Rasul”，すなわち「預言者の宗教」と書
かれており，イスラーム教と解釈できるわけだが，後述のように彼がムスリムであったということ
が，数百年後に大きな意味を持つことになる。

��  ����年 ��月 �・��日にバタヴィア市内で起きた �万人とも言われる華人の大量虐殺 Peristiwa 
Angke は，その後マタラム宮廷を巻き込んだ大規模な騒乱「華人戦争」へと発展した［Remmelink 
����: Chapter � & �］。
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　さらにここからタン・ケー・ウィーに率
いられた一群が，海路ジュパラ Jepara
にあるオランダの要塞を目指すのだ
が，その途上ムリア半島北端モンドリコ
Mandhalika 島付近で敵の待ち伏せに
遭い，タン・ケー・ウィーらは船ごと海に
沈められてしまう�� 。その後 ����年 ��月
�日，彼らの英雄的行為を記念して，ラセ
ムの町バトゥック・ミミ Bathuk Mimi
にあるタン・ケー・ウィー所有の養殖池の
ほとりに，漢字の刻まれた石碑が建てられ
た［史話：�� ��］。
　さて，ジュワナに留まった一群は，その
後マドゥラ Madura 島などからオラン
ダに協力するために駆けつけて来た軍隊に
大敗を喫し，マルゴノは部下と共に商人の
格好をしてラセムに逃げ帰る。一方ウィ・
イン・キァットはジャワ人の格好をして，
早々にオランダと和睦したマタラム朝の首
都カルタスロ Kartasura を目指し，事
態が沈静化するのを待って再びラセムに戻
る。この時彼が保持していたラセム支配官
の地位はオランダによって取り上げられる
が，その代わり同地の華人を管理する官職
Mayor が与えられた［史話：�� ��］。
　さて，一連の騒乱が鎮まった ����年
��月，それまでルンバンの西郊ドレシ
Dresi でジャワ人と混じり合って暮らし
ていた華人が，オランダの命によってルン
バンの町中心部に集住させられ，以降ジャ
ワ人との交流を禁じられる。その後華人ら

は，農産物を買い集めてはオランダに引き
渡すよう仕向けられたのに加え，質屋，市
場の税吏，オランダ所有のアヘンや塩を販
売させられることになった��［史話：��］。
　����年，スマランのスロアディムンゴ
ロ Suroadimenggolo �世が，バタヴィ
アの東インド会社総督イムホフ�� によっ
て新たにラセムの支配官 Bupatiregen
に任じられるが�� ，この人物はラセムの
人々から不評であった。����年のある日，
この新任の支配官は人々を広場に集め，次
のように言い渡す。 � 反乱に協力した者
は死罪とする， � ヒンドゥー・シヴァ
や仏教の経典，あるいはラセムの歴史や反
乱軍の逸話を記した書物を所持してはな
らず�� ，この禁を犯した者は鞭打ち刑に処
す， � ラセムにある非イスラームの寺
院 Candhi は破壊されねばならない［史
話：�� ��］。
　ラセムの人々はこれに大いに反発する。
また，町郊外の山上には依然反乱軍がこ
もっていたために，身の危険を覚えたスロ
アディムンゴロ �世は ����年に居をラセ
ムからルンバン西郊に移し，オランダの兵
舎もその後を追うように西へと移転する
［史話：��］。
　こうした中で同年の 	月，ウィ・イン・
キァットやマルゴノらが再びジャワ人と華
人を糾合して兵を挙げるのである。しかし
この時は事前に相手方に計画が漏れ，増
援を得た敵によって向かい討たれてしま

��  オランダ側の記録に基づく歴史研究によれば，����年 ��月初旬，ジュワナ沖で華人反乱軍は巨大
な筏でオランダ艦船に対し自殺的攻撃を企てたが，失敗したという。その後 ��月中旬までに反乱
軍は敗れ去り，オランダはチレボンからラセムに至る北海岸全域の支配権を確保した［Remmelink 
����: �	�, ���］。

��  註 ��で述べるように，この記述は重要である。
��  原文はWan Imop，オランダ東インド会社総督Gustaaf Willem Baron van Imhoff 任 ���� ��

のことを指す。
��  Remmelink［����: ��］によるオランダ側歴史資料の調査によれば，����年にルンバンの支配官

Ngabehi Anggajayaが反乱軍に協力した疑いを掛けられ，スマランの Adipatiの息子と交代させ
られたというが，この新任の人物がスロアディムンゴロ �世のことを指すかどうかは未確認。

��  ここでいう「ラセムの歴史 Carita Lasem 」と「反乱軍の逸話を記した書物 Chathetan bab 
Brandhal-brabdhal Lasem 」を後世まとめたのが，当『ラセム史話』である。
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う。マルゴノはラセムの西でオランダお
よびその協力者と戦うも刀傷を負い，副
官のキ・ムルソドらの助けを受けて戦場
を逃れるが，やがてそのまま息を引き取
る。死の直前彼は部下に，遺体はサンボン
Sambong 村の大木の下に埋め，敵に知
られぬよう塚や墓石は築かぬように，など
と遺言を残す［史話 �� ��］。
　ウィ・イン・キァットもやはり戦場で，
アンボン出身のオランダ軍傭兵の銃弾を受
ける。そして，遺体をブゲル Bugel 山
の麓に埋めるよう言い残して事切れる［史
話：��］。
　反乱が鎮圧されてすぐ，スロアディムン
ゴロ �世はスマランに呼び戻され，替わり
にチトロソモ Tumenggung Citrosomo
がラセムの支配者 Bupati に任じられ
た［史話：��］。
　ラセムの情勢が落ち着いた ��	�年，ラ
セムの華人はタン・ケー・ウィーとウィ・
イン・キァットを陳黄弐先生 Tan-Ui Ji 
Sian Sing として崇め，ラセムのカラン
プレム Karangpelem 村に中国寺院を
建てて祀った［史話：��］。

�.�. 『ラセム史話』の出版
以上のような内容を持つ『ラセム史話』は，
先に述べたようにマルゴノの子孫，カルソノ
の手によって ����年にまとめ直されたわけ
であるが，この伝承史料はさらにカルソノの
孫，ダルソノ Hadi Darsono へと受け継
がれ，やはり公にされることなく保管されて

いた。ところが ��	年前後に転機が訪れる。
このダルソノは，ラセムでテラヴァダ 上
座部 仏教の説教師を務めており，数年前に
出版された仏教の経典集『ボドゥロ・サン
ティ』を改訂すべく，他の �人の仲間と共に
編纂作業を進めていた。その彼がある日，こ
れら経典資料と共に保管していた『ラセム史
話』に関する歴史資料を，当時ルンバン県の
仏教を統括する組織の書記を務めていたテー
HGのもとに持ち込んだのだ�� 。
偶然にもこのテーHGは，「華人問題」解
決のためのセミオフィシャルな機関 B

バ コ ム

akom 
P
ペーカーベー

KB� の書記も務めており，即座にこの史
料の中で語られている内容に大いに興味を持
つことになる�� 。
というのもこの『ラセム史話』では，単に
自分たちが暮らす地域の埋もれた歴史が活き
活きと描かれているばかりでなく，かつて華
人とジャワ人が事実として

4 4 4 4 4

協力していたとい
うことが見事に示されていると感じたからで
ある。テーHGはこの『ラセム史話』がそ
のまま世に出されずに廃れてしまうのは惜し
いとして，自費を投じてオリジナル史料の
ジャワ文字をアルファベットに直させ，それ
をタイプさせた。さらには，ダルソノらが編
纂中の仏典『ボドゥロ・サンティ』に『ラセ
ム史話』を組み入れて印刷してもらうよう頼
み，代わりにその出版費用の一部を自身で負
担するとともに，他の出資者も探すと約束し
たのである。こうしてテーHGは，我々の
町の中国寺院で義勇公として祀られている陳
黄弐先生とも関わり深い史料だからとして，

��  このダルソノが保管していた『ラセム史話』のオリジナル史料は，彼の死後に息子に託されたが，
カトリックの息子は生前から仏教徒の父とは相容れず，今もこの史料に関して問い合わせを受ける
のを拒んでいるという ����年 �月 �日，ダルソノの妻から聞いた話として，テーHGが語っ
た内容による 。なお，このテーHGを含め，本稿では必要に応じて個人名には偽名を用いている。

�  Bakom PKB ＝Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa / Coordinating Body for 
National Unity は，����年に内務省が各地の同化派華人に呼び掛けて設立した機関で，国民の
統合と統一の実現を「同化」によって達成することが謳われていた。Bakom PKBは正式な政府機
関ではなかったが，内務大臣からの指令はここを通じて各地の華人コミュニティに下達されるなど，
華人を「良きインドネシア人」に変えるための重要な経路として同化政策を支えた。当機関の概略
は Setiono ［����: Bab LIV］を見よ。

��  以下，����年 �月 �	日および �月 �日，テーHGへの自宅でのインタビューによる。



津田浩司：「華人国家英雄」の誕生？

ルンバンおよびラセムの華人を中心に資金援
助を呼びかけたが，この時は大方の人が関心
を払わなかったという。その他諸事情で途中
作業は難航したものの，ようやく ��	�年に
なって，『ボドゥロ・サンティ』と抱き合わ
せた形でついに『ラセム史話』は出版された
のである。

�.�.  陳黄弐先生に関する伝承の様々な
ヴァージョン

以上のような経緯で，ルンバンおよびラセ
ム一帯で活躍した英雄にまつわる伝承史料が
活字化され公にされはしたが，そもそもそれ
は仏教経典の一部として世に出されたに過ぎ
ず，また内容的にも多数派ムスリムを不快に
させるかもしれないとの恐れもあって，大々
的に販売・頒布されることはなく，一般には
ほとんど知られないまま埋れていった。
とはいえその一方で，この『ラセム史話』

で語られている「華人戦争」にまつわる伝承
内容自体は，それらがルンバンおよびラセム
周辺の中国寺院で神格化され祀られている �
対の英雄神，陳黄弐先生と密接に関わるもの
であったことから，地元の人々の記憶にしっ
かり留まり続けた�	 。ただし，そうして伝え
られているものにはいくつものヴァージョン
が存在し，『ラセム史話』の記述と食い違う
点も多々見受けられる。中でも特に大きな相
違が見られたのは，義勇公として祀られてい
る陳・黄両氏のうち，陳姓の人物が何者かと
いうことについてである 表① 。
ルンバンの町に入ってから筆者は，中国寺
院に通う人々からこの陳黄弐先生についてし
ばしば説明を受けた。そこで共通して強調さ
れていたのは，この陳と黄を姓に持つ �人は
かつて華人とプリブミが協力して VOCに戦
いを挑んだ際の指導者であり�� ，しかもこう
して義勇公として祀られているのはルンバン

表①―陳黄弐先生の人物に関する伝承のヴァリエーション

黄姓として祀られる人物 陳姓として祀られる人物 その他の関連人物
『ラセム史話』の記述 Ui Ing Kiat

別名：Widyaningrat
ラセムの支配者
反乱軍を指揮，華人

Tan Ke Wi

ラセムの事業家
反乱軍を指揮，華人

R.P.Margana
別名：Tan Pan Ciang
Tejakusuma Vの息子
反乱軍を指揮，ジャワ人

ルンバンの人々
の一般的解釈 

黄姓の華人 陳姓を名乗るジャワ人 ―

『 ラセム・ババガン村
の中国寺院の歴史』

の記述

Oei Ing Kiat
別名：Muda Tik

反乱軍を指揮，華人

Tan Pan Tjiang
別名：Cik Macan

反乱軍を指揮，華人

Tan Kee Wie

Tan Pan Tjiangの兄
義勇公廟を建立，華人

※  …当該人物がジャワ人 プリブミ であると考えられていることを示す。

�	  ルンバンの町には �つの中国寺院，すなわち天上聖母 媽祖 と福徳正神をそれぞれ主神とする慈
惠宮 Tjoe Hwie Kiong と福徳廟 Hok Tik Bio がある。このうち福徳廟境内は，昼時になる
と ��人ほどの華人男性が集まって来てはおしゃべりに興じる憩いの場となっているが，ある時そ
こでも陳黄弐先生が話題にのぼり，常連の初老男性は次のように興奮気味に語った。「華人は先見
の明があるんだ。陳黄弐先生の時の反乱を見ても，あれはインドネシア人 Orang Indonesia よ
り先に反オランダ闘争に立ち上がったのであり，だから華人はインドネシアの独立に協力しなかっ
たなんてのは大嘘だ」 ����年 �月 �日，福徳廟での会話 。

��  なお一例だけだが，陳黄弐先生とは陳姓，黄姓，および弐 Djie 姓の �人の英雄神だとする見解
を述べた人もいた。慈惠宮の陳黄弐先生の祭壇には，��年代頃に誰かがいたずらで置いた人形芝
居 Wayang Potehi 用の木製の人形が，今なおそのまま安置されている。特に取り去る理由もな
かったからとのことだが，この �体目の像が「弐姓の人物」の存在を想起させたのかもしれない。
なおこの �体目の像に関してだが，���年半ばにジャカルタから霊能士 suhu が訪れ，こ ↗
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周辺の三つの町，すなわちルンバン，ラセム，
ジュワナのみだということである。ここまで
は『ラセム史話』の記述とも一致するのだが，
この活字化された民間伝承史料の中では陳黄
弐先生として祀られているのはタン・ケー・
ウィーとウィ・イン・キァットの �名の華
人であるとされているのに対し，興味深いこ
とにルンバンの多くの人々は，�名のうち黄
姓の方は間違いなく華人だが，陳姓の方はそ
の華人と共に闘ったプリブミだと主張するの
である。彼等のほとんどは陳姓・黄姓両人物
の正確な名前までは記憶していないが，しか
し自分たちの説を述べる際には決まって，ル
ンバン慈惠宮に祀られている陳黄弐先生の �
対の彫像を引き合いに出す。
その説明によると，写真❶からも明らかな
ように，向かって右側の黄姓と伝えられてい
る像は全体に色白で切れ長の目を持っている
が，一方左側の陳姓とされる像は肌が黒く目
も丸く大きい。したがって前者は疑いなく華
人であるが，後者は中国寺院に祀られてはい
るものの実はプリブミだ，というわけである。
確かに陳黄弐先生にまつわる伝承には，華
人とジャワ人の共闘というのがひとつ重要
なモチーフとしてあり，実際『ラセム史話』
には，ウィ・イン・キァット，タン・ケー・
ウィー両華人と並んで，ラセムのジャワ人支
配者の息子でタン・パン・チアンとも名乗っ
たマルゴノの活躍が語られていた。そして恐
らくはこの伝承を基にしたのであろう，��
年代には慈惠宮物置壁面に，これら �人の華

人・ジャワ人指導者がオランダ兵と戦ってい
るシーンを描いたレリーフが作られてもいる
写真❷ � 。こうした形で共闘についての言
い伝えの記憶が再確認・再強化される中，長
らく慈惠宮の陳黄弐先生像に華人とジャワ人
のクリシェ化した身体的特徴の対比を見て
取っていた人々は，ここに祀られている �対
の英雄神のうち片方は華人ではないとの解釈
を次第に確信するようになったのではなかろ
うか。
ちなみに，ラセムのババガン村にある義勇
公廟 写真❸ には主神として陳黄弐先生が
祀られているのだが，そこに安置されている
像は陳姓・黄姓両方ともいわゆる「華人風」
の顔立ちをしており，そのためか，ルンバン
で聞かれたような「一方はプリブミである」
という説を耳にすることはほとんどない。た
だし陳姓とされる人物に関しては，この廟に
保管されているパンフレット『ラセム・ババ
ガン村の中国寺院の歴史』� の中で，やはり
『ラセム史話』とは異なったヴァージョンで
伝えられている。
このさほど古くない A�サイズ �ページの
資料には，ラセムの人々の間で伝わってきた
とされる陳黄弐先生にまつわる言い伝えと，
それから同町の南西およそ ��� kmに位置す
るグロボガン Grobogan の町をかつて治
めていた支配者に由来するとされる史料の抄
訳とが記されている� 。このうち後者の史料
では，「華人戦争」の際に反乱軍側に協力し
たグロボガンの支配者マルトプロ� の事績

↗ の像は“Giok Sian Tay Djien”であると指摘した。その後同年 �月にルンバンの町で行なわれた
福徳廟の大祭の折には，同像がその仰々しい名前を持った神として神輿に乗せられ，他の神像とと
もに町内を練り歩いた。

�  Remmelink［����: �］はこの壁絵は ����年代に制作されたと言及しているが，筆者がルンバンで
聞き取りを行なった限りでは ��年代の作であるようだ。

�  ［Sejarah Klenteng Babagan Lasem］。この資料は恐らく 	�年代終わりか ��年代初めに作成された
もので，文末には翻訳・編集者として，パティ県観光文化局の肩書きを持つ人物と，ラセムの旧中
国寺院管理組織 Yayasan Tiga Klenteng Lasem の次席理事の名が記されている。

�  グロボガンの史料の出典として示されているのは次の通り。Babad Tanah Jawa Jilid �� , ����: 
�� �, Balai Pustaka Seri No.��	� V 。

�  ����年にグロボガンの支配者に任じられた Temenggung Martapuraは，一貫して反乱軍側に組し
たことが知られている［Remmelink ����: ��� ��	］。
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が主に語られているのだが，そこには反乱軍
側指導者として �名の華人，チック・マチャ
ン Cik Macan / Encik Macan とムダ・
ティック Muda Tik / Pemuda Tik が登
場する。そしてラセムの伝承によると，この
マチャンとティックは，それぞれタン・パ
ン・チアン Tan Pan Tjiang とウィ・イ
ン・キァット Oei Ing Kiat と同一人物な
のだとパンフレットは説明する。さらにタ
ン・パン・チアンにはタン・ケー・ウィー

Tan Kee Wie という名の兄がおり，この
兄によって前記 �名の華人が義勇公・陳黄弐
先生としてラセムの町で祀られるようになっ
たというのである。
つまりこのパンフレット『ラセム・ババガ
ン村の中国寺院の歴史』によれば，当該寺院
に祀られている陳姓の人物は，タン・ケー・
ウィーの弟で華人のタン・パン・チアンとい
うことになるのだが，繰り返しになるが『ラ
セム史話』の中では，タン・パン・チアン

写真❶―ルンバン慈惠宮の陳黄弐先生像 ����年 ��月，筆者撮影 。右が黄姓，左が陳姓の像とされる。双方の造形の
対比に注目。

写真❷―ルンバン慈惠宮にある陳黄弐先生の活躍を描いたレリーフ ����年 	月，筆者撮影 。中国服をまとった �名の
間に，ジャワ風衣装を着てクリス（短刀）を持った人物が大きく描かれている。

写真❸―ラセム義勇公廟前景 ����年 �月，筆者撮影 。陳黄弐先生を主神として祀る唯一の寺院。現在の建物は ����
年に建てられた。

❶
❷

❸
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Tan Pan Ciang とはジャワ人指導者マル
ゴノの別名であり，一方タン・ケー・ウィー
Tan Ke Wi こそが義勇公廟に祀られてい
る華人の反乱軍指導者だと説明されていた。
実際のところ，陳姓と黄姓として祀られて
いる人物がそれぞれ誰だったのか，今となっ
ては確認するのも困難なのだが� ，それにし
てもこの陳姓が誰なのかをめぐる混乱は，黄
姓の人物がさほどのブレもなく語られている
のと比べると奇異に思えるかもしれない。た
だ容易に想像がつくことだが，明らかにそこ
には，タン・ケー・ウィーとタン・パン・チ
アンという，共に陳姓の二つの名が主要人物
として記憶されていることが関わっている。
さらには，ジャワ人の協力者がいたという，
これまた記憶されるべき要素が加わったこと
が，人物同定の混乱に一層の拍車を掛けたよ
うである。
ちなみに最後に挙げた『ラセム・ババガン
村の中国寺院の歴史』では，グロボガンの支
配者が反乱側に全面協力したこと，あるいは
マタラム朝中央� の消極的支持があったこ
とについては触れられているものの，『ラセ
ム史話』やルンバンの伝承に見られたよう
に，地元ラセムのジャワ人指導者の存在が語
られているわけではない。だがいずれにして
も，ルンバンおよびラセム一帯の華人がプリ
ブミの協力を得てオランダに蜂起したという
メルクマール的要素は維持されており，また

その指導者が陳姓と黄姓の人物であったとい
う，神号と連動して覚えられる要素も崩れて
いない。このように，ルンバンの町の伝承に
しろラセムの町の伝承にしろ，それらを裏付
けたり権威付けたりするような頼るべき歴史
資料がない中で，人々の間で重要と考えられ
た基本となるモチーフ，そしてそれと関連す
る複数の名前が共に緩やかに記憶され，それ
ら諸要素の任意の組み合わせによって生み出
された複数のヴァージョンが，正統的なひと
つの伝承のもとに統一されることもなくその
まま受け継がれてきた，というのが実情であ
るようだ 。
このように，取り立てて注目されることも
なく，曖昧なまま伝えられてきた義勇公・陳
黄弐先生にまつわる伝承は，しかしながら中
央・地方それぞれのアクターによって『ラセ
ム史話』が「再発見」されることで，異なっ
た様相を呈してくる。

�. 陳黄弐先生をめぐるアクター間の動き

�.�.  中央のアクターによる陳黄弐先生への
着目

陳黄弐先生に着目したのは，どうやらジャ
カルタの方が先だったようである。筆者の知
る限りでは，早くも ����年末には，先に挙
げたエディー・サデリも編集委員を務めてい
る雑誌 SINERGIによって，ルンバン慈惠宮

�  Salmon［����: ���］は，ラセム義勇公廟に祀られているのは，���年に福建省龍渓県に建てられ
た陳黄二公祠 Chen-Huang Ergong ci と同様，明代の英雄である陳思賢 Chen Si Xian: ����
年没 と黄道周 Huang Dao Zhou: ��	� ��年 だとしている。Salmon & Siu［����: ���］で
は，この説 ① のほかに，地元ラセムで信じられている �つの伝承についても言及がなされている。
すなわち，②ラセムに初めて上陸した陳姓と黄姓の華人で，死後神格化された，③ ����年代にマ
タラム宮廷の支援を受けオランダに抵抗を試みた英雄で，やはり死後地元の人々によって祀られた，
とする �説である。筆者が地元で聞き取り調査を行なった限りでは，本稿で扱っている伝承内容
と重なる③の説しか耳にしなかった。

�  『ラセム・ババガン村の中国寺院の歴史』の本文では，“Pemerintah Susuhunan Kartosuro”とい
う語で言及されている。

  Salmon［����: ���］はジャワの華人に特有の信仰対象の例として，澤海真人 Tik Hai Tjin Djin 
/ Zehai Zhenren という神を挙げている。ジャワ島北海岸の複数の町で祀られているこの神は，
福建省海澄出身の商人，郭六官 Kwee Lak Kwa が神格化されたものであるが，テガル Tegal
に伝わるこの人物の伝承は，陳黄弐先生のモチーフと極めて類似している。
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にある陳黄弐先生のレリーフが写真付きで紹
介されているのだ� 。
だがその後しばらくは目立った動きも
なく，����年半ばになって，今度は雑誌
SINERGI INDONESIAに『ラセム史話』の
インドネシア語抄訳が掲載された	 。「ラセ
ムにおける ����年と ����年の華人戦争」と
題されたその記事の最後には，編集部の意
見として，タン・ケー・ウィーの死後にバ
トゥック・ミミに建てられたと『ラセム史
話』で語られている石碑のことが採り上げら
れ，もしこれが見つかれば，「ラセム，ルン
バン，ジュワナ一帯の人々が宗教やエスニッ
クの別にとらわれず，お互い協力し合いなが
ら一丸となって VOCに立ち向かった英雄的
抵抗のオーセンティックな証拠になる」とし
て，是非とも調査されねばならないと記され
ている。
さて，こうした中でエディー・サデリ率い
る LPPMTIが，この陳黄弐先生を国家英雄
にすべく本格的に動き始めることになる。上
でも触れたように，エディー・サデリは社会
団体 PSMTI，そしてこの頃立ち上げられた
華人系新政党 PPBTIにも幹部として関わっ
ており，組織力は未知数ながら人口構成では
かなりの数に上ると思われる華人票，そして
当然そこから期待され得る豊富な資金力を背
景に当時のメガワティ政権と接触し，華人で
ありながらインドネシア国家・民族への貢献
著しい人物を探し出した暁には，大統領が当
該人物を国家英雄に認定するとの内諾を既に
取り付けていたのである� 。
そんな彼がある日，LPPMTIに出入りし

ていたルンバン出身の華人青年Fl経由で『ラ
セム史話』のコピーを受け取り，一読するや，
そこに記述されている陳黄弐先生，すなわち
タン・ケー・ウィーとウィ・イン・キァット
両名こそが，彼が捜し求めている華人国家英
雄の候補に相応しいと感じ取る。そして偶然
にも彼が入手したのは，『ラセム史話』の出
版に深く関わったあのルンバンのテーHG
が所有していたもののコピーであり，ページ
の要所には彼の連絡先が記されたスタンプが
いくつも押されていた。これを唯一の頼りに
エディー・サデリがテーHGに問い合わせた
ところから，事態は一歩進展することになる。
こうして中央で陳黄弐先生が注目を浴び始
める一方，この英雄を祀る中国寺院を抱える
地元でも，両者を積極的に盛り立ててゆこう
という動きが出始める。

�.�.  ローカルのアクターの動き：義勇公の
墓の「発見」

����年， ル ン バ ン 県 観 光 局 Dinas 
Pariwisata Kab. Rembang は，観光促進プ
ラン作成のため，県内の歴史遺産の調査を州
都スマランの民間コンサルタントに依頼した。
このコンサルタント一行は年末に打ち合わせ
と実地調査を兼ねてルンバン県を訪れた際，
ルンバンの歴史に詳しい人物としてテーHG
に引き合わされる。そしてこの場でテーHG
から『ラセム史話』を提示されたことがきっ
かけとなって，地元でもこの埋もれた民間伝
承史料がにわかに注目されるようになる�� 。
『ラセム史話』の存在が再びクローズアッ
プされたことは，当然隣町ラセムの人々にも

�  SINERGI［Edisi Ke-� / Tahun III / �� Desember ���� – �� Januari ����: �	］掲載の“Bukti 
Sinergisme Melawan Kolonial Belanda”参照。なお，����年 ��月初頭にインドネシア科学院
LIPI 主催でインドネシア華人に関するセミナーが開かれたが，その折に Claudine Salmonが
ジャワとバリに点在する中国寺院について報告し，このルンバン慈惠宮のレリーフについても言及
したようである 発表原稿は未入手 。写真 �がそのレリーフである。

	  註 ��を見よ。
�  ����年 �月 ��日，エディー・サデリによってルンバンに派遣された Flへのインタビューによる。
��  ����年 �月 ��日，テーHGの自宅で，テー本人と，スマランのコンサルタントを彼に引き合わ

せたニョー YTへのインタビューによる。なお，このスマランのコンサルタントとの契約はその後
打ち切られ，ディポネゴロ大学の歴史学チームが後を引き継ぐことになる。註 	�を見よ。
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伝わるのだが，特にこれに関心を示したのは
Hnという人物であった。ラセム出身のこの
華人中年男性は，ジャカルタに移り住んで塗
料工場を開き，経済的に大成功したのだが，
今なおラセムの中国寺院に毎年車 �台分とも
言われる額の資金を提供し続け，その運営に
も深く携わっている。そのHnだが，『ラセ
ム史話』の中で語られている人物が他でもな
い，自らが理事を務める生まれ故郷の町の中
国寺院に祀られている英雄であることから，
歴史を伝承するためにも何とかこれを盛り立
てねばという使命感を覚えるようになる�� 。
そこでまず手始めとして，彼はウィ・イ
ン・キァットとマルゴノの墓を特定する作
業に着手する。上で要約した通り『ラセム
史話』によれば，タン・ケー・ウィーはムリ
ア半島の北端に近いモンドリコ島そばの海戦

で戦死したために墓は存在しないが［史話：
�� ��］，ウィ・イン・キァットは死後ラセ
ム南東郊の小高い丘ブゲル山の尾根に埋葬さ
れたとあり［史話：��］，またマルゴノにつ
いても，サンボンという地での戦いで落命し
た後，やはりラセムに埋葬されたことが示さ
れている［史話：�］。
この記述を元にHnは，全面的に費用を
負担して �人の墓の探索を指示する。その
結果 ����年初頭に，ウィ・イン・キァット
の墓がブゲル山上で，またマルゴノの墓がラ
セムの旧駅舎裏手のカンプンで相次いで見つ
かった�� 。これを受けてHnはすぐさま再び
自費を投じ，両者の墓をセメントとタイルで
全面的に改修するとともに，立派な墓標も備
え付けて，由緒ある人物の墓所として相応し
いよう体裁を整えたのである�� 写真❹ 。

��  ����年 �月 ��日，ラセム慈安宮でチャン STへのインタビューによる。彼はHnと非常に親しく，
普段ジャカルタに暮らすHnのラセムにおける手足であり代理だと自任している。

��  マルゴノの墓とされる場所はかつてはただ �本の大木が立っているのみで，そのすぐ脇にある彼の
副官ムルソドとその妻のものとされる墓の方が，村の開祖として付近住民から崇められていた。そ
こに ��～��年前に地元の霊能士が訪れ，この場所にかつてのラセムの支配者 Adipati の息子
マルゴノが葬られていると指摘し，それを受けて墓標として簡単な木製の看板が据え付けられたが，
それ以上に一般から顧みられることはなかった ����年 �月 ��日，マルゴノの墓所の近隣住民か
らの聞き取りによる 。

��  ウィ・イン・キァットの墓については，ある人がこの墓の前で違法ナンバーくじの番号のインスピ
レーションを求めて祈り，その結果 �億ルピアを手に入れたとの噂が広がり，その後多くの人た
ちがここを訪れるようになった。後に墓に通ずる道が整備されたことで，これらナンバーくじ目当
ての人が続々と同地を訪れ，その道すがら農作物を荒らして行くとして付近住民から苦情が聞かれ
るようになったという。またマルゴノの墓についても，ナンバーくじを求めに来る人が絶えないと
呆れ嘆く声が聞かれた。

写真❹―改修されたマルゴノの墓 ����年
�月，筆者撮影 。きれいに着色さ
れたコンクリート塀に囲まれ，床面

と墓もタイルで覆われている。
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�.�. ジャワ人英雄の義勇公廟への合祀
この時点で『ラセム史話』を無謬なものと
奉ずるようになっていたHnは，同史料の
記述から，義勇公廟に祀られているのは他で
もない，華人のウィ・イン・キアットと，や
はり華人のタン・ケー・ウィーであると確
信する。また，地方支配官の息子マルゴノ
はこれら両名と共に闘った義兄弟 saudara 
angkat で分かつことのできない存在だと
考え，従来華人英雄のみが祀られていたラセ
ム・ババガン村の義勇公廟に，ジャワ人であ
るマルゴノも合わせて祀ってはどうかと考え
出すのである。この合祀によって彼は，単に
「歴史」を留めるのみならず，生まれ故郷ラ
セムの町の中国寺院が，いずれはスマランの
三保公廟�� やマランのカウィ山�� などと同
じように，「華人対ジャワ人」，あるいは「華
人対ムスリム」といったインドネシアの近現
代史で言い古された対立軸を乗り越える混交
のシンボルとなってゆくことを望んだわけで
ある� 。

そこでまずHnは，懇意にしているルンバ
ン在住の霊能士を伴ってマルゴノの墓所に赴
き，その場で自らも瞑想・交霊を行ない，マ
ルゴノ本人

4 4

から直に義勇公廟に合祀されるこ
とについての意向を確かめたという。さらに
は義勇公廟にもお参りし，主祭壇にある陳黄
弐先生像の前で今度は礼式に則った“pwee-
sien”という方法でお伺いを立て，当寺院に
新たにマルゴノの祭壇を追加することの是非
を問うたそうである�� 。
こうして彼は，合祀される側とそれを受け
入れる側双方から直接
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合意を得る手続きを
取ったこととされる。ところでラセムには �
つの中国寺院があり，これらを町の華人全体
で一体的に支えていくために，ヤヤサン・ト
リ・ムルティという寺院管理・運営組織が置
かれているのだが�	 ，Hnは祭壇追加の件に
関して当組織に対してはその一部主要役員に
相談するのみで，特に全体会合などの場は通
さずに同意を取り付けた�� 。というのも，当
時彼はこの寺院管理・運営組織の筆頭理事を

��  ムスリム宦官鄭和を祀るこの寺院の廟内には，仏教・儒教の祭壇と並んで，ジャワ神秘主義
kejawen と習合したイスラーム教の祭壇・礼拝所があり，そのことがしばしば民族・文化・宗
教を横断した調和の象徴とされる。

��  東ジャワ州マラン Malang 市の西に聳える標高 �,	� mのこの山の麓には，やはりジャワ神秘
主義と習合したイスラーム教の聖人の墓があったが，その傍にはこの聖人の信奉者によって小さな
中国寺院が建てられた。その後，同地を訪れると経済的に成功するとの信仰が広まり，今ではジャ
ワ人よりも華人の参拝者が多数を占めるようになり，そのことによって「ジャワ／中国の文化・儀
式の混淆の場」と認識されている。なおカウィ山の謂れについては，ジャワ各地の聖地について論
じた関本［��	�: ��� ���］参照。このカウィ山を含め，華人とジャワ人の信仰の習合を示す事例に
ついては Salmon［����: �		 ���］を見よ。

�  ����年 �月 �	日，ルンバンの食堂でのHnへのインタビューによる。またHnと親しくラセムの
中国寺院運営組織の役員経験もある男性は，陳黄弐先生とマルゴノが分かつことの出来ない義兄弟
であるという事実をHnは瞑想によって内面 dalam batin で感得したのだ，と述べて正当化し
ている。

��  ����年 �月 ��日，ラセム慈安宮でチャン STへのインタビューによる。なお pwee-sienとは，そ
ら豆形の �対の木組みを床に投げ，その出方によって事の是非を占う方法で，その決定は神意と見
なされる。この木組みは，中国南部や台湾では「神杯」と呼ばれている。

�	  ラセムの町には媽祖，廣澤尊王，陳黄弐先生をそれぞれ主神とする �つの中国寺院，慈安宮 Tjoe 
An Kiong ，保安廟 Poo An Bio ，義勇公廟 Gie Yong Kong Bio があり，ヤヤサン・トリ・
ムルティ Yayasan Tri Murti という組織により一体的に管理・運営されている ��年代半ばま
では Yayasan Tiga Klenteng Lasem 。ちなみにルンバンの町の慈惠宮・福徳廟は，ラセム同様に
現在はヤヤサン・ドゥウィ・クマラ Yayasan Dwi Kumala という組織により管理・運営され
ている ��年代半ばまでは Yayasan Metta Bhumi 。なお，ルンバンの中国寺院の管理・運営の
あり方の変遷については，国家の課す宗教・華人政策との関わりの中で詳細に論じた津田［���］
を見よ。

��  ����年 �月 ��日，ラセム慈安宮でチャン STへのインタビューによる。
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務めており，またそもそも常日頃から最大の
資金提供者として組織内で極めて大きな発言
力を有し，実質的に寺院運営の方向付けを行
なっていたからである。
しかも，今回マルゴノの祭壇の設置が予定
されていた場所も，この簡略な手続きを正当
化する理由とされた。図②に示されるよう
に，ラセムの義勇公廟には，内陣となる中央
の棟に義勇公・陳黄弐先生を中心に �つの
祭壇が並べられている。そしてそのメインの
建物の左翼には別棟で，身寄りのない祖先の
遺灰・位牌を安置する祭壇が設えられている
のだが，新たにマルゴノの祭壇が設置されよ
うとしていたのはその外陣南隣，かつては物
置として使われていた建物の一角だったので
ある。つまり新たな祭壇は，内陣の配置を一
切変更することなくただ外側に付け加えるだ
けであり，したがってわざわざラセムの町の
寺院関係者全員の合意を取り付けるような煩
雑な手続きを経るまでもないと判断されたの
である	� 。
もちろんこのショートカットとも思われる

手続きに関しては，当然一部から疑問の声も
聞かれた。中でも興味深いのは，ルンバンの
中国寺院で絶大な影響力を誇っているゴー
WS	� からの反応である。
ゴーWSはラセムの中国寺院運営組織内
でも監督者の �人として役員に名を連ねてい
たのだが，しかしこの町の組織への金銭提供
の割合からすればHnには遥かに及ばない。
そんな彼にある日筆者が「ラセムの義勇公廟
に新たな祭壇が追加されたが……」と話を
振ってみると，彼は次のように答えた	� 。

　ババガン村の中国寺院の新しい祭壇，あ
れはHnおじさんのやっていることであっ
て，私は一切関わっていないよ。むしろ全
体会合 rapat anggota とか正式な手続
きも経ずにいつの間にか建てられちゃった
ことから，騒ぎ立てる geger 人も出た
くらいなんだから。

このゴーWSはリー TB	� と並んでルン
バンの中国寺院の二大パトロンと目されてお

図②―ラセム義勇公廟の祭壇配置図

	�  ����年 �月 ��日，ラセム慈安宮でチャン STへのインタビューによる。
	�  ����年代ルンバン生まれの華人男性で，現在は西隣の県に移り住み巨大食品加工会社を経営して

いる。	�年代には生まれ故郷ルンバンの寺院運営でさほど目立った存在とは言えなかったが，��
年代に入って一族経営の会社が全国展開するまでに急成長すると，その財力を背景に次第に頭角を
現すようになった。

	�  ����年 �月 ��日，福徳廟境内でゴーWSへのインタビューによる。なおこの場には，日常的に
この寺院でお喋りをする ��名ほどの老人が集まっていた。ババガン村の中国寺院とは義勇公廟の
こと。

	�  ゴーWSと同世代で，ルンバン町内で最大と目される財を一代で築いたコントラクター。��年代
初頭からルンバンの寺院運営に積極的に関わるようになり，同町の華人コミュニティ内で影響力増
す。県高官とのパイプも太い。
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り，後述のように，その資金力を背景にした
時に専横とも映るような寺院運営のやり方が
しばしば批判の的となるのだが，その当人が
ラセムの中国寺院の運営に対して全く同趣の
批判をしていることに，中国寺院運営の支配
の実態をめぐる問題が垣間見られるようで興
味深い	� 。
なお合意形成の手続き上の問題以外にも当
然，なぜ中国寺院に「ジャワ的要素 unsur 
Jawa 」を持ち込まなければならないのかと
いう根本的疑問の声も聞かれたという。だが
そうした批判も，かつて陳黄弐先生は華人で
ありながら何の障害もなく事実として

4 4 4 4 4

プリブ
ミと協力したのであって，今こそ両者を分け
隔てる壁を突き崩すために，華人の側から外
に向けて自らを開いていかねばならない，と
いう極めて正当な理念の前に，次第に弱まっ
ていった	� 。
このように，ナショナルなレベルで盛んに
主張され始めていた「プリブミと共存する華
人」という語りとうまくリンクする形で，マ
ルゴノ合祀は進んだのである。ちなみに祭壇
本体の製作は，やはりラセム出身でジャカ
ルタで木材加工の工場を持つHnの友人 Ss
に依頼され，����年初頭にその祭壇が完成
すると，Hnは再びルンバン在住の霊能士を
伴って，マルゴノの墓所で儀式を執り行なっ
た。そして墓所から土を取り，それを義勇公
廟内の新しい祭壇に移すことで，マルゴノの
魂は義兄弟タン・ケー・ウィーおよびウィ・
イン・キァットと一緒の本来の

4 4 4

場所に祀られ
ることになったとされたのである。

以上のように，『ラセム史話』を手にした
地元有力者が積極的に立ち回ることで，そこ
に記述されている関連人物のものと思われる
墓が相次いで「発見」され，それらはさらに
改修を経ることで現実に
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当該人物の墓となっ
た。さらには義勇公廟にマルゴノが合祀され
るに至り，「過去の時代における華人とプリ
ブミの共生」といった語りもまた，具体的な
形を持って現実

4 4

と化した。一方，陳姓の人物
をめぐって異なるバージョンを伝えていた同
寺院のパンフレットは，「マイナーな間違い」
を含む資料として，いつしか棚にしまわれ
た	 。ここにまさにひとつの「歴史」が誕生
したのである。

�. 両アクターの接触・物別れ：
ローカルの論理

�.�. 中央のアクターの接近
さて，このようにローカルな場で着々と陳
黄弐先生およびマルゴノの顕彰が進む中で，
ジャカルタ側，すなわち LPPMTI率いるエ
ディー・サデリも地元への働き掛けを本格的
に行なうようになる。
エディーはルンバンのテーHGとの繋が
りができると，まず，華人の中から国家英雄
に認定される者が出ることは政治的に

4 4 4 4

望まし
く，目下陳黄弐先生がその候補として最も相
応しいのだと説いて，テーHGの協力を求
める。エディーによれば，タン・ケー・ウィー
とウィ・イン・キァットは植民者オランダに
抵抗しインドネシアの地で没しているので，
「インドネシア独立闘争の先駆け」と見なせ，

	�  実際筆者がラセムの町で聞き取りを行なったところ，Hnの行なったマルゴノの祭壇追加には否定
的な声もいくつか聞かれた。

	�  ����年 �月 ��日，ラセムのバティック業者で町の名士でもあるゴーHTへの自宅でのインタビュー
による。

	 貞好は的確にも，インドネシアの人々は誰かと社会的関係を結ぶ際，相手が「華人かプリブミか」
をその初期の段階で確認しようとする傾向が強いと指摘している［貞好 ����: 	�］。地元の多くの
人々は，寺院に祀られている人物が誰なのかあまり気に留めていないが，社会的に「華人かプリブ
ミか」の別が大きな意味を持つ中，ルンバンでは陳姓として祀られているのはプリブミだとする解
釈が，華人だとする『ラセム史話』の説に影響されずにメルクマール的要素として根強く残ってい
るが，ラセムの伝承では陳姓の人物は華人であったため，より「正統」と位置付けられた文字史料
の記述に沿って難なく解釈がすりかわったものと考えられる。
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国家英雄の基準に難なく合致する。それば
かりか，プリブミであるマルゴノと協力して
戦った点や，ウィ・イン・キァットがムスリ
ムであった点など，今日の華人を取り巻く偏
見を打破する意味でも高く評価され得るのだ
という	� 。
なお容易に気付くことだが，特に「華人／
プリブミ」，あるいは「華人／ムスリム」と
いう二分法を乗り越える可能性を含めて陳黄
弐先生を評価している点は，既に上で見たラ
セムのHnの見解とほとんど重なっている。
つまり，この �世紀半前の英雄にどのよう
な価値を見出しているか，ひいてはどのよう
な華人像を今日の理想として提示するのかに
ついて，中央とローカルのアクター双方の間
には基本的に大きな隔たりがなかったことが
注目されよう。
さて，上記のような趣旨説明によって，
テーHGの積極的とは言えないまでも好意
的な賛同を得たエディーは，まずはジャワ語
で書かれている『ラセム史話』をより広く世
間に知ってもらうためにも，これをインドネ
シア語で世に出さなければならないとして，
新聞記者歴もあるテーHGに翻訳を依頼す
る。しかしテーHGは，自分は小学校しか
出ていないため，ちゃんとした訳出を望むな
らもっと文才のある人に頼むべきだとして，

例えばルンバンの南隣ブロラ Blora 県出
身の文豪プラムディア・アナンタ・トゥール
Pramoedya Ananta Toer が相応しいので
はと提案する		 。
またエディーは，陳黄弐先生を国家英雄に
推薦するためには，タン・ケー・ウィーと
ウィ・イン・キァット両名の素性・生没年な
どのデータを詳しく調べる必要があり，そ
のために調査班を組織したいと持ちかける。
これに対しテーHGは，まずは『ラセム史
話』の記述が信頼に値するかどうかを確かめ
ることが優先されるべきであり，その鍵とな
るのは当該史料の中で言及されているタン・
ケー・ウィーの養殖池畔に建てられたという
石碑の有無である，しかしそれについては現
在，ルンバン県観光局およびその依頼を受け
たコンサルタントが歴史遺産調査の一環とし
て探索を行なう計画なので，ジャカルタから
調査班を派遣するのはその結果を待ってから
でもよかろうと助言する	� 。
しかしエディーは，テーHGと連絡が取
れてからそれほど経たない ����年 月末，
国家英雄認定に向けて関連する役所等からの
推薦を得るためには，やはり独自の下調べと
折衝が必要だとして，最初に彼に『ラセム史
話』を紹介した Flひとりに旅費・調査費 ��
万ルピアを持たせ，彼の故郷であるルンバン

	�  ����年 �月 ��日，テーHGへの自宅でのインタビューによる。
		  ����年生まれで世界的にも名の通っているこの作家は，���年に『インドネシアの華僑』という

本を出していることからも分かるように，早くから「華人問題」に関心を払っていることで知られ
ていた。その後エディー・サデリからプラムディアに翻訳の依頼が行ったが，彼は高齢を理由に断
り，代わりに別の人を紹介すると応じたという。しかしその後陳黄弐先生を国家英雄に推す動き自
体が立ち消えとなったことから，結局翻訳の話も実現しなかったようである。なお出版直後に発禁
処分を受けた『インドネシアの華僑』は，���	年に再版されている［Pramoedya ���	 ��� ］。
プラムディアは ���年 �月，	�歳で世を去った。

	�  ����年 �月 ��日，テーHGへの自宅でのインタビューによる。その後，ルンバン県観光局はディ
ポネゴロ大学海洋史・文化研究センターの協力を得て，����年 ��月 �	日には県高官を招き，観
光促進のための歴史遺産利用に関するセミナーを開催している。テーHGはこのセミナーの委員
でもあり，筆者も共に参加している。このセミナーの報告書［Tim Peneliti ����］には数ページ
にわたってルンバンおよびラセムの中国寺院の記述が見られるが，内容は二次情報に基づく散漫な
もので，義勇公廟に関しては言及がない。陳黄弐先生については『ラセム史話』のあらすじが �ペー
ジほど記載されているが，問題の石碑については結局何ら調査が行なわれなかったようである。な
お，この石碑の探索はHnも独自に行なったが，結局未発見のまま終わっている ����年 �月 �	日，
ルンバン町内の食堂でのHnへのインタビューによる 。
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へと派遣するのである。

�.�. ラセムでの折衝
故郷に戻った Fl�� は，まず陳黄弐先生を
祀るラセム，ルンバン，ジュワナの �つの町
の中国寺院を回り，神像を写真に収めるなど
基本的なデータ集めをする�� 。そして ����
年 月 ��日，陳黄弐先生を主神とする義勇
公廟のあるラセムで，同町の中国寺院管理組
織の全体会合に参加するのである。
この組織ヤヤサン・トリ・ムルティは前に
述べたように�� ，ラセムの町にある �つの中
国寺院を一体的に管理・運営しており，言う
までもなくここ数年最大のパトロンとして君
臨するのはあのHnである。この日の夕刻に
慈安宮境内の事務所で開かれた会合には，組
織の主要役員を含めメンバー数十人が出席し
た。席上 Flは，まず自分が華人の地位改善
と社会貢献の両面で活動している LPPMTI
のエディー・サデリの代理として来たと自己
紹介した上で，本題として義勇公廟に祀られ
ている陳黄弐先生を華人の国家英雄に推戴す
ることの意義を説明し，LPPMTIが全面的
にその推挙に関する責任を負うので，ラセム
の町の人々にも是非とも協力してほしいと要
請する�� 。
ところがラセム側は，この申し出に対して

難色を示す。問題となったのは �点あった。

�.�. 政治化への恐れ
ひとつ目は，政治化への恐れである。
ラセムの人々にとっても，自分たちの暮ら
す地域で長らく祀られてきた神が国家英雄に
値するということは，一様に誇らしく歓迎す
べきことのように思われた。ただ，突然ジャ
カルタから持ちかけられたこの話に，彼らは
警戒の眼差しを向けるのである。というのも，
既に上で述べたように，LPPMTIを率いる
エディー・サデリは，華人代表を議会に送る
ことを目指す新政党 PPBTIの役員も務めて
いたからである。しかも華人国家英雄推戴の
プロジェクトは，当時の大統領メガワティの
支持があったというではないか。
この時期インドネシアは，����年前半に

予定されていた総選挙まで既に �年を切って
おり，各党は財力もあり都市部でかなりのま
とまった票が期待できる華人を取り込もう
と，あの手この手で支持獲得に乗り出してい
た。そんな中で，多様な華人の声が PPBTI
一党に集まるとは到底思えなかったし，そも
そもこの新興小政党は総選挙委員会 KPU
の資格審査を通過して ����年選挙に参加で
きるのかどうかすら危うかった。また当時
政権与党だったメガワティ率いる闘争民主

��  ��年代前半生まれのこの華人青年は，両親ともカトリックで，当人もカテキスタ Katekis に参
加する熱心な信者だったが，ある時聖書の記述を読んで，キリスト教の神はイスラエルの民の神で
あって，自分たちの「民族 bangsa 」にも独自の神がいるはずだと考えるようになったという。「自
分は何者か？」との思いは，�	年 �月のジャカルタ暴動を間近に経験することで一層強くなった
といい，それ以降自分たち華人の祖先の教えである道教に興味を持つようになった。カトリック教
会から中国寺院に回帰したことで，周りからは気が狂った gila と言われているが，現在は道教
団体のウェブサイト www.siutao.com で活発に発言しているとのことである ����年 �月 ��日，
ルンバン町内の食堂で，Flとその父を交えてのインタビューによる 。

��  この際 Flはジュワナの中国寺院の番人から，「義勇公」という名で祀られている神は中国本土にも
あるはずだと聞かされる。仮にそれが陳黄弐先生と同一であるとすれば，中国で祀られている神を
インドネシアの国家英雄にするということになり，理念上問題が生じると懸念された。ただしその
後，陳黄弐先生が祀られているのはやはりルンバン地域の �つの寺院以外にないということが確
認されたという ����年 �月 ��日，ルンバン町内の食堂で，Flへのインタビューによる 。

��  註 �	を見よ。
��  ����年 �月 ��日，慈安宮での媽祖聖誕祭準備会合の際，ヤヤサン・トリ・ムルティ副書記に当

日の議事録を見せてもらいながらのインタビューによる。以下会議の内容については，����年 �
月 ��日にチャン STからも合わせて聞き取りを行なった。
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党 PDI-P も，声高に「改革 reformasi 」
を叫び続けながらも国民に目に見える形での
成果を示すことができず，��年総選挙時に
見せた圧倒的人気には明らかに翳りが生じて
いた�� 。
このような状況の中で，国家英雄化のプロ
ジェクトは表向き政治とは無関係とされてい
たが，その裏には中央政界当事者の思惑が見
え隠れし，ラセムの人々はこれらの動きに巻
き込まれてしまうのではないかと恐れたので
ある。
さらに，自分たちがどの政党陣営に組み
込まれてしまうのかという以前の問題とし
て，この華人国家英雄のプロジェクトに乗っ
かることは，明らかに華人の政治的ポジショ
ンの劇的転換を表明することであった。華人
の中から国家英雄を出そうという企ては要す
るに，インドネシアの国家的枠組みの中で華
人をひとつの集団 ＝スク として明確化
し，その上でその華人が華人としてインドネ
シアの国家形成・統一維持に寄与する／して
きたのだと宣言することに他ならない。これ
はすなわち，新秩序体制の基本方針であった
「同化 asimilasi 」政策を否定し，代わりに

B
バ プ ル キ

APERKIの崩壊をもって一旦は政治生命
を絶たれた「統合 integrasi 」路線を再び
前面に掲げることを意味するのだ�� 。
スハルト体制が崩壊して改革の時代に入っ
てからというもの，確かに華人を取り巻く環
境は大幅に改善された。�・��事件のトラウ
マから政治に深く首を突っ込むことに極度の
アレルギーを示していた彼らも，今や徐々に
ではあるが都市部を中心に政治的な動きを見
せるようになってきている。実際，かつて「同
化」派に政治的に完全に葬り去られたはずの
「統合」の思想も，近年では「共働 sinergi 」
という用語で再び頻繁に耳にされるようにも
なっている�［Coppel ����: �］。
ただそうは言っても，従来極めて限定的で
多くの場合否定的意味しか持ち得なかった華
人性なるものを，急に全面的に誇るべき善き
ものとして読み替え表出することへの齟齬は
大きい。それは仮に，数十年来蔑称のニュア
ンスを持って使われてきた「チナ Cina 」
という語を，「ティオンホア Tionghoa; 中
華 」や「ティオンコック Tiongkok; 中国 」
という語で置き換えてみたところで，一朝一
夕に解消できるものではなかろう�� 。今まで

��  この半年後に行なわれたKPUによる審査の結果，PPBTIは要件を満たさず選挙参加資格を得ら
れなかった。註 �を見よ。その後 PPBTIは PDI-Pと接近した。

��  華人が華人性を保ったままインドネシア国民の中に組み込まれていくべきとする「統合」路線は，
����年に設立された BAPERKI Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia; インド
ネシア国籍協議体 により主唱された。華人にインドネシア国籍取得の意義を啓蒙するとともに，
インドネシア政府には国籍取得の簡素化，国籍取得後の平等待遇を求めたこの団体の活動は，�
年代前半まで華人の間で広く支持を集めていたが，政治的にインドネシア共産党 PKI と接近し
たことから，�・��事件を契機に崩壊する。BAPERKIの歴史については後藤［����］を参照。後
藤はこの団体名を「インドネシア国籍住民協議会 バペルキ 」としているが，ここでは貞好［����］
の訳語を用いた。

�  一方の「同化」という語は，スハルト体制下でニュアンスはそのままに次第に「混交 pembauran 」
という語に置き換わっていた［Coppel ����: �］。

��  ��世紀末まで，マラヤや蘭領東インドのマレー語話者 プラナカン華人も含む が中国および華
人を指し示すために用いていた呼称は「チナ Tjina 」であった。やがて大陸で中華ナショナリ
ズムが進行し，「中華」という語が普及するにつれ，蘭領東インドのプラナカン華人 その多数は
福建系 の間でも，同漢字の福建読みである「ティオンホア」という語が用いられるようになり
国名を指す場合は「ティオンコック」，同時にそれまで一般的に用いられていた「チナ」という
語は蔑称のニュアンスを帯びるようになった。����年代には，「ティオンホア」や「ティオンコッ
ク」という語はインドネシア・ナショナリストの間でも用いられるようになっていた これと並
行して，プラナカン華人のメディアでは，原住民を指す「ブミプトラ Boemipoetra 」に替えて
「インドネシア人 Indonesiër 」が，「蘭領インド Hindia Belanda 」に替えて「インドネシア

Indonesia 」が用いられるようになっていた 。これらの呼称は，日本軍政期・スカルノ時代 ↗
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政治的にも社会的にもなるべく目立たず事を
起こさないよう振舞って来たインドネシアに
暮らす華人一般にとっては，自分たちを独自
の集団 ＝スク と位置付け，それに伴う様々
な主張をしていこうとすることは，それだけ
で大きな決断を伴う政治的跳躍なのだ。
まして，依然混沌とした政治状況の中で，
国家的に対華人政策が後戻りすることがない
とは完全に言い切れず，またそれとは別に，
国家の統制外で起こり得る民衆の暴動に対す
る恐れも未だ拭い切れない社会状況のもとで
は，象徴的にせよインドネシアの全華人を代
表させられるようなことは，相当勇気と覚悟
を必要としたし，第一そのような運動の先駆
者に仕立て上げられるとしたら，それはあま
りに荷が重いことであった。
要するにラセムの人々にとっては，未だあ
らゆる面での不確定要素が多すぎる中で，中
国寺院に祀られている神を国家英雄に推戴す
るという目立った形で華人性を主張した結
果，一体この小さな町でどのような反応を引
き起こすのだろうかを考えた場合，それはや
はり時期尚早に思われたのである。そこでこ
のラセムの中国寺院管理組織の会合では，差
し当たり ����年の総選挙が終わって情勢が
安定するまでは，当面この話をペンディング
にすることが決議されたのである。

�.�. 寺院管理の問題
しかし，ジャカルタからの提案を地元が
拒否したのには，政治化への恐れ以外にも
もうひとつ大きな理由があった。それは寺
院管理に関わる問題である。結論から先に言
えば，ラセムの中国寺院関係者は，陳黄弐先
生が仮に国家英雄に認定されたとしたら，そ
の関連施設である義勇公廟は文化財 cagar 
budaya として国有資産 aset nasional
化され，もはや自分たちのものとして勝手に
手を加えることができなくなってしまうので
はないか，と懸念したのである�	 。
既に見てきたように，ラセム義勇公廟には
最近パトロンであるHnの主導により，ラデ
ン・パンジ・マルゴノというジャワ人地元英
雄の祭壇が新たに追加された。同様にこの前
後わずか �～�年の間に，慈安宮の外壁塗り
替え，保安廟の正門新築などが相次ぎ，ラセ
ムの �つの中国寺院はもはや補修や修復と
いった範疇を超えて，まさに真新しく生まれ
変わっている。
隣町ルンバンの中国寺院も負けてはおらず，

����年には町南側の福徳廟に新たに立派な
正門と外壁が付け加えられている 写真❺ 。
このような近年中国寺院に生じているリ
ニューアル・ブーム�� は，直接的には，ス
ハルト期に出された抑圧的な法令「中国寺

↗ にもほぼそのまま引き継がれたが，スハルト政権成立後の ��年 	月に開かれた陸軍セミナー
Seminar AD ke-II/�� で，中国や華人を指す語としては「チナ」を公式に用いることが定め
られた［Coppel & Suryadinata ����］。なお，「チナ」を正式な呼称とする旨の正式な通達は Surat 

Edaran Presidium Kabinet Ampera Tentang Masalah Cina No.SE-��/Pres.Kab/�/��。
 　呼称の問題をめぐる近年の華人知識人の見解は，Indonesia Media誌のウェブサイトに掲載され

た Dr.Irwanの 記 事“Cina atau Tionghoa ?” URL: http://www.indonesiamedia.com/lipsus/
lipsus-����-cinationghoa�.htm も併せて見よ。

�	  ほぼ同じ頃に観光促進の観点から，古い中国建築の残るラセムの町並み全体を文化財指定しようと
する動きもあった。Kompas紙 ����年 �月 ��日付記事“Lasem Dijajagi Jadi Cagar Budaya”参照。
ただしこの計画は，建物所有者の負担があまりに大きく，国による補償制度もないに等しいため，
関係住民からはほとんど支持が得られなかったようである。

��  事情は他の町でも同じで，例えば中部ジャワ州都スマラン，あるいは東ジャワ州のトゥバンに目を
転じてみれば，両町の中国寺院はここ数年で原形をとどめないほど大規模に拡張され，今や故宮を
思わせるような巨大建造物が林立する一大コンプレックスに生長している。このうち，ジャワ随
一を誇る規模にまで拡張されたトゥバン関聖廟 Kwan Sing Bio には，東ジャワのタバコ会社が
スポンサーとして付いており，また同様に現在大改修中のスマラン三保公廟 Klenteng Sam Poo 
Kong も，複数の大企業によりバックアップされている。
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院の整序に関する内務大臣指示 ��		年第
���.� ��号」が，ワヒド大統領時代になっ
て効力を失ったことと関わっている。この
問題の法令は，中国寺院は中国伝来の信仰・
慣習に基づく礼拝施設であり，そのような
「外国文化システム tata budaya asing 」
は「イ ン ド ネ シ ア の 個 性 kepribadian 
Indonesia 」にそぐわないとして，それら
を修繕の範囲を超えて改修・増築・拡張する
ことも，また新築することも認めないとする
厳しい内容のものであったが，�	年以降政
府の対華人政策見直しが進む中で，����年

には事実上撤廃された��� 。そして，ポスト・
スハルト期の華人を取り巻く全体にややユー
フォリア的��� とも言えるような雰囲気と相
俟って，今まで鳴りを潜めていた中国寺院の
活動が全国的にルネサンスのごとく活発化
し��� ，それと同時に中国寺院施設それ自体
にも次々に手が加えられるという現象が起き
ているのだ��� 。
そして，ラセムやルンバンのような小さな
町の中国寺院にあって，これらの刷新事業を
率先して取り仕切ったのは，やはり財政面で
当該寺院を支えているパトロンたちであっ

���  この内務大臣指示 Instruksi Menteri Dalam Negeri No.	

.�-���/���� tentang Penataan Klenteng

は，中国寺院とはいかなるものかをまず定義した上で，それらがいずれ自然消滅することを狙って
いた。この法令の根拠となっていたのは「チナの宗教，信仰，慣習に関する大統領指示 ���年第
��号」 Instruksi Presiden No.�	/���� tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-istiadat Cina であった
が，ワヒド大統領の時代に，従来の対華人政策の大幅見直しと人権への配慮を旨とする「大統領指
示 ���年第 ��号の撤廃に関する大統領令 ����年第 号」 Keputusan Presiden No.�/���� tentang 

Pencabutan Inpres No.�	/���� が出されたのに伴い，前記内務大臣指示自体も効力を失った。ワ
ヒド政権によるこの華人文化抑圧の法令撤廃は，中国正月の祝日化への方向付け，そして大統領自
ら「自分には華人の血が入っている」と宣言したことと並び，華人たちから大いに評価された極め
て意義深く画期的な出来事であった。メガワティ政権になった ����年に中国正月が国民の祝日に
昇格するに至り，華人文化開放の方向性は疑いようのないものとなった。

���  華人に対する制度的抑圧が急になくなったポスト・スハルト期の多幸症 euphoria 気味とも言
える状況を指して，インドネシア語でもしばしば“eforia”と表現される。

���  ����年 	月のスマラン三保公廟の祭 鄭和祭 では，数十年ぶりに行列が一般道を練り歩いた。
また ����年 �月のルンバン慈惠宮の大祭でも，媽祖像が神輿に乗って町中を練り歩き大いに盛り
上がったが，こうした大っぴらな寺院の祭りのあり方はスハルト期には考えられないことであった。

���  大規模な改修・増築工事以外でも，例えばルンバンの寺院では，「景徳鎮製」と書かれた身の丈ほ
どもある巨大な壺が祭壇入り口脇に置かれたり，はたまた歓談用のテーブルと椅子のセット，中国
風の電飾パネルが寺院に持ち込まれるなど，色々細々とした備品・装飾品がどんどん新たに付け加
えられてもいる。

写真❺―新造されたルンバン福徳廟の正門と

外塀 ����年 �月，筆者撮影 。屋
根の上には「痩せた虎」の像が向か

い合って睨みをきかせている。左手

前に見えるのは，ゴーWSが持ち
込んだ歓談用のテーブルと椅子の

セット。
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た。事実，例えば上で挙げたルンバン福徳廟
の工事について見ても，日本円で ���万円を
下らない正門の建築費全額を出したのはあの
ゴーWSであり，またその正門に連なる外
壁の新造工事を一手に請け負ったのは，もう
ひとりのパトロン，リー TBであった。当然
これら施設工事に当たっては，その配色やデ
ザイン，そして請負業者の選定に至るまで，
各々パトロンたちの意向がこと細かに反映さ
れることになる。だがそうして出来上がった
施設に対しては，やはりと言うべきか，表立っ
てではないものの批判の声が少なからず聞か
れる。
例えばラセム慈安宮の外壁は ����年，薄
桃色を基調とするペンキで全面的に塗り直さ
れたのだが，元々壁面に書かれていた漢字は，
無配慮からか「まるでヘビのような kayak 
ular 」読み取り不可能な線を残すのみと
なってしまった。また，ラセム保安廟に新築
されたコンクリート製の正門に作り込まれた
扁額は，あろうことか文字の配列が左右逆で
あり，「執行部は一体何をやってるんだ，ア
メリカの研究者や中国からお客が来ても，恥
ずかしくて案内できないではないか」などと
嘆く声すら耳にされた��� 。
ルンバン福徳廟の正門についても同様であ
る。昼どきよくこの寺院を訪れておしゃべり
に興ずるような人々は，出資者であるゴー
WSやリーTBらがその場に居合わせた時は，
「立派な門だ，素晴らしい」と異口同音に褒
めそやしているが，当人たちがいなくなった
途端に，「てっぺんの虎の像が痩せていて醜
くないか？」などと辛辣な意見を述べ始める

のだ��� 。

�.�. パトロンをめぐる葛藤
インドネシアではさほど珍しいとも言えな
い中途半端な仕事の数々に対するこの手の批
判は，列挙すればきりがないのだが，しかし
ながらそこには寺院管理をめぐる本質的なも
のも見え隠れしているようである。
そこで今しばらく脱線して，もうひとつだ
け違った例を見てみよう。
ルンバン慈惠宮の建物入り口両脇の壁面
には，『三国志 Sam Kok 』と『薛仁貴 Sie 

Djien Koei 』を題材にした絵が描かれている
のだが，����年にこれらが全て新しいもの
に入れ替えられることになった。元々の絵は
�年代，ルンバン在住のひとりの絵師によっ
て直接白壁に描かれたものであったが，年月
が経って一部剥落していたこともあり，新た
にスマランでタイル製の絵を制作させること
になったのだ。
ところがその決定がなされた数日後，今は
故人となったその絵師の古くからの友人で，
毎夕慈惠宮で子供たちに獅子舞の稽古をつけ
ている男性が，間もなく消えてしまうであろ
う壁画を前に，筆者に不満をぶちまけた。曰
く，この絵は自分の友人が描いた見事なもの
で思い入れもあるのに，それが腕前も分から
ないようなスマランの絵師の作品に換えられ
てしまう，しかも誰とは言わないが，お金を
払う特定の人物 oknum tertentu の一存
で，ろくな会議も経ないまま交換が決められ
てしまった，と。さらに彼は続ける�� 。

���  いずれも ����年 ��月 ��日，ラセムの私立小学校 SD Wijayakusuma Lasemで理事ゴーHTをは
じめとする教員たちとの会話による。なお「執行部 pengurus 」とは，ラセムの寺院管理・運営
組織ヤヤサン・トリ・ムルティのそれを指す。

���  確かにこの福徳廟正門は全体に堂々とした立派な造りをしているが，わざわざスラバヤに依頼を出
して書かせたという対聯の文字は，簡体字・繁体字が入り混じる形のいびつなものであり，またそ
の下書きを壁面に転写する際，誤って左右反転させてしまったのではないかと思われる文字 「天」
の字 すらある。

��  ����年 �月 ��日，慈惠宮での会話による。「特定の人物」と彼が仄めかしたのは，明らかにリー
TBのことである。
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　ここ数年で，��人ほどが中国寺院
klenteng からカトリック Katolik に
移ってしまったのも��� ，金を出す人が思う
がままに寺院を操って，組織 organisasi ��	

を蔑ろにしているからだ。出て行ってし
まった人だってそれなりにお金は持って
いるわけで，だから何でも正式な手続き
を経て決めないと，彼らだって納得しない
さ。おかげで今じゃ，中国寺院を支えてい
た人たちのまとまりも，もうガタガタだよ
umatnya klenteng sudah hancur 。

この彼の言葉に端的に表れているのは，華
人コミュニティ内に広く観察されるパトロン
をめぐる人々の葛藤である。ルンバンの町に
せよラセムの町にせよ，そこに暮らす華人た
ちの多くは，皆それぞれが独立して店を構え

ていたり事業を営んだりしており，少なくと
も自活している，つまり自分の足で立ってい
る berdiri sendiri との気概を持っている。
言うなれば，自らが自らの主人なのである
bosnya sendiri ��� 。
このように，理念上は独立した平等な個人
むしろ世帯と言った方が正確かもしれない
から成るとイメージされる華人コミュニティ
ではあるが，現実にはそこには厳然とした財
力の差というものが存在する。この財力の差
は，法の支配 kepastian hukum が未だに
問われているこの国にあっては，しばしば容
易に政治力の差にも結び付く。そして，特に
長年社会的に弱い立場に置かれてきた華人た
ちにとっては，いざという時にはそのような
有力者の庇護をどうしても請わざるを得な
い。ここに，英語そのままに「ボス bos 」

���  彼はこの時，近年カトリックに入信した �世帯について言及した。そのうちのひとつは，ルンバ
ンで一番流行っている金行を経営する世帯であり，そこの女主人 Tuは，���� �	年にルンバンの
寺院管理・運営組織ヤヤサン・ドゥウィ・クマラの筆頭理事を務めるほど中国寺院の活動に熱心で
あった。その Tu当人によれば，彼女は ����年に病気を患って入院していたのだが，ある晩どこ
からともなく神に祈るよう諭す声が聞こえたので，もしこの体が治るならばと熱心に祈ったところ，
それまで動かなかった手が動くようになり，それですぐにカトリックへの入信を決意したのだとい
う。その後教会で教理を勉強する一方，慈惠宮の媽祖のもとへ詣でて，自分が病気になったのは
今まで宗教に入っていなかった belum masuk agama からかと神意を尋ねたところ，pwee-sien
でそうだという答えが出た。そこでさらに洗礼の日取りも媽祖に伺いを立て，�ヵ月後に洗礼を受
けたのだという。彼女の洗礼に続くように，ルンバン町内で彼女と近縁関係にある �世帯も相次
いでカトリックに移っている。ただし今でも彼女は，信仰 kepercayaan と宗教 agama は別
だと割り切って中国寺院に顔を出しているし，ヤヤサン・ドゥウィ・クマラからは理事に就いてく
れるよう声を掛けられている。ちなみに彼女の夫は未だにカトリックに入ることを拒んでおり，彼
女に言わせれば名目上 agama KTP は仏教徒であるが，熱心なわけでもなく事実上無宗教 non-
agama だという ����年 	月 �日および ����年 �月 �日，Tuに対する自宅でのインタビュー
による 。

 　詳しい人数は把握できていないが，ここ数年でルンバンの町だけで ��世帯前後が新たにカトリッ
クに入信し，そこからさらに数世帯が，ベタニ Bethany 教会などのプロテスタントに移ってい
る。彼らは今の中国寺院の運営のあり方について，それが一部の人の好き勝手にされているなどと
批判を口にすることはあっても，自分たちの改宗については，上の例が示すように，「今までの中
国寺院は宗教 agama ではないから」，「神に祈ったら病気が治ったから」，あるいは「夢枕にキ
リストが立ったから」など，当然ながらより正当的と思われる理由で説明する。カトリックと中国
寺院の関係については，津田［���］がインドネシア特有の「宗教／信仰」の概念との関わりで
言及している。

��	  ルンバンの �つの中国寺院 慈惠宮・福徳廟 を管理・運営するヤヤサン・ドゥウィ・クマラを
指す。

���  Benny Subianto［����: �� �］は，極めて印象論的ながら，インドネシア華人は個人主義的性向
を持っていると述べている。また彼は，INTI会長 Eddy Lembongがインタビューの中で孫文の
メタファーを引用し，「華人はお盆の砂のようで 一盤散沙 ，振ると散り散りになる」と語ったこ
とに触れ，こうした見解をみても華人は社会的にまとまろうとする力が極めて低いことが窺える，
と付け加えている。
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と呼ばれるパトロン的存在の生まれる素地が
あるのだ。
ただし，これらパトロンへの依存は，常日
頃から彼らに仕事を宛がってもらったり生
活の面倒を見てもらっているような「子分
anak buah 」でもない限り，それが常態的
なものになることは極力避けられる。またパ
トロンの側でも，財力では明らかに自分たち
より劣るものの，自立しているとの気構えを
持つ人々に対して，頭ごなしに物事を命じた
りして自尊心を傷つけることのないよう，通
常は十分配慮をしているようである。
このように完全なヒエラルキーには帰結す
ることがない華人コミュニティにおいては，
その全体に関わるような事柄を決める場合に
は，やはり平等主義の理想から言っても，全
体会合のような場を設けて合意形成すること
が望ましいとされる。しかし現実には，わず
か数百世帯から成るとはいえ，自分たちです
らしばしば「まとまりがない」と嘆くような
集まりの中で，何らかの統一見解を得ること
は極めて困難であるし，また仮に可能であっ
たとしも時間も労力もかかってしまう。そこ
で多くの場合，実質的な運用能力のあるパト

ロンをはじめとする一部の人々が中心となっ
て，正式な手続きを経ずに話をつけてしまう
ということになる��� 。こうした理想と現実
のギャップ，そしてその緊張の中でパトロン
は立ち回っているのである。

�.�. 中国寺院とパトロン
ルンバンの寺院管理・運営組織ヤヤサン・
ドゥウィ・クマラにしろ，あるいはラセムの
ヤヤサン・トリ・ムルティにしろ，基本的な
構図はこれとさほど変わらない。
中国寺院は全ての人に開かれたものではあ
るが��� ，一般にはその寺院を抱える町に暮
らす華人全体の共有財産であると認識され
る。町ごとにはそれぞれ中国寺院を管理・運
営する組織があり，そこには任期制の理事長
職や会計職などから成る理事会が設けられて
いる。寺院に関するあらゆる決定は，基本的
にはこの理事会の承認を経て下されることに
なっている。
しかし一方で両町の組織の運営は，枢要な
役職も兼ねている少数の大金持ちの財力に依
存するところが大きく��� ，その成り行きと
して，理事会はそれらパトロンの意向を形式

���  PSMTIの会報［Buletin PSMTI No.�� Juli ���� :  �］の読者投稿欄には，どうして華人団体
Organisasi Tionghoa はこうもバラバラに分裂してしまうのかという質問が寄せられている。
これに対して同誌は，会長名で以下のように回答している。「華人社会団体に生じている分裂現象は，
組織というものに対する意識の低さ，それから民主的な意思決定プロセスを無視したり，民主的に
決められた事柄に忠実に従わないことなどに起因している。ただ理解しておかなければならないの
は，皆それぞれが自分の企業ではボス BOS であり，子分 anak buah になったことなどな
いため，どんな組織の中でもボスになりたがる，ということである。これはお分かりになるだろう。」 
何やら煙に巻かれたような感があるが，しかしここには，註 ���で触れた華人の自立心に基づく個
人主義的性向，そしてそれに起因する組織のまとまりのなさと民主的プロセスの軽視傾向など，全
ての特徴が端的に示されているようである。

���  例えばヤヤサン・ドゥウィ・クマラの会則第 章第 �項には，全てのインドネシア国籍者が当組織
の会員となる資格があり，書面で入会の意思を示して入会金を支払えば，それと同時にあらゆる役
職に就くための選挙・被選挙権も与えられるとしている。また外国籍者は，投票権無しの非正規会
員になることができると定められている［Anggaran Dasar Yayasan Dwi Kumala ����］。

���  ジャカルタには，ラセム出身の華人たちが中心となって作る PAWALA Paguyuban Warga 
Lasem; ラセム同郷協会 という組織があり，孤児院やラセムの私立小学校への援助などとともに，
ヤヤサン・トリ・ムルティにも資金を提供し続けている。ただしこの協会で中心となっているのは，
やはりHnと，その友人でマルゴノの祭壇を制作した Ssらである。

 　ルンバンのヤヤサン・ドゥウィ・クマラは，����年の慈惠宮大祭で行なわれた媽祖ゆかりの品々
の競売で，予想をはるかに上回る収益があったこともあり，祭終了の時点で ��億ルピア以上の独
自資金を持っていたという。にもかかわらず，やはりゴーWSやリー TBらパトロンの影響力は
絶大なようで，理事会も彼らの意向を追認する傾向にある。なお，このヤヤサン・ドゥウィ・ ↗
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的に追認するのみになることがしばしばであ
る。また特にルンバンで顕著なようだが，パ
トロンたちは正式な合意形成手続きの煩雑さ
を避け，一部の人との根回しのみで話をつけ
る傾向があり，そのため理事会がもはや形骸
化してしまうという事態も生じている。そし
て，このように成員の平等原則に基づく組織
運営の制度が蔑ろにされ，頭越しに事が運ば
れることに対し，人々は不満を募らせるので
ある。
無論，上で述べたように，パトロンたちとて

こうした批判に無関心なわけでは決してない。
だがそれでもなお，寺院の改修や拡張事業に
は殊更に執着しているようにも見えるのだ。
ここで過去を振り返ってみれば，中国寺院
は信仰篤い帰依者からの献金，あるいは財力
ある者からの寄進を受けて建立され，その後
も時々に応じて改修・増築が繰り返えされて
きた��� 。そうして新しく大きく生まれ変わっ
た寺院は，その町全体の誇りとなったのはも
ちろん，直接的には献納した者，工事を主導
した者の誉れにも繋がっていたことだろう。
スハルト新秩序体制は一時的にこうした慣行
を禁じ，行く行くは中国寺院が廃れていくこ
とを望んだ。この間人々の寺院離れもどんど
ん進んだのだが，しかし今や体制が変わって
上からの抑え付けがなくなり，一切が再び自
由となった。そうした環境の変化の中で，現
在寺院を背負って立っていると自負するパト
ロンたちは，かつての中国寺院の活気を再び
自分たちの手で
4 4 4 4 4 4 4

取り戻そうとの意気込みを持
ち始めている。近年になって次から次へと寺
院に改修・増築プロジェクトが持ち込まれて

いるのには，このような背景があるのだ。
かくして，威信投下のシンボリックな対象
として「再発見」された中国寺院は，町の人
全ての共有財産であるという建前との緊張関
係の中で，それでも現実にはパトロン主導の
もと着々と刷新されていく。そうして変わり
行く寺院の姿を前にある人は，「元の字 huruf 
asli 」，「元の絵 lukisan asli 」，あるいは「本
来の姿 ke-asli-an 」が失われてしまうと嘆
き，批判することだろう��� 。ここで用いら
れている「アスリ asli 」という語は，英語
で言えば“original”，“genuine”，“authentic”
などと概念的に重なるインドネシア語で，そ
の他にも“native”，“indigenous”という意
味を含んでいる��� 。実は華人にとってこの
語は，むしろ後ろに挙げた土着性にまつわる
文脈において，すなわち自分たちを「非アス
リ non-asli 」として否応なく一方の極へ
押しやり否定するような使われ方で，特に耳
に馴染んでいる言葉である。
しかし，こと中国寺院のオリジナリティや
オーセンティシティに関わる文脈では，この
「アスリ」という語もあまり威力を発揮しな
いようである。それは，歴史ある建物でも単
に「古い」としか評価されないような価値観
が支配的なせいもあろうが�� ，そもそも中
国寺院が時代とともに刻々と手を加えられ拡
張・更新されてきた歴史を鑑みれば，自ずと
明らかであろう。つまり中国寺院の在り様は，
帰依者による施設追加による拡大の積み重ね
をひとつの本質としてきたのであって，それ
はでき得る限り「元の形 bentuk asli 」その
ままを維持しようとする文化財保護的な発想

↗ クマラが発足して数年間は年度ごとの会計報告が出されていたが，現在はそれもなく，金銭の使途
が極めて不明瞭だという不満の声が頻繁に聞かれる。

���  ルンバンの両中国寺院の施設拡張過程については［津田 ���: �	 	�］を見よ。
���  Suara Merdeka紙 ���年 �月 ��日付記事“Ketika Warga Tionghoa Menemukan Jati Dirinya”

には，華人文化に関するセミナー出席者の発言として，スマランの三保公廟は今や大改修の結果
“keaslian”がすっかり消え去ってしまったとの評が紹介されている。

���  Echols & Hassan［����: ��］の“asli”の項参照。併せて註 ��を見よ。
��  インドネシアにおいて歴史的建造物がさほど評価されていないことは，Candra Nayaの保存をめ

ぐって出された議論 註 ��を見よ を通じても窺える。
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とは，やや趣を異にしているようなのである。
もちろんだからと言って，人々の間に中国
寺院に歴史的価値を見出そうとする視点が欠
けているというわけではない。特にルンバン
慈惠宮・ラセム慈安宮については，百数十年
前にわざわざ中国から職人を招いて建てさせ
たジャワでも随一の美しさを持つものだとし
て，両町の人々が並々ならぬ誇りを抱いてい
るくらいなのだから��� 。それでもなお，寺院
主陣主要部や柱・梁の彫刻など誰もが文化財
的価値があると認める部分の周辺においては，
パトロンたちを中心に上層部だけの話し合い
によって次々と新しい工事が進められて行く。
何となれば，今現在これら寺院を背負って立っ
ていると自負しているのは彼らなのだから。
これに対して町内の人々が，共有財産に関
わる事項で合意形成手続き上の不備がある
と，愚痴を言うだけではなく正面きって問題
にでもすれば，批判としてまだ迫力もあるの
だろうが もちろんそんな勇気があればの話
だが ，新たに完成されていく追加物をただ
ただ指をくわえて眺めつつ，それが美的に好
ましいかどうかの議論は別にして，いくら
「アスリ」の概念を持ち出して批判したとこ
ろで，それは力なく虚しく響くだけだろう。
まして，町外の部外者がとやかく言う余地な
どはないのだ。たとえそれが文化財行政を司
る国であろうと，あるいはありがたくもイン
ドネシア全華人の地位向上を真剣に考えてく
れている全国組織の華人団体であろうと。
さて，話が大分迂回したが，結局ジャカル
タから持ち込まれた陳黄弐先生国家英雄化に
向けての協力要請に対し，ラセムの中国寺院
管理・運営組織ヤヤサン・トリ・ムルティは
政治情勢が落ち着くまではペンディングにと

回答したのだが，それ以外にもうひとつ根源
的な理由，すなわち寺院管理をめぐる問題が
あったことがこれで理解できただろう。要
は，誰がその町の中国寺院を盛り立てていく
のか，主導権に関わる話なのである。
ラセムでの会議の数日後，同じく陳黄弐
先生像を抱えるルンバンのヤヤサン・ドゥ
ウィ・クマラでも，役員会の席でこのジャカ
ルタの提案が検討され，全く同様の結論を得
た。ルンバンの寺院で最大の出資者として陰
に陽に手腕を振るい，ラセムでは監督評議会
の一員でもあるゴーWSは，両方の組織の
会議に出席したのだが，彼はなぜ両町がジャ
カルタの誘いを断ったのかについて，以下の
ごとく極めて明快に答えた��	 。

　陳黄弐先生を英雄にするのは一向に構わ
ない。でもこの動きは政府主導で行なわれ
ていて，裏には政治が関わっている。それ
に �人が国家英雄ともなれば，自動的に
中国寺院は文化財となってしまうだろう。
そうすると改修も増築も思うように出来な
くなることだってあり得る。とにかく中国
寺院が国家資産 aset negara になるの
だけは御免だ。

�. 人々の無関心と「アシン」の感覚

さて，ラセムで地元の協力を求めながらも
事実上申し出を拒否された Flは，「一体我々
はどこの政党に持って行かれるのか」など
と逆に敵意すら示されたことを含めて，エ
ディー・サデリに報告を行なった。この報せ
に驚いたエディーは，ルンバンのテーHG
に電話をし，ラセムの人々は考えがおかしい

���  ����年にルンバン慈惠宮では，主陣の建物内部の天井や壁面にこびりついた線香・蝋燭の煤汚れ
を取り除く作業を久しぶりに行なった。その際初めは洗剤を使用していたが，これでは壁面や欄間
に描かれている建立当時の「元の絵 lukisan asli 」が消えてしまうとして，水だけで丁寧に洗い
落とすことにしたという。また主陣正面の扉を磨いていたところ，緑色に着色された格子部分の下
から赤い塗装が出てきたため，既に古くなっていた緑色の上から「元の色 warna asli 」である
赤色を上塗りしたとのことである ����年 	月 日，慈惠宮の寺院守Lnへのインタビューによる 。

��	  ����年 �月 ��日，福徳廟でのゴーWSへのインタビューによる。
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のではないか pikirannya aneh と，理解
に苦しんだ様子を示したという��� 。
その後 ����年 ��月，ジャワのイスラー

ム教と華人との歴史的関係を論じた本が出版
された。同書は INTIのバックアップを受け
たもので，『ラセム史話』についても簡単に
触れられていたのだが，その中で陳黄弐先生
のうちタン・ケー・ウィーを悪し様に言うよ
うな記述が一部見られた��� 。これを手にし
たエディー・サデリはすぐさま，一体これは
何としたことかとテーHGにわざわざ手紙
をしたためて見解を求めてもいる。テーHG
の方はと言えば，やはり陳黄弐先生とマルゴ
ノのことをもっと世間に知ってもらう必要が
あるだろうとして，この頃新聞に投稿するた
めの記事原稿を執筆し始めている��� 。
このように，エディー・サデリはまだしば
らくは陳黄弐先生にもこだわりを見せていた
のだが，やがていくらラセムなど地元に協力
を呼びかけてみても，全て自分たちで勝手に
やりたいようにやっていると落胆し，ついに
同年暮れ頃にはテーHGに電話をし，今までの
協力に対しひと通り謝意を示した上で，この
陳黄弐先生を国家英雄にするプロジェクトか
ら完全に手を引くことにしたと述べ伝える��� 。
かくして，ジャカルタの華人団体からルン
バンおよびラセム地域に持ち込まれた華人国
家英雄推戴プロジェクトは，華人文化開放と

いう同じ機運によって生じた地元の動きと一
部重なり合いを見せたものの，結局は平行線
を辿ったままうやむやのうちに立ち消えに
なってしまった。本稿ではその過程を主に
ローカルな場に力点を置いて見てきたわけだ
が，ここで興味深いのは，これだけ陳黄弐先
生が中央から大きく注目されながら，地元の
多くの人々は驚くほど無関心であったという
ことである。
そこには，この手の話は所詮一部の人たち
で進められるのだろうから首を突っ込んでも
仕方がないという，例のヒエラルキーの現実
から来るニヒリズムにも似た思いが一部手
伝っていたのかもしれない。だがそれ以前に
恐らく彼らの多くにとっては，長年自分たち
の町の中国寺院にありながらさほど重要とも
思われてこなかったローカルな英雄神が，あ
る日突然インドネシアの全華人を代表する国
家英雄の候補になり得るというナショナルな
価値を見出されたことに，いまひとつピンと
こなかったのではなかろうか。
前に筆者は，ラセムの華人の多くが陳黄弐
先生国家英雄化プロジェクトに対して抱いて
いた心境として，この企図に乗っかることで
自分たちが政治的に突出し，インドネシアの
全華人の代表に仕立て上げられてしまうので
はないかという，政治化されることへの恐れ
を伴った違和感の存在を指摘した。そしてこ

���  ����年 �月 ��日および ����年 �月 ��日，テーHGへの自宅でのインタビューによる。
���  ここで問題になったのは，Sumanto［����: ���］の次の記述である。「ウィ・イン・キァット Ui 

Ing Kiat は，オランダと結託した華人ギャング preman であるタン・ケー・ウィー Tan Ke 
Wi を打ち破った功績からも，地元では英雄と見なされている。」 ここでタン・ケー・ウィーに冠
せられている“preman”という語は，「ならず者」のようなニュアンスを持つ日常よく耳にする語
である。エディー・サデリはこの一節が『ラセム史話』の記述に反し事実誤認も甚だしいとして，
テーHGへの手紙の中に引用して見解を求めている。

���  A�サイズよりやや縦長の用紙 F� にタイプ打ちで ��ページにわたるこの原稿の中で，テー
HGは自身の肩書きとして「����年ルンバン県歴史遺産セミナー委員」を名乗っている。原稿完
成後にテーHGは慈惠宮の陳黄弐先生像の前で，この原稿を実際に投稿して公にすべきかどうか
お伺いを立てたが，許可が下りなかったとして，像の前で原稿を燃やしてしまった。なお筆者は原
稿焼却前に，テーHG自身から当該原稿のコピーを譲り受けている。

���  ����年 �月 ��日，テーHGへの自宅でのインタビューによる。テーHGはこの時エディー・サ
デリに対し，ラセムにはHnや Ssが主導する PAWALAという組織があって独自に動いているだ
ろうし 註 ���を見よ ，そもそも他と協力したがらないのはラセムの人の性質なので仕方がない
とコメントしたという。
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れに加えてもうひとつの違和感，すなわち，
外部から指摘され評価された華人性のシンボ
ルやその価値に対して，それへの馴染みのな
さから来る戸惑いとでも言えるような感覚を
彼らは抱いていた，ということが指摘できる
だろう。
こうした外から宛がわれる華人性に対する
違和感ということで言えば，何も陳黄弐先生
の事例に限ったことではない。
近年の華人文化開放の流れの中で，人々は
目に見える形で「華人らしさ」を表出するこ
とが可能となったし，そうしたものを回復し
ようという機運も確実に高まっている。昨今
ではルンバンのような田舎町においてすら，
春節には真っ赤な衣装でおめかしした人々が
一堂に会し，派手で豪勢なパーティーを開く
ようになっているくらいなのだ��� 。
だが概して，そのような折に選び取られる
指標的な華人文化というのは，今や相当年配
の教育ある人でなければ読めない漢字であっ
たり，昨今は事あるごとに演じられ見飽きた
感もある龍・獅子舞であったり，あるいはい
かにも紋切り型

4 4 4 4

のチャイナドレスと中国伝統
音楽であったりと，どことなく取って付けた
ようなものとの印象を受けてしまう。もちろ

んこれは，フィールドにどっぷり浸かって
すっかり研究対象である「彼ら」と感覚を共
有していると思い込んでしまった調査者の行
き過ぎた推断かもしれないし，またそもそも，
彼らにとっての「本来

4 4

あるべき華人文化」と
はどんなものか，まがい物でも借り物でもな
い「本当の

4 4 4

華人文化」 あるいは「アスリな
文化」とでも呼び得るもの とは何なのかと
いうことに関して，少なくとも筆者は決め付
けることはできないと思っているし，またそ
うするつもりも毛頭ない。
近年スラバヤやスマランなどの大都市で
は，チャイナタウンの一角を全て赤い提灯で
飾り付け，夜にはずらっと屋台が並ぶ歩行者
天国になるというような観光名所ができてい
る。これも穿った見方をすればある意味紋切

4 4

り型
4 4

なものかもしれない。ただ，そうした場
所を訪れたある華人高校生が，「何か知らな
いけど雰囲気いいね，好きだな，本当に中国
みたい！」と感想を述べたのは，筆者にとっ
て印象的だった��� 。
大方の華人，特に若い世代にとっては，生
まれてこの方オープンな形で大々的に表出さ
れる「華人文化」というものに実際接する機
会はほとんどなかったと言ってよい。「父祖

���  ����年 �月 ��日，リー TBが中心となってルンバンの華人コミュニティ masyarakat Tionghoa 
di Rembang で春節を祝うための会費制パーティーを企画した。福徳廟脇の体育館に ��人掛け
の丸テーブルが ��セット用意され，そのうち �つのテーブルには県知事ら高官が無料で招かれ，
満員の場内をステージ上から歌手が盛り上げた。なおルンバンでは数年来，春節にはヤヤサン・ドゥ
ウィ・クマラが慈惠宮境内でオープン・パーティーを主催するようになっており，����年にはダ
ンサーや中国音楽を演奏する楽団を招いての賑やかなお祭となった。しかし ����年には，「伝統」
になりかけていたこの慈惠宮の春節祭は礼拝程度の簡素なものに成り下がり，同時刻に福徳廟で開
かれた高額チケット �人 �万ルピア を買った者のみが参加できるパーティーに完全に譲ってし
まった。リー TBはヤヤサン・ドゥウィ・クマラでも役員を務めていたことから，一部の人は，寺
院関係者 oknum klenteng が主導してより開かれた慈惠宮の行事を潰してしまったことに不満
を漏らした。このように，自分たち主導でコミュニティのために新しく物事を始めようとするパト
ロンとその取り巻きの動きに対しては，必ずと言って良いほど不満の声が出てくる。だがそうした
反発にも関わらず，大概の事は順調でないにしても進んでしまうようである。

���  ����年 	月 �日，スラバヤの歩行者天国Kia Kiaを訪れた際のルンバン出身の女子高校生の反応。
なおこの観光スポットは，華人文化奨励と移動屋台 kaki lima 保護を目的に，����年 �月に
スラバヤ市政府の肝いりで始まったもので，屋根に竜の這う牌楼間に挟まれた ��� mほどの通り
一面に赤い提灯が灯され，一般車両通行止めとなる夕方から夜にかけて ���店ほどの屋台が出る。
数年経って開業当初の賑わいはなくなったものの，「華人街」のモデルとして依然インドネシア各
地の自治体から視察が訪れているという 『じゃかるた新聞』���年 �月 �	日付記事「商業の町
に息づく中華街「キヤキヤ」」を参照 。
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の地に由来するチナの宗教・信仰・慣習」���

は，人目に触れないよう家庭内で実践される
場合に限って許されていたからだ。しかも，
そうしたものが社会的に大っぴらに誇るべき
ものでないとされたのはもちろん，華人の側
からすらも，いつまでもそのような「伝統」
にしがみつくのは古臭い

4 4 4

ことだとしばしば考
えられていた�� 。

��年以上にわたる抑圧的な状況がようや
く改善に向かい，現在人々はその間に失われ
てしまった空白を埋め戻そうとしている。だ
が中国語すら既にしゃべれない世代が大半を
占める中にあって，冒頭で述べたようなルネ
サンス的状況を謳歌すべく表出される華人文
化なるものは，どうしても上述のように手頃
にパッケージ化されたものとならざるを得な
いだろうし，またそうして差し当たり導入さ
れたものは，かの高校生がいみじくも述べた
ように，人々に対し目下のところ「よく分か
らないが，とりあえずそれっぽくて良い」と

いった程度の表面的な感覚しか引き起こして
いないのかもしれない��� 。
もっとも，仮にそうだとしてもこれはあく
までも過渡期的現象というべきものであっ
て，最近の中国語ブーム，あるいはもはや華
人の枠を超えて根付きつつある龍・獅子舞の
隆盛��	 ，そして兎にも角にも今日華人文化
が積極的に摂取されようとしている方向性を
鑑みるならば，いずれは人々のそれら馴染み
のない指標的要素に対する受け止め方も大分
様変わりするのではと推測される��� 。
しかしながら，筆者が調査した時点では，
体制転換からまだ �年ほどしか経っておら
ず，いつまでたっても落ち着きを見せない政
治・経済状況同様，今まで華人とされてきた
人々が突如復興され始めた華人文化の内実に
対して抱く印象というのもまた，未だ安定せ
ざるものがあったのは間違いなかろう。そし
てその人々の抱く華人文化に対する微妙な
感覚というのは，新しく付け加えられ上塗

���  「大統領指示 ���年第 ��号」の中の文言，“[…  ] agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di 
Indonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya […  ]”を踏まえている。

��  例えば，教会から中国寺院に回帰した Flに対する“gila”だとの周囲の反応の例を思い起こそう 註
��を見よ 。

 　カトリックの地区長を務める華人中年女性は ����年の春節の前日に，この日に家を掃除すると
福 rezeki が去ってしまうから，うちの父親みたいに古い

4 4

kuno 世代は前の晩は一切掃除し
ないのだよ，と言いながら家を掃き清めていた。

 　旧暦六月十五日にはもち米団子を生姜汁に浮かべた rondeと呼ばれる軽食を作る慣わしがある。
����年 �月 ��日にたまたま筆者は，自他共に認めるトトッ Totok の家が経営するコピー屋
を訪れたのだが，経営者の妻は店の奥から自家製の rondeを持ってきて，「教会に通う人 orang 
gereja はもうこんなことしないのだけど，ほら，うちは古い

4 4

kuno からね」と笑いながら筆
者に饗した。このように，特定の華人文化はしばしば，やがては廃れ行く古い

4 4

ものと認識されている。
���  もちろんそれ以外に，ついこの前までの抑圧的な体制下では考えられなかったパフォーマンスが今

や許される，という驚きに近い感動も見逃せないのであるが。Suryadinata［����: ���］は，プラ
ナカン華人の間で中国語が失われ，文化的にもインドネシアと西洋双方の影響を受け，さらに多く
がキリスト教を奉じる中，特に華人学校で学ぶ機会がなくインドネシア的思考を身につけて育った
若い世代にとっては，華人文化が馴染みのない alien ものになっていると指摘している。

��	  現在獅子舞は，州レベルや国レベルでコンテストが組織されており，演技者にはプリブミの姿が目
立つ。ルンバンにはGaruda Mas，Naga Masという �つの龍・獅子舞団があったが，����年 �
月 ��日 元宵節 をもって両者は Dwi Mustika 双宝龍獅団 として �つに統合され，ヤヤサン・
ドゥウィ・クマラの下部組織となった。演技者のほとんどはやはりプリブミ ジャワ人 の子供た
ちであり，彼らは「かっこいい keren 」，「規律 disiplin を学べる」などの理由で参加している。

���  筆者はかつて，インドネシアにおいて華人性なるものが歴史的に彼らの外部から押し付けられてき
た点を強調したが［津田 ����］，華人性，あるいは華人文化に関して今現在起こっていることは，
たとえその内容にまだ馴染みがないとはいえ，華人自らが積極的に「自文化」を摂取しようとして
いる全体的な方向性があるという点で，特にスハルト体制期のネガティヴに宛がわれた華人性とは
構図が大きく異なっている。
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りされていく中国寺院に「アスリ」なもの
を感じないのと似て，「何となく馴染みがな
い」，あるいは「恐らくは自分のものなのだ
ろうが，まだ完全に自分のものとも思えな
い」という，一言で言えばどことなく「アシ
ン asing 」なものだったのではなかろうか。
「アシン」という語は辞書的には，英語の
“strange”，“foreign”，“alien”など馴染み
のなさや異質性，あるいは“odd”と訳さ
れるであろう不自然さ，さらには“remote”
や“isolate”など対象との距離感・隔絶性
を示すような意味を概念的に含んでいる��� 。
たとえばよく目にする形として，「人」を表
す“orang”にこの語を修飾させれば「外人
orang asing 」の意となるし，オランダ時
代に華人をヨーロッパ人・原住民から区別す
るために用いられていた奇妙な分類名称「外
来東洋人 Timur Asing 」にも，この語は
使われていた。また，前に示した「中国寺院
の整序に関する内務大臣指示」の中で，「イ
ンドネシアの個性」に合わぬので排除される
べきとして示されていたのも，「外国の文化
システム tata budaya asing 」なるもので
あった��� 。このように，土着性の文脈では「ア
シン」は概念上「アスリ」と対立し，華人は
外来者として常に「アシン」な存在と位置付
けられてきた��� 。

陳黄弐先生の国家英雄化プロジェクトが動
き出そうとしたとき，ラセムやルンバンの
人々が示した反応というのも，この何か異質

4 4

でよそに属している
4 4 4 4 4 4 4 4

ものを見るような感覚，
すなわち「アシン」なものに接する時の違和
感であった。それは彼らが，「そのことなら
Hnおじさんに聞きな」などと，例のパトロ
ン・ヒエラルキーの現状を託

かこ

つような言明を
するのと並んで，「あぁ，それはジャカルタ
の人 orang Jakarta がやっていることだ
ろう？」などと，我が事でないようにそっけ
ないそぶりを頻繁に見せたことからも窺えよ
う。彼らは，ここでもやはり上の方だけで勝
手に事が決められていくという，あのプロセ
スから疎外されている

4 4 4 4 4 4 4

di-asing-kan との
思いを新たにしたのもさることながら，陳黄
弐先生にインドネシアの全華人のシンボルと
なるような価値があるという発想それ自体
に，どうしても馴染みのない

4 4 4 4 4 4

asing もの
を感じざるを得なかったのである��� 。
そしてまた重要なことに，そもそもそのよ
うなプロジェクトを持ち込んだのも，同じ華
人でありながら「ジャカルタの人」などと
いった具合に，どこか自分たちとは異なるよ

4

そ者
4 4

orang asing と認識されてしまうの
である��� 。

���  Echols & Hassan［����: ��］の“asing”の項参照。
���  註 ���を見よ。
���  外国籍者を一般に“WNA＝Warga Negara Asing”というのに対して，インドネシア国籍者は
“WNI＝Warga Negara Indonesia”と呼ばれる。����年憲法第 �条第 �項によれば，インドネ
シア国籍者は「固有の 本来の・生来の・生粋の インドネシア民族 bangsa Indonesia asli 」と，
法令で定められた「その他の民族 bangsa lain 」の諸個人から成ると規定されているが，“WNI”
と言うだけでしばしばインドネシア国籍取得済みの華人 ＝WNI keterunan Cina を意味するこ
とからも明らかなように，華人は自動的にインドネシア国籍者となれる「アスリ」な「インドネシ
ア民族」ではなく，そもそも属性として「アシン」な「その他の民族」であることが前提とされて
いる。この“WNI”という無機質な法律用語が使用されるたびに，理念上華人の国民としての地
位は極めてテクニカルなものであると再確認されるのだ。

���  ����年 �月 �日の昼時，筆者はいつものように福徳廟でおしゃべりをしていたが，話題が陳黄弐
先生の件に及ぶや，居合わせた初老の華人男性 註 �	と同一人物 は以下のように語った。「国家
英雄にするだって？ あぁ，そりゃジャカルタの人さ。どう言えばいいのかな…，何か馴染まない
んだよな，そんな考え，田舎もん［＝自分たちルンバンの人］にはさ，はは…。 Mau dijadikan 
Pahlawan Nasional? Wah, orang Jakarta tuh. Gimana ya…  , terasa asing gitu loh, pikiran seperti 
itu bagi orang desa, ha ha…  」

���  実際に LPPMTIによりルンバン・ラセムに派遣された Flは，ルンバン出身で少年時代まで ↗
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	. むすび

本稿で見てきた陳黄弐先生国家英雄化プロ
ジェクトとは，端的に言って，スハルト体制
崩壊後華人に対する締め付けが弱まり，比較
的自由な雰囲気が生じつつある中で，従来彼
らに向けられてきた差別・抑圧を打破しよう
という明確な政治的意図の下，インドネシア
の全華人の大同団結を謳い，ひとつの集団
＝スク として「インドネシア民族の一員」
としての確固たる地位を模索していこうとす
る象徴的運動であった。
ここで焦点となった陳黄弐先生について
は，従来その事績に関する伝承が地元でいく
つものヴァージョンで，しかも大抵はあやふ
やなまま記憶されていた。だが，口承で伝わっ
ていたそれらいくつもの物語は，それなりに
出所が明らかな『ラセム史話』という文字で
書かれた史料が出現し，さらにはそれが発言
力のあるローカル・中央双方の人物・団体の
手を経て権威付けられることにより，ひとつ
の「歴史」に回収されていった。
そうして出来上がった陳黄弐先生像は，華
人国家英雄の候補としてはまさにうってつけ
のものであった。というのも，そもそも両人
物には「華人対プリブミ」，「華人対ムスリム」
という今なお頻繁に語られる二分法を乗り越
える資源が備わっていたのだ。この点は，当
初国家英雄への推戴の有力候補に挙がってい
た鄭和とて同じであり，あくまでそれは両項
の架け橋としての役割に留まり，華人性の主
張によってこれらの対立軸を大きく踏み越
え，反対側の項の地位を脅かしたりするほど

先鋭なものではない��� 。
そしてこれまた鄭和についても言えること
だが，華人代表として祀り上げられようとし
た人物がもはや遠い過去の半ば伝説と化した
人物であったということも見逃せない。ナ
ショナリズムの時代以来，華人内部は様々な
政治潮流に分裂し，時にはプリブミと敵対関
係にもなった。そうした中でいわゆる現代史
に属する人物，例えばインドネシアへの貢献
著しいとして多くの雑誌に紹介されていた
ジョン・リーなどを華人国家英雄に仕立て上
げても，それは従来の支配的言説からすれば，
所詮大部分の「愛国的でなかった華人」の中
の数少ない「例外」としか見なされないかも
しれない。一方，陳黄弐先生など遠く近代以
前にまで遡れば，そうした議論の余地ある現
代政治と直結する恐れのない，完全なる過去
として対象化できるばかりか，多様な政治潮
流を捨象して「一枚岩の華人」を想像して語
ることもでき，さらにはオランダというもは
や直接の脅威ではないがインドネシアにとっ
て理念上永遠の「他者」とも言うべき媒介項
を経ることで，「華人とプリブミ ジャワ人
の共生の時代」などといった世界を描き出す
ことも可能なのだ�� 。このように陳黄弐先
生は，掘り起こし可能な今日的価値を潜在的
に持っていたのみならず，現代とのあらゆる
しがらみから自由な，そしてインドネシア全
華人のルーツとして負託可能な，伝説的に遠
い父祖の時代の誇るべき，しかし無毒な「歴
史」にまつわっていたのである��� 。
こうしてジャカルタの華人団体の呼び掛け
によって開始されたこの国家英雄化プロジェ

↗ を同地で過ごしたにも関わらずである。
���  これは例えば，ジャワにイスラームを伝えた九聖人 Walisongo のほとんどが実は華人であった

などと声高に唱え，それを華人国家英雄として推戴する時に予想される甚大なる影響を考えてみれ
ば明らかであろう。

��  オランダ入植以前には華人とプリブミは何の問題もなく交じり合い共生していたのだ，と強調する
議論は非常に多いが，『ラセム史話』にもそれはしっかりと記されていた 註 ��を見よ 。

���  言うまでもなくこれは，遠い過去に各地方を治めていた王族が，スハルト期になって相次いで国家
英雄に認定されていく際の論理と重なっている。インドネシアに散らばる全ての華人のルーツとな
るためには，系図も明らかでないほどの過去へと歴史を遡れれば遡れるだけ良いのだ。
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クトは，インドネシアの全華人を取り結ぶ
「同朋意識」に訴えかけるものであった。そ
れは，陳黄弐先生を称えるという基本的姿勢
で地元の意向と何ら相容れぬところはなく，
またその方向性も時流に乗っているように思
われた。しかしながら本稿を通じて見たよう
に，ルンバン・ラセム両町の華人たちは結局
その申し出を受け入れることはなかった。そ
れは一言で言えば，全華人の団結を呼び起こ
す「同朋意識」などといったものに対する違
和感が存在していたからである。
レヴィ＝ストロースはかつて，人類学が社
会科学へ行ない得る最も重要な貢献は，「真
正な社会」と「非真正な社会」という社会の
二つの様相の根本的な区別を導入したこと
にあるだろうと述べた［レヴィ＝ストロー
ス ����: ���］。これを踏まえて小田［����: 
���］は，ここで言う真正な社会とは顔の見
える関係でつながる小規模な社会であり，非
真正な社会とは近代になって出現した間接的
コミュニケーション 書物，写真，新聞，ラ
ジオ，テレビなど によってのみ結ばれる大
規模な社会である，そしてそのような顔の見
える具体的な関係の連鎖の中にある小規模な
社会と，ネーションやエスニック・グループ
のように法や貨幣やメディアに媒介された間
接的コミュニケーションによってのみ結ばれ
る大規模な社会との間には，経験の質に違い
があると説明する。小田はさらに，この二
つの社会のあり方の違いを B. アンダーソン
［����］の「想像される共同体」における想
像のスタイルの違いに読み替え，真正な社会
のレベルでは，顔の見える関係からの想像に
よって，そこでの経験は感性的なものや独自
の固有性を失わず具体的なまま共有され得る
のに対し，非真正とされる後者，例えばネー
ションなどにおいては，未知の人同士を同じ

集団として結び付ける絆は具体的関係性の連
鎖に基づくものではなく，個と明確に境界付
けられた全体とが無媒介に結び付けられると
いう想像のスタイルをとっている，したがっ
てそこで共有される経験というのも均質で空
虚な性質を持つ抽象的なものになると指摘す
る［小田 ����: ��	 ���］。
インドネシア全土に散らばる華人たちは，
社会的に「華人であるか否か」があらゆる局
面で意味を持つ中にあって，政府が音頭を取
る「同化」の掛け声とは裏腹に，いつまで
たっても変わらず華人であることを意識させ
られ続けてきたと言ってよい。一方で ��年
の長きにわたる新秩序体制のもとでは，華人
の連帯を謳ったり，華人としての価値を誇る
べく打ち出すようなことは厳しく抑えられて
きた。この間彼らをひとつの集団として繋
ぎとめておくものがあったとすれば，それは
「同朋意識」などといった積極的なものでは
なく，極論すれば彼らに向けられるネガティ
ヴな言説，そして差別的待遇を受ける「二級
市民 warga kelas dua 」としての共通経験
のみだったとも言えよう。華人国家英雄プロ
ジェクトというのはある意味，そうした外部
から付与されるマイナスの価値のみによって
支えられてきた集団意識に，新たにプラスの
内実を注ぎ込んで活性化させようとする試み
でもあった。
こうしたナショナルな広がりをもってイ
メージされる華人像とは別に，今視点をもっ
とローカルな場へと落とし込んでみると，ル
ンバンやラセムの町にもそれぞれ数百世帯ず
つの華人人口が存在する。インドネシアの中
小都市に典型的に観察されるように，彼らは
町の中心部のごく狭い範囲に寄り添うように
集住している��	 。そんな彼らの間には，数
世代にわたって網の目のように張り巡らされ

��	  このような地理的配置のパターンは，オランダ植民地期に都市中心部に華人居住地が設定され
ていたことに加え，スカルノ期に出された「大統領規則 ����年第 ��号 Peraturan Presiden 
No.��/���� 」により村落部での外国籍民の経済活動が禁止されたのに伴い，華人の都市集住が加
速されたことなどによってもたらされたものと考えられる。
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た親族関係が存在し，また仕事や教会・寺院
の関係から近所付き合いに至るまで，フォー
マル／インフォーマルの別を問わず日頃から
様々な具体的関係が取り結ばれている。この
ように始終顔を突き合わせながら営まれる彼
らの日常生活の合間を，次から次へとゴシッ
プが湧いては駆け巡っていき，そのことに
よって彼らは一層お互いに「顔の見える」関
係性で結び付けられている。
もちろん彼らの交友関係は華人同士，ある
いは狭い町内の枠を越え出て広がっている。
また，そもそも地方小都市における彼らの生
活を「真正さ」という言葉でもって本質主義
的に捉え，ロマンティックな眼差しで美化し
ようというのでもない。ただ現実として，上
記のように目に見える地理的・社会的布置関
係のもと，「ルンバンの華人コミュニティ」
や「ラセムの華人コミュニティ」といったま
とまりは，人々に極めて自然に意識されるば
かりか，濃密な日常的付き合いという内実に
支えられて，かなりの実感を伴っているとい
うことは確かである��� 。実際彼ら自身，し
ばしばジャカルタやメダン Medan など
遠い別の街の華人コミュニティを引き合いに
出しては，自分の町のコミュニティを殊更に

意識的に区別して語ろうとする。いや，時に
はお互いわずか �� kmしか離れていないル
ンバンとラセムの町の華人同士ですら，互い
に自分たちとは何かが違うと想像・表象し合
うこともあるのだ��� 。
ここからも分かるように，ローカルな場
で日々現れ出て具体的に経験される華人で
あることと，例えば「インドネシア全華人
の同朋意識」などといったものとは，明らか
に生活実感の点において，すなわち「真正さ
のレベル niveaux d’authenticité 」におい
て異なる。とりわけ後者は，スハルト体制下
では長年にわたり否定され続けてきたがゆ
え，ある日突然そのような紐帯を声高に主張
せよと言われてみても一瞬ためらわざるを得
ないし��� ，そうした違和感をはねのけてま
で積極的に打ち出していくほどの実感にも乏
しい この違和感は，突然価値あるものと採
り上げられた文化的シンボルに対して抱かれ
た感覚でもある 。そんな急に降って沸いた
ような比較的抽象的な集団意識に基づく政治
的プロジェクトに乗っかることは，日々の生
活からは一段跳躍を必要とする冒険的な営為
であり，何よりも不安を誘う。そこで，社会
的開放感から同じ華人性の表明を始めるにし

���  このようなまとまりの意識は，必ずしも町の華人コミュニティが常に一枚岩であることを保証する
ものではない。日頃はむしろお互い顔が見えすぎているため，何か全体で意見集約を図るにしても，
その都度あまりに豊かな個々人の思惑や様々なしがらみが表面化し，彼ら自身「まとまりがない」
と嘆くことになるのだ。

���  ルンバンの華人たちは大成した者の多いラセムの華人たちを指して，「彼らは商売上手だがケチで
社会性がない」としばしば口にし，逆に自分たちはホスピタリティに満ちていると誇る傾向にある
が，こうした性向の違いは「ルンバンとラセムでは水が違うからだ」などと説明される。ラセムの
華人に対するこうしたネガティヴな評価は，ジャワでは広く流布しているようであり，彼ら自身も
それを十分意識している。メダンの華人も「お金にうるさい」，「したたかだ」などと表象されるこ
とが極めて多いが，その際には「トトッ対プラナカン」の対比からジャワ華人が引き合いに出され
るのが一般的である。一方ジャカルタなど大都市に暮らす人々は，華人に限らずよそよそしい“lu-
lu-gue-gue”なものと表現される。

���  華人性の行き過ぎた主張によって，目下同情的でいてくれているプリブミの反発をいずれは招くの
ではという恐れは，少なからぬ華人によって抱かれている。どこまで踏み込んで華人性を強調し
ても大丈夫なのか，その「一線」が見えないことも，このためらいに結び付いているようである
［Budiman ����: ���］。貞好は，生地インドネシアに根差しインドネシア国民として生きていくこ
とを疑いようのない前提とした上で華人性を主張していくあり方が，ポスト・スハルト期のひとつ
の大きな潮流になりつつあると展望しているが［貞好 ����: �］，本稿で見た「インドネシアに貢
献する華人」，あるいは「華人とプリブミの共生／共闘」といった語りは，華人性を強調しつつも
それがインドネシア人たることとは矛盾しないことを示す，まさに「一線を越えない」穏当な主張
であると言えよう。
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ても，それはナショナルな広がりを持ったも
のとなる以前に，先ずもって生活実感の伴う
ローカルな華人コミュニティの論理を満たす
もの，ここで言えばひとつの町内の寺院支配
をめぐるパトロンらの思惑が交錯したものに
留まってしまうのだ。もちろん，このように
ナショナルな連帯に自ら加わっていこうとし
ないローカルな側の決断というものは，何も
パトロンたちのみの意向によるわけではな
く，それらを取り囲む人々に通底している無
関心さとも同調するものであった。
インドネシア全華人の地位向上のために手
掛けられた陳黄弐先生国家英雄化計画，それ
を前にして垣間見られた人々の無関心さとい
うのは，単にあらゆるプロセスがパトロン主
導で自分たちの手の届かぬ所で進められてし
まうという，ローカルな力学に対する諦念だ
けによるものではない。それは，緊密な日常
的コミュニケーションに基づいて実体的に捉
えられるコミュニティ意識から，華人という
名前だけを差し当たりの共通項にそれを広く
拡張・想像し，さらにはそこに積極的な意味
を持たせようとする際に生じる齟齬を如実に
物語っているように思われる。ジャカルタ発
のナショナルな広がりを持つ意識に基づいた
エスニシティの呼び掛けは，目下のところ
ローカルな場では，「アシン」な者の「アシン」
な企てとしてしか映らなかったのである。
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