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In early ���	, the last year of Suharto’s New Order, Indonesia was in a state 
of disorder caused by economic, political, and social confusion. Amid this 
uneasy condition, there occurred riots which were closely related to the 
socially structured dichotomy in this country between Chinese and Pribumi. 
A
 er a one-night riot in Kragan, a small fi shing town in Central Java Province, 
a few shops in the adjacent town of Rembang were also flooded by a mob, 
which was successfully dispersed by the police. � e tense atmosphere never 
dissolved, however, and ethnic Chinese in Rembang, with the warning of the 
local government, were forced to prepare for possible future riots. Having 
a strong sense that they were undeniably Chinese, they then formed a secret 
organization of their own, named Organisasi Keperdulian, in order to cope by 
themselves with the crises surrounding them. Considering Suharto’s oppres-
sive anti-Chinese policies, the formation of an ethnicity-based organization 
exclusively for Chinese was quite daring. But by cooperating with Chinese in 
adjacent towns, the Chinese in Rembang established a network covering as 
much as � towns in � prefectures, though this liaison system lasted less than 
one year. In this paper, I will show in detail how the “Shadowy Chinese Orga-
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＊ 本研究は，筆者がインドネシア共和国中部ジャワ州を中心に行なった長期滞在調査 ��年 �月
～ ���年 �月 ，およびその後数次にわたる短期追跡調査で得られたデータをまとめたものである。
このうち第 �章～ �章の記述は，���年 �月に京都大学東南アジア研究所で開かれた「国家・市場・
共同体」研究会／日本比較政治学会東南アジア政治コーカス関西例会において発表した原稿『�	年
危機と「影の華人組織」―ジャワ地方小都市における「華人性」のひとつの現れ方―』を基にして
いる。なお本稿執筆にあたっては，東京大学の関本照夫先生，神戸大学の貞好康志先生に，草稿の
段階から何度も丁寧にご指導頂いた。ここに深くお礼を申し上げる。



 アジア・アフリカ言語文化研究　

nization” (another name for Organisasi Keperdulian) and the regional Chinese 
network were formed and disappeared.

In analyzing this process, I will pay attention to the substance and 
expanse of “the imagined Chinese community” conceived by the Chinese in 
Rembang. Since the Chinese in Rembang, just as those in other rural cities 
and towns in Java, living concentratedly within a small area, living their daily 
lives full of mutual interactions, most of them had envisioned their own com-
munity as one unity by way of “face-to-face imagination”, though it had no 
concrete, integrated form. At the same time, through their daily neighborhood 
contacts, they of course had shared specifi c knowledge and information such 
as who had connections and who could take the initiative within their commu-
nity at a time of crisis. Forming the Shadowy Chinese Organization was based 
on nothing but this sense of vaguely imagined unity on the one hand, and 
their shared empirical knowledge rooted in their everyday lives on the other.

Once this organization was established, however, the Chinese commu-
nity of Rembang, which had formally been imagined as being made up of 
a bundle of individual ties, was given a definitive contour and institutional 
form. Furthermore, by setting up a regional Chinese network, this tiny com-
munity successfully established practical cooperative links with groups of 
Chinese in adjacent towns, the members of which most Chinese in Rembang 
had never met before. Although this mutual collaboration system enabled 
the Chinese in Rembang to imagine a newly expanded “Chinese community” 
that far surpassed the range of their day-to-day, face-to-face experience, this 
network ceased to function a
 er the tense situation was subsided. Besides, in 
the course of time, the attempts to integrate the fl uid small community under 
Organisasi Keperdulian under the banner of “Chinese” did also fail, owing to 
several confl icts and factors that sprang out of their daily relations.

� rough this case study, I will argue that, in spite of the persistent social 
dichotomy of Chinese/Pribumi in national level, “Chineseness” imagined by 
most Chinese in Rembang was, or still is, not an abstract nor nominal one, but 
one fi lled with empirical realities deeply rooted in their daily lives.
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�. はじめに

���	年，この年の初めはわずか数日を置
いて，中国正月 Imlek: 旧正月 とイス
ラームの断食明け大祭 Lebaran/Idul Fitri
が重なっていた。インドネシアに暮らす華
人� とムスリムそれぞれにとって重要なこれ
ら つの祝祭日 を目前に控えた �月 �日
の晩のこと，中部ジャワ州北海岸ルンバン
Rembang 県内に位置する漁町クラガン
Kragan で，華人経営の商店が次々と群衆
に囲まれては略奪に遭った。

翌 �日の深夜，今度は県都ルンバンでも
複数の店が群衆に囲まれる。この時は幸い大
きな暴動には発展しなかったものの，ルンバ
ンの町に暮らす華人たちは自分たちの置かれ
た立場に相当な危機感を抱くようになる。と
いうのも，この頃のインドネシアではすでに
全国的に反華人の暴力が吹き荒れており� ，
そうした波がついにこの日頃は眠ったように
静かな田舎町ルンバンにも押し寄せてきたと
感じられたからだ。やがて同年 �月にジャ
カルタ Jakarta で起きた大暴動をきっか
けにスハルト Suharto 政権が崩壊し，政
治・社会・経済全般にわたる混乱が打ち続く
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	. 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
に関わらず中国系住民を指す語として広義に用いることとする。ただし後述のように，ある人が「華
人」であるのか否かをめぐっては大きな問題が潜んでいることに注意されたい。

 　なお，インドネシアにおいてこの「華人」カテゴリーは，かつての「原住民」カテゴリーである
「プリブミ Pribumi 」と，あるいはこの国で大多数を占める「ムスリム Muslim 」と，概念的
に対立するものとして語られることが多い。

  このうちスハルト体制下のインドネシアにおいて公式の祝日となっていたのは，イスラームの断
食明け大祭の方のみであり，中国正月については「華人文化」を公衆の面前で表出することを禁
ずる法令に基づき，大々的に祝うことすら抑えられていた。両祝日が重なった ���	年にも政府高
官が，中国正月を祝えば人々の反感に火を点けるだろうから慎むようにとの声明を出していたが，
Purdey［���: �� ���］の分析によれば，こうした危険性を政府が言明することは，逆に人々の間
の反華人意識を裏書し，さらにはそれを行動に移すことを正当化することにも繋がった。なお，中
国正月はスハルト体制崩壊後の��年に暫定祝日に，翌���年に正式な国民の祝日となっている。
ただし，ムスリムの華人の一部が中国正月は伝統・文化的行事だとして積極的に祝おうとする一方，
プロテスタント信者の華人の中には中国寺院 klenteng での活動は自身の宗教信仰と相容れない
として距離を置こうとするなど，華人の中も一枚岩ではない。華人とイスラームとの関係について
は註 ��を，キリスト教との関係は註 �を併せて見よ。

�  主なものだけを列挙しても，����年 ��月東ジャワ州シトゥボンド Situbondo ，�月西ジャワ
州タシックマラヤ Tasikmalaya ，����年 �月西ジャワ州レンガスデンクロック Rengasdenklok ，
月バンドゥン Bandung ，�月中部ジャワ州プカロンガン Pekalongan ，�月南カリマ
ンタン州バンジャルマシン Banjarmasin ，�月南スラウェシ州ウジュン・パンダン Ujung 
Pandang ，���	年 �月東ジャワ州ジュンブル Jember 周辺およびプロボリンゴ Probolinggo
など，暴動が全国各地で起こっていることが分かる。����年から ��年にかけてのインドネシアに
おける華人に対する暴力の一覧は Purdey［���: Appendix A］を参照。
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中，ルンバンの華人たちは自己防衛のために
町の華人独自の組織を水面下で立ち上げ，さ
らには自分たちが「狙われているチナ」� で
あるとの危機感を共有する近隣の町の華人た
ちとも連携し，一時的ながらもはっきりした
形で「ネットワーク」を築き上げるのである。
本稿はこの臨時に立ち上げられた非公式
＝「影」の華人組織，および華人ネットワー
クの顛末についての文化人類学的記述を通し
て，この小さな田舎町で生きられている「華
人であること」，そしてその華人たちによっ
てイメージされている「華人コミュニティ」
の広がりというものを明らかにしていく。

�. 「華人コミュニティ」をめぐって

�.�. 「華人」のネットワーク
陳［���: �］によれば，華人のネットワー
クに関する研究は，����年代頃から始まる
アジア経済の成長と一体化した華人の経済活
動に注目が集まる中で盛んになった。一般
に「華人ネットワーク論」と呼ばれるそれら
の研究は，したがって経済活動の分野に特化
され，分析対象も主に資本家や企業家など，
いわゆる「華商」と呼ばれる人たちに限定さ
れてきた。ただ，それが「華人」ネットワー
クと代替的に表現されることで，まるで華人
全てが本来的にビジネスに従事しているとの
誤った印象を与えるとともに，「華人経済圏」
などの語と同様，マクロな視点からはしばし

ば全世界に広がる実体的なひとつの集合体の
ようにも捉えられがちであった� 。これに対
し陳は，華商のビジネス・ネットワークはあ
くまで個人的な繋がりの合成であり，また必
ずしも意図的に形成されたものではない，そ
れは彼らの日頃の活動様式が観察者の見方に
よって排他的な性質を持つエスニックなまと
まりに見られただけに過ぎないと強調した上
で，それはあたかも虹のように観察者の視点
によって見え隠れする，目には見えるが実
体の掴めないものだと述べている［陳 ���: 
�� �	, 	�, �� ���］。
これから我々が見て行こうとするジャワ島
の一角に一時的に成立した華人ネットワーク
は，結論から先に言えば，出発点としては

4 4 4 4 4 4 4

個
人的繋がりを基本としつつも，危機への対処
という明確な目的達成のために組織的に形作
られた実体的な連携体制であるという意味
で，陳が提示する華人 ＝華商 ネットワー
ク像とは大きく様相を異にするものである。
それでも敢えてそれを「華人」のネットワー
クと呼び得るのは，相互に水平的に関係性を
取り結んでいる主体が，他でもない「華人」
であるということによるものである。しかも
それは，ビジネスマンに限らず，「華人」と
される者全てを幅広く取り込んだネットワー
クなのである。

�.�. インドネシアで「華人である」ということ
ただしここでの「華人」とは，たとえば「華

�  スハルト時代のインドネシアでは，「華人」や「中国」を指し示す語として「チナ Cina 」とい
う侮蔑的ニュアンスを含む呼称が公的に使われてきた［Coppel & Suryadinata ����］。近年ではこ
の語を避け，「中華」という語に由来する「ティオンホア Tionghoa 」なる呼称が積極的に用い
られ始めている。註 �でも述べたように，本稿で基本的に用いる語は「華人」であるが，インタビュー
の話者が用いた場合や，本文中でも明らかに侮蔑的ニュアンスが込められていることを示す場合に
は，鉤括弧を付した上で敢えて「チナ」という語を用いることとする。

�  これら分析に当たっては，しばしば「関係 guangxi 」や「信用 xinyong 」などの術語が一人
歩きし，さらには家族主義や儒教思想など文化論的説明が繰り返されることで，一層本質主義的な
様相を帯びてきた嫌いがある。この「関係」という語は，コネクションや繋がり，あるいはネット
ワークという語そのものとほぼ同義で用いられる。またその個人的信頼関係である「関係」を持続
的に支える倫理が「信用」とされている［陳 ���: ��� ���］。中国社会における「関係」という概
念に対する研究としてはKing［����］を，華商たちの間に根付いた文化的特質や行動様式を示し
たものとしては陳［���: 第 �章］を見よ。
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人ディアスポラ」などと言ったときに それ
が主張するアイデンティティの越境性や複数
性とは裏腹に 定式的にイメージされがちな
主体，すなわち，故地との間の物質的・精神
的つながりを意識的に求め続け，「華人らし
さ」や「華人意識」，あるいは「華人性」な
るものを絶えず維持・主張し続けながら互い
に関係性を取り結ぼうとするような，自由な
主体としての「華人」ではない。アン Ien 
Ang は，時代や地域，その他の要素によっ
て本来多様であるはずの諸個人が抱く「中
国」なるものへの思いや「華人であること」
を全て “Chineseness”と呼ぶことで，その内

実が均質化されてしまうことに危惧の念を表
明しているが［Ang ���: Chapter �］� ，イ
ンドネシアにおいて「華人であること」の意
味もまた，本来的には人によって様々であろ
うし，またコンテクストによっても多様な立
ち現れ方をするはずである。その上でなお強
く確認しておかねばならないのは，インドネ
シアの近・現代史においては，「華人」とい
うものが植民地時代の「原住民」カテゴリー
である「プリブミ Pribumi 」との関係で，
ありとあらゆる場面で明瞭に意識化され区別
されてきたという事実である� 。では，本稿
の舞台となるスハルト体制末期のジャワにお

�  ��世紀末のシカゴの華人コミュニティの「中国人意識」 移住先社会において華人が抱く中国人出
身者としての意識 を分析した大井［���］は，同じくアンの議論を踏まえて次のように述べる。
「「中国人意識」は，��	�年代から研究者の注目を集めるようになったディアスポラ概念の根幹を
成している。越境的な政治・経済・文化的関係は多種多様に存在するが，その中でもエスニック意
識によって結ばれる「想像の共同体」が「ディアスポラ」として定式化されてきたからだ。「中国」
への志向性の共有が，ディアスポラの前提にある［大井 ���: �］。」 大井は続けて，ディアスポラ
の多様なあり方を類型的に示したコーエン［���］の議論を引いて，ディアスポラのあり方が多様
なだけではなく，同様に「中国人意識」や「中国」自体も本国やホスト社会に影響されるがゆえに
多様であると指摘し，さらに翻ってディアスポラに対して次のように問題を提起する。「ディアス
ポラにおいては「中国人意識」の共有が前提とされているが，地域ごと，また同じ地域内であって
も，これが意味する内容が異なっていると推測される［…］。内実が異なるにも拘らず，「中国人意
識」を共有しているといえるのだろうか？［大井 ���: �］」

�  貞好［���: 	�］は，インドネシアの人々は誰かと社会関係を結ぶ初期の段階で，少なくとも「華
人かプリブミか」の別を確認しようとする傾向が強いと述べ，この二項対立が社会的に大きな意味
を持っていると的確に指摘している。

 　福島［���	］は従来人類学でなされてきたエスニシティ論を批判的に整理し，民族とはひとつの
過程であり，時間軸によって歴史的に変動するプロセスである，それはある特定の差異に基づいて
歴史的に構成されるが，その差異が選択される過程にはある種の偶発性の存在がある，と述べてい
る。つまり，集団間に存在する特定の差異が他の差異に優先して意味を付与されるようになり「差
異のアクティベーション」，その他の差異や諸問題が全てこの特定の差異に転化されるとともに
「差異間の写像」，それらの過程が歴史的に連鎖的・円環的に持続し 「ハイパーサイクル」，元々
の差異が脱文脈化されて実体化されたものこそが，民族やエスニシティの正体であるというわけだ。

 　インドネシアの地における「華人」もまた，歴史的過程を経て実体化されてきた。法制度上の身
分で大きく分化が生じるのはオランダ植民地時代後期のことである。中国南岸出身者は古くから蘭
領東インド各地の港市に貿易目的のために出入り・定住していたが，これが「原住民 Inlander 」
とは異なる「外来東洋人 Oosterlingen 」カテゴリーに分類され，両者間にはやがて居住地域
や生業形態で一層有意な差異が現出されることになる。やがて �		�年代に入り中国から大量の
新規労働者が流入してくる中，インドネシアの地で長らく文化的に現地と混交してきたプラナカ
ン Peranakan と呼ばれる華人たちの間で，現地語出版物を通して自分たちの華人としての伝
統・慣習を見つめ直そうという動きが出始める。これと相前後して，オランダ人やジャワ人のマ
ナーや慣習を解説した本が相次いで出版されたことからも窺えるように，�世紀の転換点はまさ
に「自文化」を語る時代であった［Coppel ��: ��� ���; cf.関本 ����: ��］。こうした流れの中で，
����年には中華會館 THHK＝Tiong Hoa Hwee Koan が設立され，教育を通じて華人として
相応しい素養を身に着けようとの動きが広まる。一方の原住民の側でも，�世紀に入ってから華
人と対抗する形でサレカット・イスラーム Sarekat Islam などの団体ができ［cf.深見 ����］，
やがてこれがインドネシア・ナショナリズムの母体となっていく。さらには宗教の別，�世紀初
頭から続く反華人暴動［cf.赤崎 ���; Purdey ���］，あるいは �世紀前半の政治志向の違い ↗
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いて，「華人」は如何にして「華人である」
と識別されるのだろうか。同じ問いを発した
貞好［���］の議論を参考にしつつ，ある
人が「華人」となるような状況を考えてみる
と，差し当たり以下のような基準が挙げられ
よう。

Ⅰ．住民登録など制度的に否応なしに振り
分けられた結果としての「華人である
こと」

Ⅱ．初対面に近い状況で，主に外見的な判
断に頼って決定される「華人であるこ

と」
Ⅲ．日常的つき合いの積み重ねの中で仲間
内などから認知され，また自己認知す
る中で立ち現れてくる華人であること」

Ⅳ．彼ら自身が「正統である／ない」とか
「生粋である／ない」などと語り解釈
するところの，父系の「血統」原理	

によって支えられている「華人である
こと」

一般にアイデンティティ形成にあたって
は，様々な対面状況での自己・他者認識の積

↗ ［cf. Suryadinata ed.  ����］など，あらゆる差異が「華人」と「原住民＝インドネシア民族＝イ
ンドネシア国民」との間をめぐって連鎖的に増幅され，そうした差異を有する両集団が実体化され
たというわけだ。

 　このうち，後者の項の等号に示されるように，独立後に「プリブミ」と呼ばれることになる「原
住民」が「インドネシア民族」から「正統なるインドネシア国民」へときれいに脱皮したのに対し，
「華人」とされるものは法律面で依然本来的に「正統な国民」ではないものと暗に規定されること
になる。インドネシアでは一般に外国籍者を “WNA＝Warga Negara Asing”と言うのに対して，
インドネシア国籍者は “WNI＝Warga Negara Indonesia”と呼ばれる。そのインドネシア国籍者
＝インドネシア国民 は ����年憲法第 �条第 �項によれば，「固有の 本来の・生来の・生粋の
インドネシア民族 bangsa Indonesia asli 」，および法令で定められた「その他の民族 bangsa 
lain 」の諸個人から成ると定義されている。ただ今日，しばしば “WNI”と言うだけで「インドネ
シア国籍を取得した華人 ＝WNI keturunan 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「正統なるインドネシア国民」となれるオリジナルでその土地固有 asli の「イン
ドネシア民族」ではなく，そもそも属性として異質でよそ者 asing である「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「正統な国民」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。

 　もちろんこうした両者の間に立ちはだかる壁を乗り越えようとする試みも存在した。インドネシ
アの地に暮らす華人たちが自分たちの生まれ育った土地に根ざした国民国家共同体＝インドネシ
アの正統な成員にならんとする意識の潮流は，����年代に結成されたインドネシア華人党 PTI
などに早くもその萌芽を見ることができる。また ����年代になると，その華人が完全にインドネ
シア人として現地の人々と同化すべきか，それとも「華人らしさ」を保ったままインドネシア国民
に統合されるべきかという論争が，華人たち自身の手で繰り広げられるが，いずれの立場とも生地
インドネシアを志向することを大前提としていた点が注目される［貞好 ���: �� ��］。ただしその
後この同化―統合論争の政治化を経て［cf.貞好 ����］，「華人性」の抹消を通じてこそ「真っ当な
インドネシア国民」になれるとする同化主義が国策化され，公の場での「華人性」表明の機会も奪
われるに至り，華人たちは逆に，自分たちが新秩序体制下で沈黙せざるを得ない存在だという意識
を次第に強めていく。実際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のだが［Heryanto ���	: ��］，政府は華人とプリブ
ミを区別し続ける一方で，同化を謳って「華人性」の消去を求めるという，極めて歪んだ状況が生
じた cf.註 ��� 。こうした中，華人とされた人たちの多くも，部分的に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」にはなれないと劣等意識を強めるとともに，「華
人であること」自体に心地悪さ，あるいは罪の意識を感じるようになり，彼ら自らの手で「華人性」
を消し去ろうとする傾向も見られた［Budiman ���: �	 ��］。しかしながら，いや，だからこそ，「華
人であること」は常に生活の場で意識に上るものであり続け，また絶えず社会的に問題にされる続
けるものなのである［cf.津田 ���: 註 ��, ��］。

	  この父系の「血統」原理がシンボライズされたものが中国姓である［貞好 ���: 	�］。同化政策の
もとでは名前をインドネシア風のものに改めるよう指導がなされたが，内々には今なお受け継がれ
ていることが多い。
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み重ねが大きな影響を及ぼすことは言うまで
もない� 。ここで大まかに挙げた �つの基準
は，行政や対面状況における一方的な他者認
識によるもの Ⅰ，Ⅱ から，彼ら自身によ
る歴史性を帯びた究極的な自己認識の根拠
Ⅳ まで幅があるが，現実にはこれら あ
るいはその他の状況証拠 による判断は大抵
の場合一個人の上で重なり，ある人が「華人
であること」は自他共に了解可能なものと
なって現れる。しかし，重要なことにこの国
においては，ある人が「華人である」と自己
認識をしているか否かを問わず，行政的・社
会的に一方的に「華人」あるいは「チナ」と
の認定がなされることがあるのだ。つまり
「名乗り」を待たない「名づけ」である。し
かもそれは単に「名づけ」だけにとどまらな
い。「名」を与えると同時にその「名」に相

4

応しい
4 4 4

種々の対応・差別が当人に振り向けら
れることで，現実において「華人」が立ち上
げられてしまうのである�� 。
そのうちⅡのような基準が用いられるの
は，典型的には初対面の状況で相手に呼び掛
けを行なう場合である。貞好［���: 	�］も

指摘するように，ジャワでは誰しも，生活場
面で出会った相手が「華人」だと推定された
場合 たとえば色白で目が細い には，「お
兄さん」と呼び掛けたい場合であればジャワ
式の“mas”の代わりに中国式の“koh”を，「お
姉さん」ならば “mbak”ではなく “ci”を用
いた方が自然

4 4

であるとされる。実際このよう
に適切に

4 4 4

使い分けた方が，相手との社会的距
離を縮める上でも役立つことが多いのだが，
そうした呼び掛けがなされた瞬間に，その当
人はその場で構成的に「華人」とされてしま
うことになる。
さらに重大な意味を持つのはⅠの行政的な
基準である。スハルト新秩序体制下では表向
きには「華人」の「プリブミ」 もっと厳密
に言えばインドネシア社会 への「同化」を
謳う政策が掲げられてはいたが，住民登録の
現場では一元的基準�� により「華人」が一
人一人数え上げられてきた。のみならず，そ
うして「華人」とされた者に対しては，役
所等での手続きで陰に陽にあらゆる差別的
待遇が加えられ� ，さらに彼らの生活は，内
務省の下部機関である社会政治局 Kantor 

�  内堀［��	�: �� ��］は，「名づけ」に対する「名乗り」の実践こそが，社会的交通の場で「名」に
物質性を与えること，すなわち，同じ「名」を持った者に向けて自己の同一化を繰り返す一方で別
の「名」を「名乗る」他集団の存在を認めるという，「名」の下へ人々を構成する端緒に他ならな
いとしている。

��  Banks［����: �	� �	�］は，民族やエスニック集団のアイデンティティの根拠をめぐって人類学史
上なされてきた「原初主義 primordialism 」と「道具主義 instrumentalism 」の対立は，いず
れもそれを対象となっている主体の問題に帰着させてきたと指摘している。石川［����: ���］も，
現在の民族論が基本的に個人を準拠枠とするアイデンティティ論への傾斜を強めていると述べた上
で，たとえば「状況的アイデンティティ situational identity 」という概念を持ち出すと，民族
範疇や社会集団，そしてこれらを取り巻く政治・経済的な構造および社会変化が，個人の戦略的な
行動の前に単なる背景画として静止し，二義的な考察の対象にとどまらざるを得なくなると指摘し
ている。ここで示した「インドネシア華人」なるものが社会的現実として立ち現れてくる過程は，
主体の外で決定され宛がわれてくる民族性やエスニシティが時に自己認識や個人の選択を超えて大
きな意味を持つ事実を示している。

��  法的に当人が「華人」であるか否かを決めるのもやはり原則的には父系原理である。すなわち，父
が「華人」で母が「プリブミ」の場合，その子は自動的に「華人」に振り分けられる。一方 非常
にまれなケースだが ，母が「華人」で父が「プリブミ」の場合はその子は父と同じ身分となるが，
父が死亡したかその子を認知しない場合は母と同じ身分となる。この原理は，当人がインドネシア
の地で幾世代を重ねていようとも，またどれだけインドネシアに対しアイデンティティを感じてい
ようとも適用される。

�  スハルト時代に出された華人関連法を分析したものとしては Jafar［���］を見よ。
 　役所における諸手続きの中でも常に「華人である」ことを意識させるものが，インドネシア国籍取

得証明書 SBKRI＝Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia という書類である。 ↗
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Sospol �� や軍・警察を介して行政の末端レ
ベルで監視され，また B

バコム  ペー・カー・ベー

akom-PKB�� とい
うセミオフィシャルな機関を通して折にふれ
動員も受けていたのである。このように，日々
の社会生活に多大な影響を与える国家からの
眼差しによる「華人であること」は，その同
定が当人の意向に関わらず一方的になされる
ため，時には他者の認識と自己の意識とが一
致せずにアイデンティティのゆらぎを生じさ
せることも多々あるわけだ�� 。
これに対し注目してみたいのが，外からと
内からの認識が折り合って「華人であるこ
と」が比較的安定して成立していると考えら
れるⅢの状況である。これは理想的には，日
頃顔をつき合わせて生活する中で互いを個と
して認識し合う者同士の間で，「華人である」
と認知し合うことによって立ち上がる「華

人」と言えよう。常識的には，相手を全人格
的な個として受け入れれば受け入れるほど，
その当人の属性やカテゴリーは次第に無化さ
れていくものと考えられる。しかし前にも述
べたように，「華人対プリブミ」の区別が社
会のあらゆる場面で常に想起させられ，さら
には社会的に構築された集団としての両者の
間に直接／間接の経験に基づく種々のネガ
ティヴなイメージが円環的に蓄積され続けて
いる現代インドネシアの構造下では，日常的
に依然としてこの「華人であること」が第一
義的な意味を持ち続け，実際の社会生活もこ
の両者の分断軸に沿って構成されているもの
と多くの人々に理解されている。かくして，
個々人を個別・具体的に念頭に置いた上で相
互認知される「華人である」ことの連なり，
あるいは「華人であること」の共同認知の

↗ この書類は，親やその上の世代がすでにインドネシア国籍を取得していようとも，当人が「外国系
インドネシア国籍者 WNI Keturunan 」，つまり「華人」であれば，パスポートや住民登録証，
出生・死亡届，土地取得証明書など，様々な書類申請の際に繰り返し提示を求められるものである。
すでにインドネシア国籍を取得した華人になお SBKRIの提示を求める法令は，スハルト時代末期
に大統領決定 ����年第 ��号 Keputusan Presiden No ��/���� および内務大臣指令 ����年第 �
号 Instruksi Menteri Dalam Negeri No ��/���� によって撤廃されたことになっているが，運用面
ではその後もずっと生き続け，汚職の温床とされてきた。最近になって，ジャカルタ首都特別州，
中部ジャワ州のスラカルタ Surakarta 市やスマラン市，西カリマンタン州ポンティアナック
Pontianak 市などが，帰化者以外は今後 SBKRI提示の義務がないとの指示を出している。［Suara 

Merdeka ���年 ��月 ��日付 ：“Warga Tionghoa Tak Perlu SBKRI Lagi”; ���年 ��月 �日付 ：
“Semarang Cabut Pemberlakuan SBKRI”］，［Suara Pembaruan ���年 ��月 �日付 ：“SBKRI 
di Jakarta Dihapus”］，［Kompas ���年 ��月 ��日付 ：“Pontianak Hapuskan SBKRI”］など
を見よ。

��  スハルト時代に全国的に県レベルにまで組織された内務省管轄下の役所で，政党活動や住民運動な
どを監視することを主な目的とした。中国寺院の活動などに対し逐次許認可を与えていたのもこの
役所である［津田 ���］。県レベルには中佐級の軍人が局長として派遣された。スハルト体制が崩
壊し「改革の時代」に入ると，政治政党がこの社会政治局の管理体制にアレルギーを示すように
なり，これを受けて社会政治局は地域住民のための安穏な社会環境を維持することを目的とした
Kantor Kesbang Linmas ＝Kantor Kesatuan Bangsa dan Linkungan Masyarakat として再出
発した。

��  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を謳っていた。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。ただしこ
の Bakom-PKBは，��	�年代から次第に機能不全に陥り，「華人問題」に対する発言権は軍や国
家情報調整本部 BAKIN＝Badan Koordinasi Inteligen Negara 系列のチナ問題調整局 BKMC
＝Badan Koordinasi Masalah Cina へと奪われていく過程で有名無実化していった［Jafar ���: 
��	 ��］。同機関の概略は Setiono［���: Bab LIV］を見よ。

��  行政的なものや社会的なものを含め，複数の基準が一致しないことでアイデンティティのゆらぎを
経験しているインドネシア華人の活き活きとした具体例は，貞好［���］を見よ。
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輪［cf.貞好 ���: 	�］は，単に「華人であ
る」という「名」だけを基に無機的・抽象的
に平たく想像された「華人」の広がり，たと
えば「インドネシアの全華人」とか，はたま
た「全世界の華人同胞」などといったものと
は明らかに異なり，彼らの生活実感に根差し
たそれなりの実存性を備えたものとして経験
される。そしてそれは，日々の具体的関係の
連なりによって顔の見える想像

4 4 4 4 4 4 4

が働く範囲と
重なりつつ，非定型ながらもゆるやかなまと
まりを持ったものとしてイメージされている
と考えられる�� 。
本稿では，この「厚い」相互認知の繰り返
しによって人々にイメージされる「華人」の
まとまりを，便宜的に「華人コミュニティ」
と呼んでみたい。そして人々によるそのよう
な想像が働く場を，数百世帯の「華人」が密
集して暮らすひとつひとつの町の中に求めて
みたい�� 。

�.�. ルンバンの「華人コミュニティ」
本稿の舞台となるルンバン Rembang の

町は，中部ジャワ州都スマラン Semarang
の東 ��� kmに位置する小さな港町で，ジャ
ワでも最貧県のひとつとされる同名の県の県
都である。町の中心は，この島の大動脈であ
る北海岸大道路 通称 Jl.Pantura �	 によっ
て東西に貫かれている。この道路を西に進
むと，ジュワナ Juwana ，パティ Pati ，
クドゥス Kudus など，ルンバンよりも
大きな町々を経てスマランに至る。反対に左
手にジャワ海を望みながら東へ進むと，まず
� km先にルンバンの町をやや上回る賑わい
を見せるラセム Lasem の町が現れ，続い
て冒頭で述べたクラガン Kragan やサラ
ン Sarang など，やはりルンバン県下の
いくつかの小規模の町々を経て東ジャワ州境
へと達し，道路はそのままインドネシア第 
の都市スラバヤ Surabaya に通じている。
またルンバンの町から南に車を走らせると，
チークの森を抜けて小一時間ほどでブロラ
Blora 県の県都ブロラに至る 地図 � 。
中部ジャワ州の東北の一角を占めるこれら
の町々は互いに �� km以上離れており，そ

��  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。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，たと
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している［小田 ���: ��	 ��］。この議論を援用して，「華人コミュニティ」
というものに向けられた次元の異なる眼差しを分析したものとしては，津田［���］を見よ。

��  「華人である」ことには複数の相異なる基準が存在することからも明らかなように，本来的には「華
人」というものは，社会的に構築されたカテゴリーが文脈に応じて肉体を持った個人個人に振り当
てられたものに過ぎず，本質的・固定的なものではない。したがって，「華人」に限らず「プリブミ」
などあらゆる社会的範疇で人や集団を語る場合には鉤括弧を付すべきであろうが，本稿では煩わし
さを避けるため，必要と思われる場合を除き，以降原則として鉤括弧を付けない。

�	  ナポレオン戦争時の東インド総督デーンデルス Herman Willem Daendels; ��� �	�	年 の命
により，軍事目的のためわずか �年で作られた De Groote Postweg Jalan Raya Pos がその基と
なっている。なお “Pantura”とは「北海岸」を意味する “pantai utara”の略語である。
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の間には田畑や塩田など比較的人口のまばら
な地域が広がっている。そしてジャワの中小
都市に典型的に見られるように，それぞれの
町の中心市街地部のごく限られた狭い範囲

に，わずか数十～数百世帯から成る華人人口
が集中しているのである�� 。村落部に暮らす
華人は極めてまれであることから，多くの華
人たちにとってこれら華人の集住する地区

【地図 �】ジャワ島全図（上）および
ルンバン周辺の拡大図（下）

��  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区が設定されて
いたことに加え，スカルノ期の ����年に出された大統領令 ����年第 ��号 Peraturan Presiden 

No.��/����=PP�� 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。

 　ルンバン県 Kabupaten Rembang は ��の郡 kecamatan から成り，各郡はそれぞれさら
に ��～ ��の行政村 desa/kelurahan に分けられる。ルンバンの町 kota Rembang と言っ
た場合，行政上はルンバン県の県都が置かれているルンバン郡 Kecamatan Rembang 全体 全
��村 のことを指すが，本稿では地元の人の感覚にしたがい，ルンバン郡の中でもその中心部
��村ほどにまたがる市街地部分を言及する際には「ルンバンの町」，行政上の範囲全てを指す場
合は「ルンバン郡」と使い分けるものとする。���年の人口統計によると，ルンバン県 総人口
���,�	�人 には �,��	人の華人 統計項目は“Cina WNI ”となっている が居住しており，
それらは県都ルンバン郡，およびその東隣に位置するラセム郡に集中している。このうちルンバン
郡の全人口は ��,���人 ��,���世帯 ，うち華人は �,�	人であり，そのほとんどが旧華人居住区
およびその周辺に集中している［Karakteristik Penduduk Kecamatan Rembang: �, ��］。ラセム郡 ↗
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↗ の全人口は ��,	��人 ��,�	�世帯 ，うち華人は �,���人で，やはりその分布は市街地部に集中し
ている［Karakteristik Penduduk Kecamatan Lasem: �, ��］。ただし，地元の人々の理解，ならびにル
ンバンの町に長期滞在 ��年 ��月～ ���年 �月 した筆者の実感では，ルンバンの町の華人
世帯数はおよそ ���程度である。ちなみにスハルト体制下の ����年の統計資料では，ルンバン郡
の総人口 ��,���人に対し“WNI.Cina”の項目は ,���人，また大半が華人と思われる “WNA”の
項目は ��人となっており，こちらの方がより実勢を反映しているように思われる。そもそもある
人が「華人」と分類されるかどうかを決めるのは，極めて恣意的で政治的な問題を孕んでいる。ル
ンバンに関して見れば，わずか ��年で「華人」の項目の人口にこれだけ大きな数字の違いが出た
点は注目すべきで，今後統計のあり方等について更なる調査を要する。本稿で参考までに掲げてい
る他の町の華人人口についても同様であろう［cf.貞好 ���: 	� ��］。ただしそれでも重要なのは，
第 �章で詳しく見る「チナ系インドネシア国籍事業者名簿」の存在からも窺えるように，スハルト
体制下では政府により“Cina WNI ”なるものが その分類基準はどうであれ かなり明確に把
握されていたという点である。

川の東側から北海岸大道路 Jl.Diponegoro ，Jl.Kartini，Jl.Pasar，Jl.Kampung Baru，Jl.K.S.Tubun，
Jl.Tendeanの各通り およびその沿道 で囲まれた地域に華人が集住している。
町は Jl.Jend.Sudirmanおよび Jl.Pemudaに沿ってさらに東と南に広がる。

①慈惠宮 南側はTrisno Budi 　②旧甲泌丹邸　③Trisno Budi移転先 ‘��年～ 　④Sekolah Nasional
跡　⑤イスラーム寄宿学校 K.H. Cholil Bisri主宰 　⑥イスラーム寄宿学校 漁民地区 　⑦ベタニ教会
⑧インドネシア・クリステン教会　⑨パンテコスタ教会　⑩カトリック教会　⑪食堂H　⑫ニョーYTの
食堂　⑬漁具店NB　⑭Wlの店舗・住居　⑮タンHLの住居　⑯シャウTNioの店舗・住居　⑰Toko Lt
⑱ Toko Rn　⑲タンHOの米倉庫　⑳タンHOの商店

【地図 �】ルンバンの町の華人居住区概略図
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＝町 は，さながらプリブミの大海の中に
点在する島々のごとく，感覚的には実際の地
理配置以上に個々に孤立したまとまりを成す
ものとしてイメージされやすい� 。
ルンバンの町を見てみると，この町に暮ら
すおよそ ���世帯の華人は，漁港へと注ぐ
川の東側，北海岸大道路とそれに並行する何
本かの道に沿った東西 � kmほどの狭い区画
に集中している� 地図  。そうして，そも
そもが小さい町のさらに西半分に当たるこの
細長い範囲で生活を送っている人々の間に

は，数世代にもわたる親族関係が網の目のよ
うに張り巡らされている。実際彼らは，自
分の身内以外であっても町内の華人同士の
関係なら大抵熟知し，「誰と誰とはまだ親類
だ masih famili 」 などといった表現で日
常的にそうしたことを頻繁に語る。また親族
関係以外でも，たとえば仕事や教会・中国
寺院� の関係から近所づき合いに至るまで，
フォーマル／インフォーマルの別を問わず，
日常的に様々な具体的関係が取り結ばれても
いる。さらには，驚くほど些細な出来事です

�  交通手段の選択も町内と町外とでは異なってくる。町中での移動は，徒歩から自転車やベチャッ 輪
タク ，ミニバイクなどまで，気軽に利用できるものも多いが，町と町との間の移動は通常は自動
車に限られる。多くの華人は，バスなどの公共交通機関は不潔で物乞いやスリが多く危険と考え敬
遠するため，移動手段は可能な限り自家用車が好まれる傾向にある。

�  註 ��で見たように，���年の人口統計でルンバン郡で“Cina WNI ”と自己申告したのは �,�	
人である。ルンバン郡全 ��行政村のうち市街地を成すのは ��村であるが，“Cina WNI ”は ��
名を除き皆この市街地部分に居住している。さらに市街地部を細かく見ていくと，��.％にあた
る �,		人が，旧華人居住区およびその周辺を含む �村 Tasikagung: ���人，Sawahan: ��人，
Sumberjo: ���人，Leteh: ��	人 に集住している［Karakteristik Penduduk Kecamatan Rembang: �, ��］。

  東京大学の関本照夫氏の教示によれば，オランダ語では同居小家族を “gezin”というのに対し
“familie”は親族を表す。インドネシア語の “famili”も恐らくその影響であろう，日本語の「家族」
よりは「親類・親戚」に近い。

�  インドネシアでは建国理念であるパンチャシラ Pancasila の筆頭として「唯一なる神への信仰」
が掲げられているが，����年の �・��事件を契機に共産主義思想に対する対抗イデオロギーとし
てこのパンチャシラが絶対視される中で，国民個々人の宗教心もまた反共の重要な内的砦と見做さ
れるようになり［Suryadinata ���	: �］，やがて国家が公認する宗教の �つを選んで信仰すること
が「正しいインドネシア国民」の要件とされいく。�世紀前半にはこの国の華人の大半は，儒教・
道教・仏教がゆるやかに融合した信仰体系を体現する中国寺院 klenteng に帰依していたが，ス
ハルト体制下で「華人性」の消去を迫る同化政策が強められていく中で，彼らのうちの相当数が，
�大公認宗教 イスラーム，カトリック，プロテスタント，ヒンドゥー，仏教 の中でも「チナ臭
い berbau Cina 」中国寺院の信仰実践と親近性のある仏教に身を寄せるのではなく，名目上も
含めキリスト教へと「改宗」する傾向が進んだ。

 　このキリスト教は，インドネシアの宗教枠組みでは上述のごとくカトリック Katolik とプロ
テスタント Kristen に二分される。このうちカトリックでは，一般に華人の信者が各家庭で祖
霊を祀った祭壇を設けて線香を上げたり，あるいは位牌の前で中国式のお供えをすることは，あく
までも伝統的文化・慣習，すなわち「信仰 kepercayaan 」の領域に属し，したがってそれらの
行為はカトリシズムの核心である「宗教 agama 」の領域とは抵触しないものとして許容される。
その延長で，信者が中国寺院に赴くことも一般に問題にされることはなく，人々もやはりこれを「信
仰であるから構わないのだ」と説明する。

 　一方のプロテスタント，特にベタニ教会やパンテコスタ教会などの信者は，中国寺院に赴くこと
はおろか，獅子舞を見ることすら忌み嫌う人が多い。このうちベタニ教会は，ここわずか数年で華
人の間で少なからぬ信者を獲得し，ルンバンにも ��年に立派な教会が建てられるまでになった
が 地図 の⑦ ，この派に改宗した者はその証として，祖霊を祀った中国式の祭壇を破棄するこ
ともあるという。そのため，カトリック信者を含め他の華人たちからは，「狂信的 fanatik 」と
槍玉に挙げられることが多く，場合によっては「彼らはもはや華人ではない」と評されるのを耳に
することもある［津田 ���: 	, ���］。

 　なお，筆者がルンバンの町で調査を行なった時点でのこの町の華人の住民登録上の宗教構成は，
カトリックとプロテスタントがほぼ同数で �割ずつ，残りの 割弱が仏教徒で，ムスリムはわず
か数名である。ルンバンの町の中国寺院の位置付けに関しては註 ��を見よ。
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らすぐさまゴシップという形で流通するた
め，彼らはたとえ毎日実際に顔を合わせなく
とも，町内の具体的諸個人を互いに意識しな
がら日常を送っていると言える� 。こうして
ひとつの町に暮らす華人たち自らが，豊かな
経験の裏付けと実感を通してひとつのまとま
りとして捉えているものを，本稿でも「華人
コミュニティ」と呼んでみようというわけだ。
もちろんこう述べたからと言って，ルンバ
ンを始め他の町の華人コミュニティそれぞれ
を，あたかも「閉じた社会」であるかのよう
に理想化したり，あるいは「真正な社会」と
して過度にロマン化するつもりはない。小田
［���: �	 ��］も指摘するように，そもそ
も「共同体」という概念は，��世紀社会学
で「 市民 社会」や「公共性」なるものを
創出するにあたり，それとは対照的な「閉鎖
的かつ同一的なもの」としてオリエンタリズ
ム的機制によって「発見」されたものである。

ルンバンなど各々の町の華人コミュニティと
してこれから記述していくのは，そうした観
察者の視点から客観的・分析的に把握され得
るという古典的意味での共同体ではない。そ
れは外部と隔絶されているものでもなけれ
ば，その内部も決して均質でも一枚岩でもな
いし，またいくら「華人対プリブミ」の分断
が認識上構造的なものであるとはいえ，実際
にはプリブミとのやり取りも日常的になされ
ている� 。その内実については後に順次明ら
かにしていくこととするが，本稿があるひと
つの町 たとえばルンバン の華人住民をひ
とつのコミュニティとして述べる所以は，ひ
とえに彼ら自身の多くが，地理的配置，およ
び相互に「華人である」と確認し合う輪の広
がりを基本として，それを実体あるコミュニ
ティと認識しているためである。そして本稿
の主題はまさに，この彼ら自身が実感を持っ
て認識するところの華人コミュニティが，冒

�  ロンドンにおける家族の夫婦役割とそれを取り巻く社会的ネットワークを分析した社会人類学者・
精神分析医エリザベス・ボットは，社会的に密なやり取りを交わす近隣関係 彼女は「高度に結合
したネットワーク highly connected network 」と表現している の間では，互いに対する ネ
ガティヴな うわさが絶えないことを観察し，以下のように述べている。「話し相手がいることや，
ちょっとした助け合いができることの恩恵を得たいのなら，地域の基準に同調しなければならない
し，うわさ話の対象にされるということは，一緒にうわさ話をする相手になるのと同様，近隣ネッ
トワークに包摂されつつある証でもある。［…］うわさ話がないところには仲間はいない，という
ことである［ボット ���: ��］。」

�  プリブミとの接点は，たとえば各家に住み込んでいるお手伝いさん，店の従業員や客，あるいは隣
近所や役所での関係等々，極めて日常的なもので，これなくして華人の生活は成り立たないと言っ
ても過言ではない。しかしながら，前に示したカテゴリーとしての「華人対プリブミ」の二項対立
があまりに根源的なものと捉えられているため，どんなに日々顔を合わせるようなつき合いのある
間柄でも，「彼はプリブミだがよい人だ」，「彼女はジャワ人だがよく働く」，「彼は役人だが お金
などを 要求することはない」などと言うような評価がなされることが非常に多い。確かにこうし
た評価によって，その相手に対する認識は，内部均質的な「他者」としてイメージされた「プリブ
ミ」・「ジャワ人」・「役人」から，具体的な顔の見える個人へと転換されたことを意味する。これは
小田［���: ���］の言うところの，本質主義的にまで二分された非真正な社会レベルでの境界を「再
領土化」し，真正な社会としての生活の場に引き込むような戦術的あり方とも重なってくる。ただ
皮肉にも，そうした豊かな固有性を持った具体的関係性の中へと特定個人を引き込む過程で，「だが」
と逆接を用いることによって，かえって一般の「プリブミ」や「役人」に対する象徴的イメージは
強化され，ますます「他者化」されてしまうことになる。またそうして二項対立の壁を乗り越えて
顔の見える関係に引き込まれた人に対しても，何かの折にはすぐさま「やっぱりプリブミだ」など
というように，定式的にイメージされたカテゴリーの世界へ追い戻す回路が常に保留されていると
も言える。

 　なお註 ��でも述べるように，公務員の華人は現実に極めて珍しいため，通常は「役人」という
範疇の中に華人は含まれないものと理解されている。それゆえこの「役人」という語は，時に「プ
リブミ」や「ジャワ人」と同義となる。一般にインドネシアの華人は，自分たちを「二級市民 warga 
kelas dua 」ないし「搾乳牛 sapi perahan 」として扱う「役人」や，それが体現する国家制度
そのものに対して極度の不信感を抱いており，なるべく関わらないようにする傾向がある。
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頭で述べた危機対処のために成立した組織に
よって明確な形を与えられていく過程であ
り，またその彼らによって捉えられたコミュ
ニティの想像の広がり

4 4 4 4 4 4

が，現実に近隣の町の
華人コミュニティとの間に広域ネットワーク
を形成していく中でどのように拡張されてい
くのか／いかないか，さらには大きく変転す
る情勢の最

さなか

中にあって彼らによって生きられ
る「華人性」というものにどのよう変化が起
こるのか／起こらないのかということなので
ある。
以上の議論を踏まえ，以下では「新秩序体
制 Orde Baru 」から「改革の時代 Era 
Reformasi 」へと体制が移行する混乱の中，
ルンバン一帯の華人たちがどのような危機対
処を行なったかを，時系列に沿って詳細に見
ていきたい。
まずこの後の第 �章では，���	年のイン
ドネシアの全国的混乱に至るまでの背景を簡
単に見た後，ルンバン県下の漁町クラガンで
発生した暴動に焦点を当てる。
続く第 �章では，さらなる危機の高まりの
中で，ルンバンの政府当局によって開催され
たひとつの集会を採り上げる。この集会は，
内務省の地方出先機関である社会政治局が県
下の「チナ事業者」を一堂の下に集め，間近
にルンバン町内で大規模デモが予定されてい
ると注意を呼び掛けた上で，各事業主・商店
主に対し自己対処を求めるという内容のもの
であったが，ここではまさに上で述べたⅠの
基準によって「華人 チナ 」の認定が行な
われ，そのアイデンティティが集会出席者に
強く内面化されていく様子が示されるであろ
う。
これに続く第 �章・第 �章は，ルンバン

の華人たちが危機対処のために結成した組
織，本稿のタイトルにもなっている「影の華
人組織」についての記述である。この つ
の章では，当該組織に深く携わったひとりの
インフォーマントの証言を基にして，もとも
と人々の間でゆるやかなまとまりとして認識

されていた華人コミュニティの中からどのよ
うにしてこの組織が立ち上がり，またそれが
どのようにして広域ネットワークを築き上げ
たかを跡付けてゆく。
最後にまとめの前の第 �章では，こうして
成立した組織や連携体制が結局は短期間のう
ちに消滅してしまった事実を通して，そこに
働いたであろう華人コミュニティ内部の論理
を浮き彫りにする。
なお，ここで扱う内容は，インドネシアの
華人の多くにとっては「影」の部分に属する
あまり語りたくない事柄であり，事実それを
筆者に語ってくれたインフォーマントもごく
一部に限られている。しかしながら，現代イ
ンドネシアでいかに「華人」や「華人コミュ
ニティ」なるものが立ち現れ組織されていく
のか，またその華人コミュニティが日頃彼ら
の間でどのように想像されているのかを照ら
し返して見ていく上で，これは欠くことので
きない重要な事例研究となるであろう。そう
してそこで生起した人々の行動や関係性をつ
ぶさに見ていくことが，「華人」なるものの
多様なあり方へのより深い理解に結び付くも
のと信じる。

�. クラガンの暴動

�.�. ����年の危機
����年代後半のインドネシアは，政治・
社会・経済あらゆる分野で混乱を極めたまさ
に激動の中にあった。政治面では，����年
に起きたインドネシア民主党 PDI 党首メ
ガワティ Megawati Soekarnoputri の解
任とその一派への襲撃事件 �・�事件 を
経て，�選目を目指すスハルト Suharto
大統領に対する政治不信が募っていた。政治
的に無力化された学生を中心とする社会に不
満を持つ人々は，イスラームに新たな可能
性を見出すようになるが［cf.見市 ���: 第
章］，やがてムスリムとしての権利を主張
し擁護することが正当なことと見做されるよ
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うになり［Purdey ���: ��, ��］，各地でキ
リスト教会襲撃などの事件も頻繁に起きるよ
うになる。また ����年 �月のタイに端を発
する通貨危機により，インドネシア経済は深
刻な打撃を蒙る。それ以前は �ドル＝,���
ルピアを維持していた為替相場も，��月に
は �,���ルピアに急落，その後国際通貨基金
IMF からの支援受け入れを決めるも，翌
年 �月半ばにはついに �ドル＝��,���ルピア
にまで下落する。この間補助金カットなど極
端な緊縮財政が採られたことで，物価の高騰
と失業の増加を招き，人々の暮らしも混迷の
度を深めていく［Purdey ���: �	 	�］。
スハルト体制成立後のインドネシアでは，

����年のマラリ Malari 事件，��	�年の
タンジュン・プリオク Tanjung Priok 事
件などを契機に，その都度全国的な反華人暴
動に発展した歴史があるが［Purdey ���: 
 �］，この ��年代後半も華人に対する暴
力の波が次第に広まりつつあった。それらは，
元々はローカルな利害対立であったり，裕福
な者への嫉妬，あるいはイスラームにとって
脅威とされたものに対する排除機制など，理
由は様々であったかもしれないが，次第にあ
らゆる問題の根源が華人自体に転嫁されて理
解されるようになる［Purdey ���: ��, ���］。
かくして，各地で起き出した反華人の暴力が
次なる反華人の暴力を正当化するという具合

に，華人に対する暴力は許容されたものとし
て常態化していくのである［Purdey ���: 
�, �	; Siegel ���: ��; cf. Shiraishi ����］。
この政治・経済・社会的混乱はやがて �	
年 �月，ジャカルタでの学生デモへの発砲
から大暴動へと発展し，その過程で多くの華
人が略奪やレイプの被害に遭う�［Purdey 
���: Chapter �］。そしてその月末にはつい
にスハルト大統領も辞意を表明，�年間握
り続けた権力の座から降り，時代は「新秩序
体制」から波乱に満ちた「改革の時代」へと
入ってゆく。

�.�. 緊張高まるルンバンの町
中部ジャワ州の東北端，波静かなジャワ
海に面する小さな港町ルンバンでも，後に
こうした事態に発展していく全体状況の中
で，次第に緊張感が高まりつつあった。この
町の歴史を振り返れば，����年の �・��事
件後の混乱の中，町を南北に貫くメイン・ス
トリートであるカルティニ通り Jl.Kartini
沿いの商店 �	軒が焼打ちに遭ったほか，複
数の家が投石，家宅侵入，商品・家財道具
持ち出し等の被害を受けている� 。被害に
遭ったのは，通りに面して商店を持っていた
り，大きな家に住んでいる華人が大半であっ
た	 。また ����年 �月 ��日の田中角栄首相
のインドネシア訪問を機にジャカルタやソロ

�  �月暴動に関しては，被害件数も含めいくつかの異なった見方が存在する。対照的な分析として，
たとえば TGPF［���	: Bab IV］と Zon［���: �� ���］を見比べよ。

�  この町に暮らす共に ��代の男性の記憶によれば，����年当時，陸軍特殊連隊 Puspassus AD
や海兵隊 KKO などがルンバンに入り，「赤狩り」を行なったという。このカルティニ通りの
一角にはインドネシア共産党 PKI＝Partai Komunis Indonesia と関わりを持つ人物が住んでい
たとされ，その家を含む通りの西側，線路より南の一帯全てが焼かれたという 地図  。タン TS
への自宅でのインタビュー ���年 �月 �日 ，およびニョー YTへの自宅でのインタビュー ���
年 �月 ��日 による。ちなみにこのニョー YT ���年死去 は，本稿第 �章および第 �章で中
心的に紹介するニョーGKの長兄である。

	  �・��事件以前には，華人に対しインドネシア国籍取得を奨励するとともに，国籍を取得した華
人の権利擁護のため活発に発言し運動を展開していたバプルキ Baperki＝Badan Permusyaratan 
Kewarganegaraan Indonesia という団体が，多くの華人の支持を得ていた。しかしこのバプル
キは，スカルノ時代末期にインドネシア共産党 PKI と接近していたことから，事件後に弾圧を
受けることになる。ルンバンでも事件後の混乱期に，共産党と直接／間接に関わっていたプリブミ
が多数逮捕・殺害されているほか，このバプルキに関与していた数名の華人も逮捕されるか，ある
いは事前に逮捕を恐れて逃亡している。ニョー YTへの自宅でのインタビュー ���年 �月 �日
による。 ↗
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Solo/Surakarta で大規模暴動が発生した
際にも，この町では数件の華人商店が石を投
げられ，軽微の被害を出している。マラリ事
件と呼ばれるこの全国的反華人暴動の直後，
ルンバン県全域を管轄する軍小分区司令部
Kodim＝Komando Distrik Militer � の命
により，華人の若者たちが集まって治安につ
いて協議するための組織 Seksi Keamanan 
Tionghoa が作られたという�� 。しかしその
役割はすぐ後に，陸軍と内務省のバックアッ
プを受けて成立し華人同化政策を推進する
全国組織 B

バコム  ペー・カー・ベー

akom-PKBによって引き継がれ，
以降このセミオフィシャルな団体が，華人に
まつわる問題について公式な窓口になると同
時に，華人の動員組織ともなっていった。
さて，���	年初頭，�月 ��・��両日の断
食明け大祭を目前に控えたルンバンでも，物
価の高騰は極めて深刻で，それによって惹き
起こされつつあった社会不安から，この町で
も長らく起こっていなかった良からぬ事態，
すなわち暴動・略奪などの類が発生すること

も懸念され始めていた。こうした中，ルン
バン県 Bakom-PKB�� は会員から金を集め，
食糧等生活必需品 sembako の安価供給
を県内各地で行なうことにする。パサール・
ムラ pasar murah と呼ばれるこの安価市
は，市価で購入した米や食用油，インスタン
ト麺などを，そのおよそ ��～��％の値で庶
民に提供するというもので，今までにも機会
があるたびに何度か行なわれてきたもので
あった� 。
第 �回目のパサール・ムラは �月 �～��日，
ラセムの南東� kmの町パンチュル Pancur
で開かれた。次いで �月 �	・��の両日に
は，ルンバンの町の中心部，県庁舎の斜向
かいにある交通警察 Polantas＝Polisi Lalu 
Lintas，地図  の敷地内で第 回目の市が
開催され，華人会員自らも販売を行なった。
さらに �・	日には，ルンバンの華人居住
区の南縁にある中国寺院，福徳廟�� で米の
無料配布が行なわれることになっており，こ
うした一連の庶民への生活援助活動によっ

↗ 　この他にも �・��事件当時は，ある程度裕福な家庭の人は何かと落ち度を見つけられては逮捕
され保釈金を要求されるなどしたため，多くの華人がスマランなどの大都市へ一時的に避難したと
もいう。ウィHGへのインタビュー ��年 ��月 ��日 ，およびタン TSへのインタビュー ���
年 �月 �日 による。両者とも ����年当時スマランへ一時避難した経験がある。

�  インドネシアの軍制では，�ないし複数の州を管轄する軍管区司令部 Kodam の下に，旧理事
州レベルを管轄する軍分区司令部 Korem ，さらにその下に県レベルを管轄する軍小分区司令部
Kodim が置かれている。

��  ����年 �月にルンバンで投石等の破壊活動を行なった犯人は，ルンバン軍小分区司令部 Kodim
に捕らわれていたが，この華人治安協議組織のメンバー数名は犯人と対話を行なう機会があった。
その際メンバーは犯人から，「チナは閉鎖的 eksklusif だからこうなるのだ」と逆に指摘を受け
たという。この組織に参加し犯人との対話を行なったニョー YTへのインタビュー ���年 �月
��日 による。

��  当時ルンバン県の Bakom-PKBの長は第 �代のチョアKD 商店経営者 だったが，実質的には
土建業者・コントラクターで村落部のプリブミにも顔が利くリー ISが代理で取りまとめを行なっ
ていた。

�  安価市や直接の食糧配布，献金などによる緊張緩和策がいつ頃から採られるようになったかは不明
だが，たとえば同じ時期にソロ市などでも行なわれているように，以前からインドネシア華人の常
套手段となっていたようである［Purdey ���: ��］。

��  ルンバン町内には つの中国寺院 klenteng がある。町の北側，海に面した一角にある慈惠宮
Tjoe Hwie Kiong は �	��年建立，航海の女神である媽祖 天上聖母 を主神として祀ってお
り，一方南の丘側には，やや時代が下って建てられた福徳廟 Hok Tik Bio があり，その名の
とおり土地と財の神である福徳正神を祀っている 地図  。スハルト体制下で「華人文化」への
風当たりが強くなる ��年代後半，ルンバンの華人たちはヤヤサン・メタ・ブミ Yayasan Metta 
Bhumi という組織を立ち上げ，慈惠宮・福徳廟を一体的に管理運営するとともに，両寺院のステー
タスも公認宗教仏教の施設 vihara であると名乗るようになる。ヤヤサン・メタ・ブミでは設立
以来，町内で影響力を持つひとりの熱心な仏教徒が一貫して理事長職に就いてきたが，やがて ↗
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て，社会的に不穏な空気がルンバン県全体で
少しでも和らぐことが期待されていた。
しかしそうした期待とは裏腹に，事は起
こったのである�� 。

�.�. クラガン―嵐の前
ルンバン県クラガン郡の中心クラガンの
町は，県都ルンバンから東へおよそ �� km，
遠浅のジャワ海に面した静かな漁業の町で
ある�� 。この人口 �万ちょっとの小さな町��

も例外なく物価高騰の影響を受けていた。
米・卵・食用油などの生活必需品の価格は，
何としてもこれを維持するよう県からの通達
があったため辛うじて持ちこたえられていた
ものの，漁具等の値段は ���	年初頭には以
前に比べ ～�倍にも跳ね上がっていた。さ

らに断食明け大祭を控えて都市部の水産業者
が休業体制に入ったことから，漁民たちは漁
に出ても水揚げした魚を売り捌くことができ
ず，この町の中では供給過剰から魚の値は自
然と下がっていた。
こうした状況に追い討ちをかけるように，

�月 �日，クラガンの町の西隣に位置する
パンダガン Pandangan の町�� で，石油
小売業者が石油燃料の販売価格を値上げする
との噂が広まった�	 。これを受け，クラガン
でもすぐさま値上げを禁止する旨の通達が出
されたものの，現実に各小売業者の間で石油
燃料のストックは底をつき始めており，値上
げはもはや時間の問題という状況に追い込ま
れていたという�� 。
こうした中，翌 �日の日没前後にこのパ

↗ 極度に「宗教性＝仏教性」を強調する一方「華人性」を抑えようと努めるあまり，カトリック信者
の華人を中心に寺院離れを招いたのみならず，理事長らによる不明朗な会計処理などから人々の不
満が募り，����年についに有志がこの理事長をクーデター的に解任する。さらに，過度の仏教化
により生じた弊害を解消するために，「仏教寺院 vihara 」となっていた寺院のステータスを改め，
宗教的に中立な中国の伝統的信仰に基づく施設である「中国寺院 klenteng 」とし，両寺院の管
理運営組織もヤヤサン・ドゥウィ・クマラ Yayasan Dwi Kumala と名を改める。この地位変更
手続きには政府の介入もあり �年余りを要したが，その後寺院の活動はかつてのようにカトリック
信者なども巻き込んで活性化し，このヤヤサン・ドゥウィ・クマラは仏教／キリスト教など宗教の
別を問わない町の華人を代表する組織として位置づけられていく。このルンバンの寺院の地位変更
過程を，スハルト政権の課す宗教政策と対華人政策との係わりの中で論じたものとして津田［���］
を見よ。このヤヤサン・ドゥウィ・クマラは，本稿の主題でもある「影の華人組織」の成立に大き
く関与した。これについては第 �章以降で詳述する。

��  以下で述べる ���	年 �月末にクラガン周辺で起きた暴動の概括および背景分析については Purdey
［���: �� ��］を見よ。

��  このクラガン一帯は，���年 �月にジャワ島攻略を狙う日本軍が上陸した地点のひとつとしても
知られている。クラガンでは ����年に PKI狩りの騒乱が起きたが，その後 �	年までは平穏で何
事もなく，華人を取り巻く社会的関係も非常にうまくいっていたという。

��  ���年の人口統計によると，クラガン郡全体の人口は ��,���人，うち“Cina (WNI)”の項目
は ���人となっている。クラガン郡はさらに �の行政村に分けられるが，そのうち中心をなす
のはクラガン村である。ただし市街地部分は北海岸大道路沿いにさらに東へ �村 Karangharjo，
Karanglincak，Karanganyar にまで広がっており，本文中では現地の感覚にしたがいこれらを
まとめて「クラガンの町」と表現している。�村合わせた人口は �,���人，このうち “Cina WNI ”
は ���人 クラガン村とその東隣の村に ��人 となっている［Karakteristik Penduduk Kecamatan 

Kragan: �, ��］。
��  クラガン郡に属するパンダガンの町は，行政上東西 つの行政村 Pandangan Wetan，

Pandangan Kulon から成っている。���年の人口統計によると，両村合わせた人口は �,��人
東：�,�人，西：,	��人 ，うち“Cina WNI ”の項目は ��人 東：�人，西：��人 となっ
ている［Karakteristik Penduduk Kecamatan Kragan: �, ��］。

�	  当時灯油の小売価格は市価で �リットル ��～ ���ルピア程度だったが，噂ではこれが一気に �,���
ルピアに値上げされるとのことだった。ちなみにこの噂となったパンタガンの石油小売業者はプリ
ブミであった。

��  タン CPへの自宅でのインタビュー ���年 �月 �日 による。なお，石油燃料販売価格の値上
げを禁ずる通達の出所については確認できなかった。
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ンダガンで暴動が発生，結果として噂の元で
あった石油小売業者のみならず，街道沿いの
華人商店が次々と略奪される。そして同日夜，
そこからほんの数 kmしか離れていないクラ
ガンの町でも，より大規模な暴動が起こるの
である。
以下では，この夜略奪の被害に遭った �人

のクラガンの雑貨店主の話を基に，具体的に
そこで何が起こったのかを見てみよう。話を
してくれた店主の名はタン CP，クラガンに
生まれ，父母とルンバン出身の妻，それに娘
インタビュー時高校 �年 と息子 同中学

�年 の �人暮らしである�� 。自宅は町中心
部，北海岸大道路沿いに建つこの町で一番大
きな雑貨店で，そこから � kmほど街道を西
に行った所にも大きな倉庫を所有し，そこで
家具の製作・販売等を行なっている。筆者は
タン CPの娘と携帯メールで挨拶を交わす程
度の面識があったが，���年 �月 �日，た
またまタン CPが娘を連れてルンバンの妻の
実家に遊びに来ていた折に呼び出され，そ
のままこの親子に誘われるままにクラガン
の家までついて行ったのである。夕食をご
馳走になった後，筆者は彼の家で，村の助
役 sekretaris desa など近所の人たちを交
えて世間話をしていた。筆者の研究テーマな
どを聞かれたことから，話は華人とプリブミ
の関係についての一般論に及んだ。そこで筆
者がおもむろに，「そう言えばこの辺りは �	
年に略奪に遭ったと聞いているが……」と話
をタン CPに振ったところ，その場では適当
に受け流され，もしその話が聞きたいのなら
他の客が帰ってからだと小声で言われた。他

の客が皆引き払った夜 �時過ぎから，彼に対
するインタビューは家の中庭で �対 �で深夜
まで続けられた�� 。

�.�. 証言―雑貨店主タン CP
�月 �日の夜 	時頃，ちょうど中国正月

Imlek の 日前，漁民 nelayan たちが
町の広場に集まった。当時は物価が上がる一
方で魚は売れないし，それにパンダガンでは
灯油が値上がるという噂があったので，漁民
も本当に大変だったと思う…［ここでしばら
く，具体的な物価の情報を話し出す］。
それで，彼らは町内の漁具を扱う �店舗

に対して商品値下げを要求するデモを行なう
ことになった。初めの標的は Toko Rj, Toko 
Mc, Toko Bg, Toko Syの �店，これは皆漁
具を扱う店だった。当時漁具もどんどん値上
がりしていて，ラセム［� km西］やトゥバ
ン［Tuban: 東へ州境を越え �� kmにある同
名の県の県都］にまで仕入れに行っても中々
手に入らない状態だった。広場では騒ぎにな
るのを警戒して ��～��名ほどの警官が待機
していたが，傍観しているだけだった。その
うちデモに参加していた群衆 massa が暴
れ出す。なんでも，黒い忍者 Ninja の覆
面をしたプロフェッショナルな一団が，人々
が広場に集まっている時から煽動していたっ
て話だ。実際後でうちのあの鉄扉［＝インタ
ビューを行なっている中庭から見える家の裏
扉］を打ち破ったのも，忍者姿の奴らだっ
た。奴らは体つきも良かったし，明らかにプ
ロフェッショナルだ。扉を打ち破るとすぐ後
ろに退いて，後は漁民なんかに好き勝手にや

��  この他に住み込みのお手伝いさんとして 名のジャワ人女性が同居していた。タン CPの父は
���年 �月死去。

��  以下の記述は，当日録音機材を持ち合わせていなかったため完全な再現とはなっていないが，後日
インフォーマントの話をできる限り再現可能なように，筆者は逐一細かくノートをとった。なおタ
ン CPによると，暴動から �日後にオーストラリアのテレビ局 ABCのクルーが同氏を訪ね，カメ
ラをセットして暴動の経緯についてのインタビューを行なおうとした。彼は今回同様知っている限
りのことを全て話すつもりだったというが，すぐに警察がやって来て，インドネシアの名を汚すよ
うな嘘の情報を話したら罪に問われることになると警告した上で，結局取材自体を許可しなかった
という。
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らせてしまう。だから彼ら自身は略奪が目的
じゃない。
暴れ出した群衆は，おじさん［＝自称の

“Om”］の家の向かいにある Toko BK� の
前に集まり出した。夜 ��時 ��分，人々はそ
の電器店の表門に鎖を結び付け，それをト
ラックに繋いで引き倒させようとするが，こ
れは失敗する。トラックは単に通りがかりの
トラックだった。おじさんは無線機を地元警
察の周波数に合わせてずっと聞いていたんだ
けど，深夜 �時 �分，サラン［Sarang: クラ
ガンの東隣の郡］境界から別の群衆が押し寄
せて来るとの情報が入ると，待機していた警
官は皆そちらに向かってしまう。いつも肝心
な時に警察はいなくなってしまうんだ。ジャ
カルタの時［＝���	年の�月暴動］もそうだ，
警察がいなくなると同時に略奪が始まる。こ
の時も警官がすっかりいなくなったもんだか
ら，途端に人々は Toko BKの裏口から押し
入って，テレビだの冷蔵庫だのを次々と持ち
去って行った。警察無線では向かいの店主が，
「裏口が破られた，早く来てくれ！」って悲鳴
を上げていた。その時おじさんはここから表
の様子を覗いていたんだ…［と言って筆者を
表通りが見えるトイレの陰に案内してくれる］。

［もとの中庭の席に戻って］…その直後に，
今度はおじさんの店にも人々が群がり出し
て，表の店のシャッターを開け出した。おじ
さんは急いで家族をここ［＝インタビューを
行なっている中庭］に集め，表の店と裏の住
居とをつなぐ扉をテレビで塞いだ。今から考
えるとどうしてあんな大きなテレビをひとり
で持ち上げられたんだか不思議だけど。
その後電気を全部消した。店の前からは，
誰が押し入ろうとしているのか顔が見えな
くなるから電気を消すなって声がしていた。
おじさんの家族は日頃から隣近所とオープ
ン terbuka につき合っているだろ。従業
員とも皆上手くやっているし，娘も息子も中
学までは地元の学校へ通わせているし，高校
もルンバンだ。普通唐

トゥンラン

人［Tenglang: 福建語
起源の華人の雅称］なら子供たちをスラバヤ
かどこかのもっと良い学校にやるんだろうけ
ど�� ，うちは違う。それにおじさんはジャワ
人の貧しい男の子の学費の面倒も見てやって
いる。この辺の漁民なんか，もちろん今は
もうそんなことないんだけど，��年くらい
前まではよそ者 pendatang が来ると怪し
がってその人の後ろをぞろぞろついて廻って
いたものだった。おじさんの家はそんな時代

�  タン CPの店舗兼住宅と北海岸大道路を挟んで向かい合わせに建つ大きな電器店で，タン CPの妻
とは縁続きである。かつてルンバンの町で電器店を営み，現在は食堂を経営するニョー YTによる
と，この Toko BKは，ルンバン県知事，軍小分区司令官 Dandim ，県森林局長などから毎月
��％程度の高い運用益を出す約束で数百万ルピアを託されていた。Toko BKに金を託した各部署
の長たちは部下に当店で家電を購入するよう指示，店側はその購入者の上司による保証があるので
支払いを一定期間猶予すると言う代わりに，価格を ��％上乗せする。こうして，店側もお金を託
している長たちも購入者も皆が得をするという魔法めいた方法で順調に売り上げを伸ばした Toko 
BKは，ルンバン県で一二を争う規模の電器店に成長した。ニョー YTへの自宅でのインタビュー
���年 	月 �日 による。このニョー YT自身，かつて県知事から同様の運用率で資金を預かっ
てくれないかと話を持ちかけられたことがあるが，このような「うまい」方法を思い付かずに断念
したという。

��  ルンバンや近隣県の華人は，子息により良い教育を受けさせるために，お金の許す限り大都市 時
には海外も にある有名学校に通わせることが多い。早い子供では中学から，多くは高校に上がる
時点から親許を離れ，学校そばの寮や下宿に入るか，親戚の家で生活を送ることになる。この辺り
一帯の華人に特に好まれるのは，スラバヤやマラン Malang ，スマラン，サラティガ Salatiga ，
ジョグジャカルタ Yogyakarta などの学校で，大学になるとジャカルタやバンドゥンも選択肢
に入ってくる。またルンバンには大企業がないため，卒業後はそのまま県外の大都市で就職するこ
とが多い。逆に大学を出てまでルンバンの実家に戻って来ることは，何かしら恥ずかしいことのよ
うにも捉えられている。ただし，厳しい経済環境下では高学歴でも都市での就職は難しく，実際に
は少なからぬ大卒者が親の店で働いている。
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から周りの人たちと社会的にオープンなつき
合いをしていたから，ずっと安全だった。だ
からこの時も近所の人たち，もちろん皆プリ
ブミだけど，彼らが興奮している群衆を鎮め
ようとして店の前に来てくれていたんだ。彼
らは電気を消すなって叫んでいたけど，息子
はもう歯をガタガタ言わせていたんで，おじ
さんはやっぱり電気を消したんだ。息子は当
時まだ小学生，口では大丈夫だって言ってた
けど，もう緊張して震えていた。
そのうち表では店が荒らされる音がして，
その後すぐ，今度はそこの鉄扉［＝家の裏扉］
もガンガン音を立てて押し破られる，例の忍
者に。おじさんはもう覚悟を決めて，押し破
られた扉の隙間から半分顔を出して叫んだん
だ。「表の店の商品を持って行きたければ持っ
て行け，自分が傷つけられる分にも構わない，
でも家族に手を出すことは許さない」って。
すると皆尻込みして，今度はそのまま脇の小
道に沿って南に，次の店へと向かって行って
しまった。
結局この晩クラガンの町の店は全部やられ
た。被害を受けなかったのは 軒だけかな。
おじさんの倉庫［＝� kmほど西の町外れに
ある家具倉庫］も誰か守ってくれたんだろ
う，無事だった。隣の家なんかは火をつけら
れそうになったけど，郡長 camat が必死

に説得して止めさせたらしい�� 。
でもまだこれで終わりじゃなかった。その
後しばらく経った 時 ��分，今度は夜明け
前に漁に出るために漁民たちが村から出て来
るだろ。するともうさっき店が荒らされたば
かりで，まだ通りのあちこちに商品が散ら
ばっている。それを物色し出すんだ。テレビ
とかが道端に落ちていれば誰だって拾うだ
ろ。日本ではまだ映るテレビが道端に捨てて
あるっていうけどね。漁民たちはたまたま通
り掛かったら，商品が散らばっていたから
取っていたってわけだ。その時やっと警官が
駆けつけて，銃を空に向けて撃った，すると
皆散って行った。
夜が明けておじさんが表に出てみると，も
う店は滅茶苦茶で床は血だらけだった，多分
割れたガラスで切りでもしたんだろう。早朝
のうちにルンバン県知事 bupati が旧郡
役場 kawedanan �� にやって来て，生活必
需品を売る店はすぐ商売を再開するようにと
言ったんだけど，できるわけがないよね。う
ちは打ち破られた店のシャッターを塞ぐだけ
で手一杯，友人たち teman-teman が板や
布で塞いでくれたんだ。その後はもうトラウ
マになってしまって，姉の暮らすスラバヤへ
引っ越そうかとも考えた。妻は賛成したけど，
父は反対，だってクラガン生まれだから。結

��  この日の被害として，��軒前後の店が略奪されたほか，カトリック礼拝堂，ジャワ・クリステン
教会 GKJ が聖像破壊・投石等に遭ったと報告されている［Kompas ���	年 �月 	日付 ：
“Situasi Kragan Normal Kembali”］。

 　筆者は ���年 �月 �日，新しく改修中のクラガンのカトリック礼拝堂を訪れたが，案内してく
れた改修担当者 クラガンでバイク部品を扱う店を経営する華人 によると，礼拝堂の敷地のすぐ
隣はイスラーム学校 madrasah で，昔から頻繁に石を投げ入れられていたため，間に高さ  m
ほどの塀を設けたが，その後余計に石を投げられるようになったという。現在は投石によって破
損してもすぐに取り替えられるようにと予備の瓦を敷地隅に積んでおり，また礼拝堂の改修に合
わせて塀の上にさらに防護ネットを張ることも計画中であるという。彼は現在教区内にはおよそ
���名の信者がいるとして，「自分たちはマイノリティ minoritas なのだから余り周囲から孤立
terisolasi しないように気をつけねばならないのだが…」と付け加えた。全ての華人がキリスト
教徒でないのと同様，全てのキリスト教徒が華人ではもちろんないのだが，双方はそれなりに重な
り合っているのも事実であり，またマイノリティであるとの意識も共有している。

��  植民地時代から独立後しばらくまで使われていた行政単位“Kawedanan”は，現在はそれをさら
にいくつかに分けた郡 kecamatan に機能を移して廃止されている。クラガンにはかつてはこの
“kawedanan”の役場が置かれていたが，地元住民はその建物跡と広場を今でもその名で呼んでい
る。なお ���年にこの旧郡役場の建物は解体され，新しく市場が建てられている。
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局もう一度同じような目に遭うようなことが
あればその時は引っ越そうということになっ
た。向かいの Toko BKも一時は店を畳んで
引っ越すことを考えていたらしい。なんせ一
晩で �億ルピアの被害だからね�� 。うちの被
害は大体 �億ルピア，ジャカルタの金持ちに
とっては大したことない額かもしれないけ
ど，田舎 desa のスタンダードからすれば，
もう大変だ。結局大方の店が開き出したのは，
�ヶ月くらいしてからかな。
この略奪のあったのと同じ日のうちに，今
度はサランから攻撃されるって情報もあっ
たけど，その時はすでにバタリオン ���
［Batalyon Infanteri ＝Yonif ���/Algora: 
南隣のブロラ県に駐屯する陸軍第 ���歩兵大
隊］が応援に来ていたし，それにクラガンの
人たちも協力し合って守ったから，何も起こ
らなかった。でも 日目には，サランとス
ルケ［Sluke: クラガンとラセム両郡の中間
に位置する郡］の町が両方皆略奪されてい
る�� 。この日おじさんは車でスラバヤに行っ
て，その後ルンバンにも行ったんだけど，道
中やられていたのはこの一帯だけだった。

�.�.  暴動の解釈―「華人対プリブミ」の壁を
めぐって

この後タン CPへのインタビューはさらに
小一時間ほど続き，彼はスハルト政権末期の
ウィラント Wiranto 国軍司令官とスハル
トの娘婿プラボウォ Prabowo Subianto
陸軍戦略予備軍司令官との確執の話を持ち出
した。���	年 �月暴動に至る混乱がこの 
人の軍高官のライバル関係によって生み出さ
れたとする陰謀説は，事件後から新聞・雑誌
などでかなり流布していたが�	 ，タン CPは
このように暴動の背景を説明することで，結
局いつもスケープゴート kambing hitam
にされるのは我々「チナ」なのだと語る。そ
して，実際に略奪を行なった漁民たちは謎の
黒装束の「忍者」集団にそそのかされただけ
であって，彼らは無知だから仕方がないし生
活だって苦しかったはずだ，と擁護さえする
のである。
似たような声は，ルンバンの町で東ジャワ
料理の食堂を経営するニョー YTからも聞か
れた。ジャワ人を妻に持つ彼は，仮に一般民
衆 rakyat が本心から「チナ」を嫌ってい

��  この町で最大の被害を受けた Toko BKから略奪されたテレビなどの商品は，その後この地のイス
ラーム教指導者が住民に返却を促した結果，その �割ほどが戻って来たという。ニョー GKへの
自宅でのインタビュー ���年 	月 ��日 による。

��  スルケの町に長年暮らす華人男性Gkは，北海岸大道路に面したひどく粗末な木造の建物で VCD
レンタル店を営んでいるが，往来から見えないその建物裏手に立派な家を持っている ただし自分
では住まずに年 ���万ルピアで人に貸している 。彼によれば，田舎 desa に暮らす上では余り
豪奢な家に住むとすぐ人々から妬まれるので気をつけねばならないのだという。実際この ���	年
の暴動時，彼の両隣の家は略奪・破壊されたが，自分の店は見るからにボロだったので，石すら投
げられなかったという。Gkと筆者を含め �人で食堂で昼食をとりながらの雑談 ���年 �月 �日
による。

 　���年の人口統計によると，スルケ郡全体の人口は �,�	�人，うち“Cina WNI ”の項目は
��人となっている。郡の中心部にあたるスルケ行政村に限ってみれば，全人口 ,���人中“Cina 
(WNI)”は ��人である［Karakteristik Penduduk Kecamatan Sluke: �, ��］。本文中ではこのスルケ
行政村とその周辺の市街地部までも含めて「スルケの町」と表現している。

 　サラン郡は全人口 ��,���人のうち“Cina WNI ”は ��人で，その分布は全 �行政村のうち
市街地を構成する �村に集中している［Karakteristik Penduduk Kecamatan Sarang: �, ��］。

�	  たとえば �月暴動の真相究明のための政府諮問機関 TGPF Tim Gabungan Pencari Fakta によ
る分析［TGPF ���	: Bab V］，Christianto Wibisonoによる記事［Suara Pembaruan ���年 �
月 �日付 ：“Dua Jenderal atau Mega-Jenderal?”］などを見よ。なお，人のライバル関係なら
びに �月暴動に関するウィラントの見解は Azhari［���: Bagian I］を，プラボウォの友人がウィ
ラント批判の立場から書いたものは Zon［���］を見よ。両当事者自身による �月暴動に対する
見解は，改革の時代に入って �年目を記念する雑誌の特集号に掲載されたインタビュー記事［Tempo 
No.�/XXXII/��-� Mei ��� : �� ���］を見よ。
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るのだとしたら我々は村落 desa になど
入る勇気はないが，実際はそんなことはなく
村人 orang desa ともちゃんとつき合って
いける，だから暴動には何か政治 politik
が絡んでいるはずだ，と指摘する�� 。
事実各種報道によれば，この日クラガンの
町を襲ったのは近隣 村の漁民を中心とし
た数千人なのだが，その中には正体不明の見
知らぬ若者集団の存在が確認されており，さ
らに 日後のスルケの暴動時にも同一の集
団が再び姿を見せたと伝えられている�� 。
もちろん筆者にはこうした陰謀説の正否を
確認するすべはないし，それは本稿の趣旨で
もない。ただ印象的なのは，タン CPにしろ
ニョー YTにしろ，日常的に如何に彼らがプ
リブミと上手くやっているかを繰り返し述べ
たことである。恐らく彼らの心情としては，
「チナは閉鎖的 eksklusif だ」という定式
化した言説を念頭に，それを否定したかった
ものと思われ，それはたとえばタン CPが，
自分の家族が日頃からプリブミとオープン
terbuka につき合ってきたことを強調して
いた点からも明らかだろう。言うまでもなく，
この彼らの語りの大前提には，「華人対プリ
ブミ」という例の構図が横たわっている。ま
た一般に，「漁民 nelayan 」や「村人 orang 

desa 」，「警察 polisi 」，あるいはここで
は出てこなかったが「農民 petani 」や
「カンプンの人 orang kampung 」，「役人

pejabat 」などといった場合にも，そこに
華人が含まれることは人々の経験上まずない
と言ってよい�� 。そのためこれらの語も，敢
えて「ジャワ人の」や「プリブミの」といっ
た説明を伴わなくても，それによって示され
る人たちが華人ではないということを即座に
了解させる装置として働く。この国で「華人
対プリブミ」の二項対立が社会的に大きな意
味を持っていることは冒頭で指摘したとおり
であるが，この同様の枠組みは，タン CPや
ニョーYTにとっても敢えて 筆者に対して
説明する必要のない事柄に属していたと考え
られる。
その上でしかし 人は，日頃のつき合いと
いうことを強調することによって，そうした
二項間の断絶は乗り越えられるものとして語
る。タン CPの話に即して言えば，彼の店を
襲ったのは個々に誰が誰だか判別しづらいま
でに「群衆」化したカテゴリーとしての「漁
民」であり，また文字通り顔の見えない「忍
者」姿の一団であって，一方，彼の店の前に
は日頃から懇意にしている誰それと判る「プ
リブミの友人たち」が助けに来てくれていた

��  友人たち ��名ほどとの会食中に話がクラガンの暴動に及んだ際のニョー YTのコメント ���年
	月 �日 による。彼の食堂 実際の経営も名義も彼の妻が握っている の位置は地図 の⑫。併
せて註 ��も見よ。

��  たとえばHuman Rights Watchのウェブサイト掲載の ���	年 月 �	日付記事 “Indonesia Alert: 
Economic Crisis Leads to Scapegoating of Ethnic Chinese, February ���	” http://hrw.org/
english/docs/���	/�/�	/indone���.htm を見よ。

 　����～��年にインドネシアで起きた一連の華人に対する暴力行為を研究した Purdey［���: 
� ��］によれば，クラガン周辺で起きた暴動は，これ以降他の町で発生した大規模な暴動と共通
して，標的がはっきりとしていたばかりか，大規模な焼討ち・略奪を伴い，また遠くからやって来
たと思われる手慣れた集団の関与が疑われる，幾分組織立ったものであったという。

��  西カリマンタン州など一部では華人の農民も見られるが，中部ジャワ州では大統領令 ����年第 ��
号 PP�� の拡大解釈が行なわれたり，華人の農地保有が事実上禁止されていたことなどもあって，
少なくともこの地域の村落部で農業を営む華人というのは極めて想像しにくい。

 　ちなみにムスリム華人は少なからず存在するにもかかわらず，註 �でも述べたように，「イスラー
ム」や「ムスリム」も通常「華人」とは相容れない概念として語られることが多い。それゆえ，こ
の両者の要素が共存しているだけで興味を引く話題となり得る。たとえば［Suara Merdeka ���
年月�日付 ：“Peringatan Imlek di Masjid Syuhada”］，［Indonesia Media ���年��月号 ：“Doa 
Syukur Antarumat Beragama: Umat Islam pun Mahir Main Barongsai”］を見よ。この「イスラー
ム対華人」の二分法に歴史的観点から再考を促す論文として Lombard & Salmon［����］を見よ。
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というのだ 実際にタン CPは，店の前で群
衆を説得してくれたその「プリブミの友人た
ち」の名前を何人か挙げさえした 。この日
頃のつき合いの中で培われた顔の見える関係
は，「華人対プリブミ」というカテゴリー化
された対立を解消し無化するものと期待され
ており，したがってそのような良好な関係を
打ち破ってまで破壊・略奪に加わるような顔
見知りなどいるはずがなく，仮にいたとした
ら電気を点けてでもその顔は確認されねばな
らなかった，というわけなのである。そし
て，このように「顔の見える信頼関係で結ば
れたプリブミ」を，「顔の見えない大衆とし
てのプリブミ」から区別して捉えている以上
註 �で「皮肉にも」として述べたように，
いずれにせよプリブミであることには変わら
ないのだが ，やはり軍の陰謀，覆面姿の一
団，煽動され我を失った群衆，町の外からの
襲撃などといった，自分たちの生活世界の埒
外にある姿形も実体も知れないような外的要
素が好んで強調されることになる� 。むしろ
それらの説が正しくあってくれた方が，日常
のつき合いの中で顔の見える関係にまで引き
込まれた隣人が，「華人対プリブミ」の図式

で定式的に語られるあの根源的な他者として
イメージされる「プリブミ」に再び戻らずに
済み，自分たちの築き上げてきた社会関係は
依然安定しているとの安心感が得られるので
ある�� 。

�. ルンバンへの波及と「チナ事業者」の招集

�.�. 被害への共感
クラガンの町での暴動から一夜明け，情報
はすぐさまルンバンの人々の耳にも達し，大
いなる危機感を持って受け止められた。
ところで筆者は前に，ルンバンを始め各町
の華人コミュニティが，地理的にも人々の濃
密な繋がりの面でも，ひとつのまとまりとし
てイメージされやすいと述べた。だが同時
に，それは古典的な意味での閉じた共同体で
はないし，また客観的に截然と区切られるよ
うな固定的なものでもないということを強調
した。実際，車で小一時間ほど離れたルンバ
ンとクラガンのふたつの華人コミュニティの
間でも，たとえば上で採り上げたタン CPの
妻がルンバン出身であるという具合に，双方
の町の華人たちの間には，人によって当然ば

�  面白いことにこうした論法は，政府や治安当局側が社会のコントロールを失ったとの批判をかわす
ために繰り返すものと重なっている。そこでは，非人格化された「我を失った無知の民衆」，ある
いは得体の知れない第三者である「よそ者 pendatang 」や「裏で手を引いている者 dalang 」，
そして時には被害者である「チナ」自身 これも政府にとっては「他者化」された存在である に
責任があるものとされる［cf. Purdey ���: ��, ���］。

 　新秩序体制下で華人たちは，恒常的に政府高官や治安当局にお金を流す代わりに日々の安全を
守ってもらうという，パトロン―クライエント関係を築き上げていた。それでもなお暴動の被害に
遭った華人たちは，暴動に実地に関与した「群衆 massa 」など一般の人々を直接責めずに，ま
ず治安に責任を負うべきだった当局エリートに対して不満を表明する。同様の反応はソロ市での暴
動に際しても観察されている［Purdey ���: �, ���］。いずれにしても，日々の社会生活を共にす
る隣人が実際に暴動に関与していたと想定されることはないし，また非難されることもないのであ
る。

��  社会秩序を乱す原因を，「教育を受けていない低層の群衆」や「よそ者」，「ごろつき preman 」など，
自社会から「他者化」された者たちに求める思考は，暴動以外の場面でも確認できる。たとえば
��年にジョグジャカルタ市の女子大学生 �,���人を対象に行なったある調査で，��.��％が男性
と性行為を経験したことがあるとの回答結果が出たのを受け［Kompas Jawa Tengah版 , ��年
	月 日付 ：“Diteliti, Virginitas Mahasiswi Yogyakarta”］，フリーセックス seks bebas に関
する議論が巻き起こった。この調査に対しては，調査手法自体を問うものやジェンダーの観点から
の批判が数多く寄せられたのはもちろんだが，それ以外にも，高尚なジャワ王宮文化の息づく文教
都市としてのアイデンティティを守るためだろうか，筆者はしばしばこの都市の在住者が，「ジョ
グジャカルタにいる学生はよそから来た者 pendatang が多いから…」などと口にするのを耳に
した。
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らつきは大きいが，何かしらの親族・交友関
係を辿った知り合いがいることが少なくない
図 � 。またこの地域一帯の華人たちにとっ
て，大きな用事や買い物などのために車を仕
立ててスマランやスラバヤなどに出かけるの
は決して珍しいことではないし，ジャカルタ
に出るのにも必ずこのどちらかの大都市は経
由する。また年頃の子供でもいれば，県外の
都市の学校にやっていることが多いわけで，
そうなれば年に幾度かは北海岸大道路を往復
することにもなる。
それゆえ，ルンバンの町に暮らす華人の多
くにとっても，今回のクラガン暴動の報に接
し，直接／間接の人的繋がりを辿って直に被

害に遭った人に思いを馳せるなり，あるいは
いつも車窓から見える店々をありありと思
い出して具体的にその惨状を想像すること
は，決して難しくはなかったであろう。そう
した上で彼らが抱いた危機感というのは，単
に「同じ県下で起こった我々同胞の悲劇」と
いった 地理的近縁性に伴う切迫感は誘うか
もしれないが あくまで観念的・抽象的でし
かない漠然とした不安の感覚にはとどまらな
いで，恐らくは「あの人のあの店がやられた」
などというように，他人ではない具体的個人
の実体験�� であったり，具体的に知ってい
る店の被害�� に想像をめぐらしつつ共感す
るという形での，より実感がこもった生々し

4 4 4

【図 �】タン CP一家とルンバンとの関係

��  たとえばルンバンで長距離バスの代理店とパン屋を経営する図 �中の Aの人物 ＝Wl，地図 の
⑭ は，タン CPの子供たちを自分の “cucu 孫世代にあたる者 ”として可愛がっている。Aが
属するリム 林 姓も，またその夫のタン 陳 姓や彼の異父兄弟にあたるシャウ 蕭 姓も，ル
ンバンですでに何世代も重ねている家系で ただしそれぞれの姓は本稿では仮名である ，この町
に今なお多くの「親類 famili 」が存在する。その Aの亡父はルンバンの華人の間で広く敬愛を
集めていた人物であり，また A自身もかつては中国寺院管理運営組織 註 ��で述べたヤヤサン・
ドゥウィ・クマラ，この中国寺院管理運営団体については後でもう少し詳しく扱う の女性部門の
長を務めていたほか，当人が霊力を持つと見做されているために 何でも観世音菩薩が背後につい
ているらしい ，多くの子分 anak buah や患者 pasien を抱えており，交友関係は極めて広い。
また図 �中の Bの人物は，近年タン CPの妻の弟にあたる夫を亡くしているのだが，この Bとタ
ン CP双方の家は子供たち同士を含め依然 �� km離れた つの町の間で頻繁に相互訪問している。
Bはルンバンの中国寺院で備品調達部門の役員を務めるなど，こちらも社会的にアクティヴで，同
町の華人たちに顔が利く。そのため原理的には，ルンバンに暮らすほとんどの華人たちは，たとえ
ばこの Aや Bを介すればすぐさまタン CPにまで辿り着くことが可能というわけだ。こうした具
体的な人と人との繋がりの連鎖に基づく顔の見える想像を通じればこそ，ルンバンの華人がクラガ
ンの被害に馳せる思いは一層実感のこもったものになっていたと考えられる。

��  ルンバンからスラバヤ方面へ行くには必ずクラガンの町を通るので，たとえば先に挙げた街道沿い
の電器店 Toko BKや，その向かいのタン CPの雑貨店などのように名の知れた大きな商店は， ↗
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い危機感
4 4 4 4

であったものと思われる�� 。

�.�. 危機の中のルンバン
さて，こうした緊張した空気の中でも，ル
ンバンの Bakom-PKBが �月 �日朝に予
定していた福徳廟での米の無料配布は滞り
なく行なわれた。しかしその晩 ��時半頃，
ルンバンの旧華人居住区西端にある川沿い
の漁具店NB 地図 の⑬ と，そこから
さらに西に数百メートル離れた新聞代理店
が，それぞれ群衆に囲まれるのである。両
方とも華人所有の商店で，後者は頻繁に両
替のお金をごまかしたり，日頃から RT ＝
Rukun Tetangga: 隣組組織 の会合に顔を
出さなかったことなどで，近隣住民から怒り
を買っていたのだと言われている。一方前者
は ����年末にサランから越して来たばかり
の漁具店で，ただ略奪目的のために漁民たち
に囲まれたといい，その商店の川に面した裏
扉には船からロープがかけられ引き破られそ
うにまでなったという�� 。これには警察がす
ぐさま出動し威嚇射撃で応じたため，集団は

間もなく散ったが，道すがら複数の華人の家
が投石に遭い，ガラスが割れるなどの被害が
出た�	 。
当時小学 �年生だったアンディー R�� は，
この晩父が自宅 地図 の⑮ の門を固く
閉ざし，その内側で猟銃を構えてじっと番を
していたことを覚えている。彼の父は農産
物の買い付け・貯蔵・転売を仕事としてお
り，多くのジャワ人従業員を抱えるほか，退
役軍人�� などと連れ立って頻繁に趣味の猟
にも出かけたりと，日頃からプリブミとの交
友関係は広いものと自負していたが，この時
ばかりは一家で身を潜めて警戒したのだとい
う。また当時は治安の乱れから，町外れの路
上などで乗り物を止めては金品を要求するよ
うな犯罪も横行していた。アンディー自身
も以前から父と一緒に頻繁に村落部 desa
にまで入っていたので，多くの村人 orang 
desa �� の知り合いがいたのだが，その中に
は実際こうした手口で通行人から金を巻き上
げている人もいた。アンディーはそれら当事
者から，もし仮に車を停められて脅されたら

↗ 誰もが一度は目にしたことがあると言えよう。
��  近代のナショナリズムでは，遠く離れた見知らぬ「同胞」の受難が激しい集団的感情を呼び起こす

ことがある。ルンバンの華人も，たとえば時にはマレーシアで辛酸を嘗めるインドネシア人出稼ぎ
労働者，時にはスラウェシ島で焼き討ちに遭ったキリスト教会など，今まで会ったことも見たこと
もないような「同胞」の受難に対し容易に思いを馳せることができるのと同様，この頃全国各地で
吹き荒れていた反華人暴動の嵐にも大いに心揺さぶられていたことだろう。ただし，筆者がインタ
ビューしたルンバンの華人の多くが，クラガンの話を自分たちが直接／間接に見知っている具体的
繋がりから説き起こしたことは，彼らの認識，そして危機感の質を物語っているようで，重要であ
るように思われる。

��  スラバヤからルンバンへ向かう車内でのニョーGKへのインタビュー ���年 	月 ��日 による。
�	  このデモの首謀者は逮捕され，禁固 ��日の刑に服した後，被害を受けた各戸に謝罪に訪れたという。

インタビューに応じてくれたニョー GKの家は新聞代理店のそばで，旧華人居住区から外れた川
の西にある数少ない華人の家だったことから，当夜やはり投石を受け，後日この犯人による謝罪を
受けている。

��  彼の母方の祖母は北の中国寺院，慈惠宮を建てた甲必丹 kapitan の孫にあたる。アンディー R
本人も父タンHLから受け継いだ姓を冠する中国名を持っているが，うろ覚えで使ったこともな
いという。

��  華人である限り，官僚や軍人となることは難しく，また仮になったとしても昇進が見込めないな
どと広く言われていることもあって［cf. SINERGI No. �/��� : � ��, “TNI Untuk Orang 
Tionghoa Masih di Jalur Wamil/Milsuk”］，「農民」や「役人」などの語と同様，「軍人」と言え
ば半ば自動的に華人でないことが示される。実際彼と連れ立って猟に出る退役軍人はジャワ人であ
る。

��  先述のように，概念的にもまた一般の人々の経験の上からも，この「村人」の中に華人が含まれる
ことはない。
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�,���ルピアで十分だからためらわずにすぐ
払うように，さもないと腕を切り落とされて
も知らないぞ，などと言われてショックを受
けたという� 。
このように，ルンバンに暮らす多くの華人
が，次は自分たちが狙われるかもしれないと
いった危機感を抱きながら，この暴動寸前に
まで至った日前後の緊張感をしっかりと脳裏
に刻み込んだのだった。

�.�. 暴動の拡大
翌 月以降，こうした類の暴動はさらに
全国に波及する。同年 �月 �日には IMFの
指示のもとで石油燃料に対する政府補助金が
カットされ，実質最大 ��％の値上げが発表
されるや�� ，デモは手に負えないほどにまで
拡大する。そして �月 �日，ついにはジャ
カルタでトリサクティ Tri Sakti 大学の学
生デモ隊に対する発砲事件が起きる。翌 ��
日から ��日にかけて，ジャカルタやソロな
どの大都市は騒乱状態となり，冒頭でも述べ
たように，この際華人が多く住む地域を中心
に商店への略奪・放火が相次ぎ，また少なか
らぬ女性がレイプの被害に遭ったと報告され
ている�� 。
数日続いたこの目を覆うような惨状は，テ
レビやラジオ，新聞，雑誌，インターネット

などを通じて即座に全世界に発信されたが，
インドネシア国内では当初は限定的にしか報
道されなかったようである。しかし，ジャ
カルタからおよそ ��� km離れたルンバンの
人々は，後日マスメディアにおいてそうした
報道を目にし耳にするのに先立って，教会の
ネットワーク�� や人づてで多くの情報を得
ていたことが確認できる。
たとえばルンバンで一番有名な中華料理店
を経営する老婦人は，婿の妹が当時ジャカル
タで子供を産んだばかりだったが，街では
「チナ狩り」が行なわれていると聞いて赤ん
坊を抱えたまま行き場を失い，週間も病院
に泊まらざるを得なかったのだと話す�� 。
また図 �の Aで示した人物 Wl は，暴

動時 人の娘がジャカルタで下宿をしてい
た。このうち長女は「イリアン人 orang 
Irian 」か「インド人 orang India 」のよ
うに目が大きく二重で肌も色黒だったのでそ
れほど心配はしなかったが，次女は典型的な
「チナ顔」なので，何かされはしないかと気
が気でなかったという�� 。
筆者がルンバンで下宿として使っていた部
屋には，かつて華人の女医が数年間住んでい
た。彼女は ���	年 �月の時点ではジャカル
タで暮らしていたのだが，暴動発生の当日，
下宿の大家はこの女医から，「恐怖で家から

�  ���年 	月 �日，筆者の部屋に遊びに来たアンディー Rは，たまたま本棚に積んであった ���	
年 �月のジャカルタ暴動に関する本を見つけ，「知っているか，この暴動は本当はクラガンから始
まったんだ」と言って上記内容を話し始めた。

��  ����年 ��月以来の IMFの「失政」については Zon［���: � ��］を見よ。
��  TGPFによる報告書［TGPF ���	: Bab IV］を見よ。Zon ［���: ��� ���］はこの報告書を引用

しつつも，実際の被害より誇張されていると否定的見解を述べている。併せて Purdey［���: 
Chapter �］，Siegel［���］を見よ。

��  ニョー GKの息子フェリーNは，�月暴動の際にはスラバヤにいたが，当時ニュースで知ったの
はデモ中の学生 �人が何者かに銃で撃たれたということのみであり，その後 �週間くらいしてから
教会経由で，ジャカルタにある教会が次々と焼き討ちに遭ったとの情報が伝わってきたのを記憶し
ている。またこの暴動時に華人の商店や婦女子が襲われたという事実を彼が知ったのも，大分時間
が経ってからのことだという。フェリーNとの会話 ���年 	月 �日 による。Purdey［���: 
��］も示すとおり，実際これに先立つ ����年までの 年間で，インドネシア全土で 	�の教会が主
にムスリム住民の手により閉鎖に追い込まれたり，あるいは破壊・焼き討ちにあったと記録されて
いることを見れば，�月暴動直後に広まった風評，すなわち狙われたのは教会だとする情報も，か
なりの信憑性をもって受け止められたであろうことが窺える。

��  中華料理店 AdのオーナーMkと娘夫婦へのインタビュー ��年 �月 �日 による。
��  Wlへの自宅でのインタビュー ���年 �月 �日 による。
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外に出られない」という内容の携帯メールが
送られてきたのを記憶している�	 。
このように，クラガンの暴動やルンバンの
騒動の時と同様，この世界中に衝撃を与えた
�月の一連の出来事に際しても，ルンバンの
少なからぬ華人が単に他都市の華人同胞の被
災をメディアを通じて漠然と想像するにとど
まらず，もっと実感的なものとして，すなわ
ち個別具体的な顔の見える身内や知人の直接
体験を伝え聞いて共感するという形で，怒り
や恐怖，そしてとりわけその場の切迫感を感
じ取っていたものと思われる。もちろんこの
共感は，つい数ヶ月前にルンバンの町で彼ら
自身が直に味わった暴動寸前の緊張感，「次
にやられるのは自分の家かもしれない」とい
うあの生々しい感覚を想起することを通じ
て，より容易になっていたであろうことは言
うまでもない。

�.�. 「チナ事業者」の招集
さて，ジャカルタでの暴動をひとつのピー
クとしてその後刻々と事態は動き，同年
���	年 �月末にはスハルト大統領がついに
�年間握り続けた権力の座から降り，副大
統領のハビビ B. J. Habibie が大統領に昇
格する。しかし政局の混乱は収まらず，学生
や民衆によるデモも絶えることがなかった。
こうした国家的混乱の中，ルンバンの町で
は �月頃，内務省の地方出先機関であるル
ンバン県社会政治局の命により，県下の「チ
ナ系インドネシア国籍事業者 Pengusaha 

WNI Cina 」が町の南の中国寺院，福徳
廟脇にある体育館に集められる。この集会
の席で社会政治局長はひとつの通達を行な
う。それは，来たる独立記念日の前日，す
なわち 	月 ��日に，ルンバン県知事 当時
Wachidi Rijono を降ろすことを目的とし
たデモが計画されており，そのデモ隊は「チ
ナ」が商店を連ねるディポネゴロ通り Jl.
Diponegoro: 町内を走る北海岸大道路の一
部に付けられた正式名称 からカルティニ通
り Jl.Kartini を通って市場に至るコース
を取る予定なので 地図  ，沿道に店を所
有する「チナ」は不測の事態に備え各自警戒
するようにという内容だった。
この集会は様々な意味で参加者に非常な
ショックをもたらすことになる。だが，そも
そもこの場に呼ばれた「チナ系インドネシア
国籍事業者」とは一体何なのだろうか。
長らく Bakom-PKBルンバン県支部の書
記 sekretaris を務めてきたテーHGによ
れば，それは「チナ系インドネシア国籍事業
者名簿 Da
 ar Pengusaha WNI Keturunan 
Cina 」というリストに名が記されている人
のことを指すのだろうという。彼はそう言い
ながら同名の名簿を自室の棚から探し出して
きて筆者に示してくれた。��	�年 	月作成
と書かれたその名簿には，ルンバン郡内に住
む ���人の「チナ系インドネシア国籍事業者」
の名前と住所，業種，および国籍が，主要な
通りごとに整理されて記載されていた�� 。続
けて彼は以下のような話を始める�� 。

�	  下宿の大家ウィHGとの会話 ��年 ��月 ��日 による。
��  名前の欄には中国名もしくはインドネシア名，業種欄は業種もしくは店舗名が記され，国籍欄は全

て“WNI インドネシア国籍者 ”と記載されている。ルンバン県で華人が多く暮らすのはルンバ
ン郡とラセム郡の 郡であり，ラセム郡のリストは未入手ながら，仮に同様の名簿が存在するな
らば，ルンバン郡に匹敵する数の事業主名がリストアップされているものと推測される。

��  テーHGへの自宅でのインタビュー ���年 �月 日および �月 ��日 による。筆者がルンバ
ンに長期滞在していた当時，このテーHGの家には毎夕のように食堂経営のニョー YTが訪れて
は，時間ほどのおしゃべりを楽しむのが日課となっていた。筆者もその時間帯を見計らって頻繁
にこのおしゃべりに加わり，とりとめのない世間話をしたり，様々な質問を浴びせたりした。イン
タビューはおしゃべりという場の雰囲気を崩さぬよう毎回録音機材を用いず，ノートをとりながら
自由な形式で行なった。
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�.�.  証言―「チナ系インドネシア国籍事業
者名簿」

ルンバン県では毎年 	月 ��日の独立記念
日 Tujuh-belasan などのたびに，商店に
事業許可などを与える部署である県の経済室
Biro Ekonomi が，記念行事のための寄付
金と称して県内の華人経営の各店舗に対しノ
ルマを割り当て，戸別訪問をしては半ば強制
的に集金を行なっていた。商店主側にとって
もこの集金は慣例化していたのだが，ター
ゲットとして設定された額の支払いを渋る
と，「独立記念日だというのにやっぱりチナ
は愛国心が足りない」などと罵られることも
しばしばだったという。
こうした慣行が続く中，ある年，寄付金を
徴収して廻る担当者の報告ではルンバン県全
体でおよそ ��万ルピアが集まったにもかか
わらず，経済室長を通じて実際に県に入った
金額はわずか ��万ルピアのみという，極め
て不自然な事態が生じた。そしてこの一件が
何者かによって中央政府に報告され，しまい
にはルンバン県知事が寄付金の集め方自体
について中央から問いただされるまでに問題
化してしまった。数日後に県知事は，当時
Bakom-PKBの書記を務めていたテーHG
に対し，ほかに何か良い寄付金の募り方はな
いかと相談を持ちかけた。
そこでテーHGは，「チナばかりでなくプリ

ブミも含めた県内の全事業主を一堂に集め，
独立記念式典の実行委員会から式典の趣旨や
予算などを説明させてはどうか」と提案し
た。この申し出は受け入れられ，その後県経
済室から Bakom-PKBに対し，寄付金を支払
うことが期待されている事業者のうち Bakom-
PKBが責任を負うべき「チナ」の分がリス

トアップされた資料が示された。これが「チ
ナ系インドネシア国籍事業者名簿」である。
後日県は，この名簿記載者に少数の「プリ
ブミ事業者 Pengusaha Pribumi 」を加え
た県下の全事業者をルンバン県庁に召集し，
そこで地方政府や軍の高官が名を連ねる実行
委員会によって独立記念式典の趣旨説明が行
なわれた。説明が終わると役人たちは全て退
席し，ついでテーHGが自らマイクを握り，
今まで聞いた説明を踏まえて我々で自発的に
寄付をしようではないかと呼び掛けた。この
提案は「チナ事業者」が圧倒的多数を占める
会場から拍手で迎えられた。その場で，寄付
最低額は �事業所／店舗あたり �千ルピアと
して上限は設けないことが定められ，またこ
の日持ち合わせのない者は寄付予定額をまず
この名簿に書き入れ，後日テーHGが各戸
を廻ってその額を集めることとなった。その
結果，この日ルンバン郡からは ��万ルピア，
ラセム郡からは �万ルピア，最終的には県
全体で総額 ���万ルピアが集まり，式典に必
要な額を大きく上回ったという�� 。

�.	.  「チナ」の認定と内面化されるアイデン
ティティ

上に示したエピソードから窺えるように，
県は事業許可の交付や徴税などを通じて県内
の事業主を個々に把握しているのはもちろ
ん，その事業主の「チナかプリブミか」の別
までしっかり分類している。この区別は当然，
陰に陽に「プリブミ事業者」を優遇する際な
どに必要となってくるのであろう。また何よ
りも「チナ事業者」は，寄付金を募る恰好の
対象として選り分けておくことに価値があっ
たものと推測される。

��  目標額を大きく上回る見込みになった時点で，実行委員会側はもうこれ以上の集金は必要ないと
したが，テーHGは自発的な寄付であるとして集金を続けた。この超過分は，国軍記念日 Hari 
ABRI など別の機会のために利用されたという。なお集金を担当したテーHGは，本来なら集金
総額の ��％，��万ルピアを報酬として受け取る権利があり，それは実行委員会の予算にも組み込
まれていたが，彼は受け取りを固辞した。ちょうど同じ頃，ルンバン軍小分区司令官 Dandim
が壊れた電圧増幅機を買い換えるために Bakom-PKBに「寄付」を要求していたので，テーHG
は自分の取り分をこの高額機器 �万 �千ルピア相当 の購入に充てるよう指示したという。
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ちなみにテーHGが筆者に示してくれた
名簿は，Bakom-PKB側が会員の事業主を把
握する必要から，当時書記を務めていたテー
HG自身が県経済室のリストを基に手直しを
加えたもので，その後県経済室には見せてい
ないという。いずれにせよ ���	年に社会政
治局主催の集会の召集にあたっても，県側に
よって独自に手直しされた同様の名簿が利用
されたと見られる� 。
実際この日県庁に集められたのは，ルン
バン県内 実質的にはルンバン郡とラセム
郡 からの ��名を超す華人店舗経営者が
ほとんどであり，プリブミの商店主は数える
ほどしかいなかった。また，ルンバンの町の
南側にはカンプン・バル Kampung Baru
という比較的貧しい地区があるが 地図  ，
この集会にはそうした地区に暮らすような華
人たちも呼ばれてはいなかった�� 。
すでに述べたように，この集会では社会政
治局側から，近日中に大規模なデモが予定さ
れていることと，事業者自らが警戒し対策を
取ることの必要性が告げられた。聴衆側か

らはこれを機とばかりに，華人が VOC ＝
Vereenigde Oostindische Compagnie: オラ
ンダ東インド会社 時代から今日に至るまで
如何にひどく扱われてきたかを滔々と述べて
抗議した人もいたという�� 。
いずれにせよ出席者たちは，集められたの
が露骨に「チナ」ばかりであり，また招集を
行なったのが，Bakom-PKBの監督や中国
寺院の活動管理などを通じて華人を監視する
役所として認識されていた社会政治局であっ
たという当集会の性質から，自分たちが何者
であるかを再認識させられることになる。当
然それは，ここ数年，特に �月のクラガンに
始まり �月のジャカルタ，メダン Medan ，
ソロに至るまで，各地で反華人的性格を持つ
暴動・略奪の類が頻発し�� ，この国でマイノ
リティとしての華人が置かれている立場の弱
さを改めて実感させられていたという状況を
踏まえてのことである。さらに，自分たちは
「持てる者 yang punya 」，「簡単に標的に
されてしまう者 yang gampang kena 」と
も見做されているという事実を改めて突きつ

�  社会政治局 Kantor Sospol を引き継いだ新組織 Kantor Kesbang Linmas の局長 Sqによれば，
���	年にそのような会議があったことは聞いているが，当時の資料がなく，誰が招集されどうい
う内容の会議だったかなどの詳細は不明であるという。ルンバン出身の彼は，その後続けて模範的
にも次のように語った。一般論として暴動などは「民族の分裂 perpecahan bangsa 」と捉えられ，
真に嘆かわしい，「民族の統一・一体性 persatuan dan kesatuan bangsa 」を維持するためには，
政治・経済・社会・文化・宗教などあらゆるアスペクトを考慮し，全ての「スク suku 」が恩恵
を受けるようにしていかなければならない，また「民族の統一・一体性」はそれ自体が目的ではな
く，����年憲法に示されている「国家の理想 cita-cita nasional 」を実現させる手段である。Sq
局長へのオフィスでのインタビュー ���年 ��月 �日 による。

��  ニョー YTへの自宅でのインタビュー ���年 �月 ��日 による。町で大きな食堂を経営する彼
は，社会政治局からの召集を受けてこの集会に参加している。

��  この発言を行なったのはラセムのバティック業者ゴーHTである。熱心な孔子教 儒教 信者を
自任する彼は，ジャワ人でムスリムの妻を持ち，自ら身をもって「混淆・同化 pembauran 」を
実践していると考えており，そのため何でも勇気を持って発言できるのだと語った。ゴーHTの
家でのインタビュー ��年 ��月 	日 による。併せて註 ���も見よ。ただしこの時の彼の発言
に対しては，華人たちの間からも，場違いで誇張が過ぎるといった意見や，役人たちは何があろう
ともお金を出せるのは「チナ」だけだということを知っているので，あれほどむきにならなくても
良かったのでは，といった意見も聞かれたという。ニョー YTへの自宅でのインタビュー ���
年 �月 ��日 による。

��  Purdey ［���: Chapter �］によれば，���	年 �月にメダンとソロで発生した暴動は，ジャカルタ
の暴動と同じ構造で生じたのではなく，ゆえに �都市で起きたことを一括して「�月暴動」という
ひとつの “national story”に還元して語ることは不可能であるという。ただしこうした分析は，必
ずしも当時の人々 特に華人たち の感覚，すなわち華人に対する暴力・暴動の波が次々と押し寄
せ頂点に達しつつあるという危機感を否定するものではないだろう。
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けられ，自覚を迫られるものであった。その
上この集会で彼らが受け取ったメッセージ
は，そうしたものとしての「チナ」を引き受
けさせられる一方で，いざという時に公権力
が守ってくれる保障はないという，まさに字
義通り一方的に「呼び・捨てられる」ような
内容だったのである。

「本当にひどいもんだよ，チナはプリブミ
に同化しろって言っておきながら，集めら
れたのはチナばかり。しかも自分の店は自
分で守れだなんで…。」��

�. 「影の華人組織」の成立

�.�. 証言者ニョーGK
政府機関によって開かれたひとつの集会を
契機に，そこに呼ばれ参加した人たちは，自
分たちが「持てる・狙われているチナ」だと
いうことを改めて意識させられ，その立場に
ある者としての対策を迫られるようになっ
た。そしてこうした事情を背景に，華人のみ
から成る「影の組織 organisasi bayangan 」��

が生み出されることになるのである。
なお，当然ながら「影」というだけあって，
この組織は表向きには存在しなかったことに
なっている。またその活動内容も，「チナは
閉鎖的だ」とのクリシェ化した批判をすぐに
でも受けかねないような極めてナイーヴなも
のであったため，誰も表立っては語りたがら
ない。そうした中で筆者は，この「影の組織」
で中心的に活動したひとりの人物から詳しく
話を聞くことができた。
インフォーマントの名はニョーGK，広東
省梅県から来た客家を父に持つ彼�	 は，ル
ンバンの町の西外れでスラバヤ出身の妻とと

もに電器店を経営している。このニョーGK
には ���年当時，スラバヤの大学に通う息
子 註 ��のフェリーN とルンバンの中学
に通う娘がおり，そのうち特に前者が日本文
化に大変興味を持っていたこともあって，筆
者はニョー家と親しくつき合っていた。

���年 	月の頭，夏休みを利用して筆者
の両親がルンバンの町を訪れたが，その際筆
者ともどもニョー GKに誘われ，スラバヤ
の彼の妻の実家まで泊りがけで遊びに行くこ
とになった。あくる日そのままバリ島に向か
う両親を見送った筆者はここにもう �泊し，
翌 �日の昼前にニョー GK夫婦と娘ととも
に車でルンバンに帰ることになった。通常マ
イカーであっても，一般にルンバンの華人が
スラバヤなどへ遠出する際には運転手を雇う
ことが多いのだが，今回は往復ともニョー
GK自身が運転したので，帰りの車内は �人
のみであった。途中休憩も取りながら車はラ
モンガン Lamongan 県，トゥバン県を抜
けてルンバン県へ入り，クラガンの町へ差し
かかった時に，助手席に座っていた筆者は
おもむろに，「そういえば �	年にこの町の
Toko BKという店がやられたらしいね」と
話を向けた。するとニョー GKは，「その翌
日にはうちも石を投げられてね…」と言い，
ついで以下に記す内容を話し出したのであ
る。筆者はメモを取りながらルンバンの町に
着くまで �時間ばかり，話を聞いた。
それから約 �ヵ月弱の後，筆者はニョー

GKに連絡を入れ，先日の話を今度はもっと
詳しく聞きたいと頼んだ。こうして �月 �日，
筆者はニョー GKの自宅を訪れ，彼が予め
用意してくれていた資料やメモなどを見なが
ら再び話を聞く機会を得たのである。この日
のインタビューにも所々で彼の妻が加わり，

��  下宿の大家ウィHGとの会話 ��年 ��月 ��日 による。
��  ここでは原語にしたがい「影の組織」と訳出したが，後の記述からも明らかなように，その意味す

るところはあくまでも「非公式」で「表に出ない」ということであって，何か別のフォーマルな組
織が存在し，それに対して「影」だと言っているわけではないことに注意されたい。

�	  ここで仮名として用いたニョー 楊 姓は，必ずしも彼の出自である客家によく見られる姓ではな
く，むしろ福建系華人に多いということを注記しておく。
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途中昼食を挟みながらおよそ �時間半の間，
筆者はメモを取りながら聞き取りを行なった。
この第 �章および続く第 �章では，この

ニョー GKの話を基に，順を追って「影の
華人組織」の成立過程とその活動内容を見て
いきたい。なお以下の記述は，組織に深く携
わったひとりのインフォーマント，ニョー
GKが，数年前の出来事を思い出しながら
語った内容に，筆者なりの再構成を加えたも
のである。ただしその再構成に当たっては，
ニョー GK自身が当時細かく取って残して
おいたメモを大幅に参照しつつ，さらに他の
資料や他の人へのインタビューから得られた
データや話とも逐一照合を行なった。

�.�. 自己対処のために
���	年 �月の社会政治局主催の集会直後，
町内 つの中国寺院 慈惠宮・福徳廟 を
管理運営する組織ヤヤサン・ドゥウィ・ク
マラ Yayasan Dwi Kumala，以下「ヤヤサ
ン」 の主要役員が，非公式な形で福徳廟に
集まった。この中には，��年来ヤヤサンの
ご意見番的役職である監督評議会員 Dewan 
Pengawas を務めていたリー TBやタン
KH，�	年度のヤヤサン理事長に選ばれ引
継ぎを待つゴー CP 引継ぎ前の肩書きは副
理事長 ，同じく �	年度副理事長に選出さ
れていたニョーGK 引継ぎ前の肩書きは監
督評議会員 などがいた。註 ��に記したよ
うに，ルンバンの中国寺院は ����年から ��
年にかけて「仏教寺院 vihara ＝宗教施設」
から「中国寺院 klenteng ＝チナの信仰

施設」へと地位を変更し，その過程で運営組
織としてのヤヤサンは「華人性」を前面に出
した「華人のための組織」であると名乗って
いたのだが［津田 ���］，この組織の中心的
運営メンバーたちは社会政治局の集会での
ショッキングな話を受けて，ルンバンの華人
としてまとまって何か自分たちなりの対策を
講ずることができないか話し合ったのだった。
もちろん，実際に寺院運営に直接アクティ
ヴに携わっていたのは熱心な寺院信者や一部
のカトリック教徒に限られていたし，またこ
のヤヤサンがそれまでに寺院活動以外の分野
でルンバンの華人コミュニティ全体を代表し
て行動してきたわけでもない。さらに，いく
ら町内の華人コミュニティが地理的にコンパ
クトにまとまり，その内部が濃密な人間関係
で満たされているとはいえ，日頃はその互い
に顔が見え過ぎるという事実が裏目に働くの
だろうか，町の華人がまとまって何か行動を
するような機運も通常ほとんど生じることは
なかった�� 。第一，華人が一致団結して行動
を起こすなど，同化政策の建前の下ではあっ
てはならないことだった。
しかし，政府当局により「チナであること」
が第一義的意味を持つと改めて宣告され，ま
た露骨に「チナ」の商店が狙われるから自己
対処するようにと言い放たれた今，自分たち
で何とかしないわけにはいかない。ではどう
するか。
前にも触れたように，この時点では

Bakom-PKBという「華人問題」を扱う組
織がまだ形の上では存在しており	� ，本来な

��  Subianto［���: �� ��］は極めて印象論的ながら，一般論としてインドネシア華人は個人主義的
性向が強いと述べる。そして彼は，スハルト退陣後に設立された全国規模の華人団体 INTI 後述，
cf.註 ��� の会長 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。

 　これから見ていく「影の華人組織」の成立過程は，町内にすでにあった中国寺院管理運営組織で
あるヤヤサンの役員たちが中心となって，本来的には非定型・流動的で内部も一枚岩とは言えない
が感覚の上でゆるやかなまとまりを見せていたコミュニティに，ひとつの明確な形が与えられてい
く過程である。

	�  ただし，この時点ですでに Bakom-PKBが機能不全に陥っていたことは，すでに註 ��で指摘した
とおりである。
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らば華人に関わるあらゆる事柄はこのセミオ
フィシャルな機関を通して処理するのが筋
であった。だが，当時 Bakom-PKBルンバ
ン県支部長を務めていた店舗経営チョアKD
は，そもそもこの組織の活動にそれほど積極
的に関与しておらず，代わりにコントラク
ターとして顔の広いリー ISが非公式な世話
役を務めていた。そのリー ISも，自身の立
場が公式なものではないことから，Bakom-
PKBとして何らかのアクションを起こす決
断を渋っていた。しかもニョー GKによれ
ば，Bakom-PKBにはプリブミの会員もおり，
またセミオフィシャルであるという組織の性
質上，社会政治局の介入をもろに受けるため，
活動の自由が制約されることが懸念された。
これらのことを踏まえ，福徳廟に集まった有
志の面々は，中国寺院自体を直接面倒に巻き
込まぬよう寺院管理運営組織とも完全に切り
離した形で，治安確保・自警という目的に特
化した華人だけからなるインフォーマルな集
合体を臨時に組織し，直面する数々の問題に
対処していこうということで合意したので
ある。
それから彼らの間で数度の非公式の話し合
いが持たれ，組織立ち上げのための下準備が
行なわれた。そして社会政治局の集会から数

日後の夕刻，ルンバンの町に住む ��人ほど
の華人事業者が，「影の華人組織」立ち上げ
のために町の中央に位置する中華料理食堂
H	� 地図 の⑪ に集められる。この召集
は「ルンバン市民の利害に関わる事柄のため
demi kepentingan Siali	  Rembang 」 と
して，ルンバンで一番の富豪で政治力もある
リー TB	� の名によってなされた。彼は多額
の寄付によって日頃から中国寺院のパトロン
の双璧の一角と目されており，また官僚組織
などとも太い人脈を有しているため，自他共
に認めるルンバンの華人の実質的なボス的存
在だったのである	� 。

�.�. NUとの接触
ところでこの立ち上げ集会に先立ち，同じ
主要メンバーは治安確保の手立てを模索する
ために，N

エヌ・ウー

Uの代表と会合を持つことを企図
する。NU ＝N

ナ フ ダ ト ゥ ー ル・ウ ラ マ

ahdlatul Ulama とは，会
員数 �千万人とも言われるインドネシア最大
のイスラーム団体のことで，東・中部ジャワ
農村部を中心に強固な地盤を持つことで知ら
れている。もちろんルンバンの町にも多数の
支持者がいるわけだが，彼らがとりわけこの
NUとの接触を重視したのには大きな理由が
あった。それは，ルンバンの町の中央，華人

	�  パーティーや集会などにも使える小奇麗なスペースがあるこの中華料理食堂Hは，役人たちの会
合場所としての利用が増えたため，���年からは料理全品に豚の脂を用いず，メニューにはイス
ラームの教えに則った食材のみを使用していることを示す「ハラール Halal 」の文字を記すよ
うになった。これに対し町内の華人の何人かは，「豚の脂を鍋にひいた時のあの香り，あれが食欲
をそそるのに，食堂Hは自分の首を自分で絞めるようだ」などと筆者に語った。今日ルンバンの
町では毎日簡単に豚肉が手に入るわけではないが，豚肉を食べることはこの国では一般に華人であ
ることのシンボルと解されることもある。言うまでもなくここで想起されるのは，あの「華人対イ
スラーム ムスリム 」の図式である。

	  ここで用いられている “siali”という語は，「人々の集合」や「社会」などといったニュアンスで時
折耳にする語であり，本稿では差し当たり「市民 citizen 」と訳した。響きからして中国大陸起
源の言葉であることを窺わせるが，この語を用いたいずれのインフォーマントも，その語源につい
ては説明できなかった。

	�  ルンバン出身の彼は，県事業の請負や東ジャワでのガソリンスタンド展開，外島での鉱山開発な
どを手掛け，�代で財を築いた。����年に慈惠宮の儀礼を司る炉主 Locu の役職を務めて以来，
ルンバンの中国寺院の運営でも影響力を増した。

	�  ルンバンの中国寺院を恒常的な巨額の寄付によって実質的に支えているのは，このリー TBと，同
じくルンバン出身で現在は隣のパティ Pati 県に移り住み巨大食品加工工場を経営しているゴー
WSである。リー TBやゴーWSらルンバンの華人コミュニティ内におけるパトロン的存在をめぐ
る位置付けについては，津田［���］でも詳細に論じられている。
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居住区の東側 地図 の⑤ に位置するイス
ラーム寄宿学校 Pondok Pesantren を主
宰するK

キアイ・ハジ

Hコリール・ビスリ Cholil Bisri
の存在である。全国的にも名の通ったキアイ
Kiai: イスラーム導師 である彼は，同じ
くキアイで文芸面でも活躍する実弟KHム
ストファ・ビスリ Mustofa Bisri と共に，
地元ルンバンでは極めて社会的影響力の大き
いNU系の指導者として尊敬を集めていた
のだった	� 。それゆえ町の治安の維持を考え
る側としては，この高名なキアイの周辺，す
なわちNUとのパイプを築いておくことが，
いざという時の安全確保のためには必要不可
欠だったというわけである。

NUとの会合のセッティングは，NUルン
バン郡スンブルジョ村分団長 Ketua Ranting 
NU Desa Sumberjo, Kec.Rembang を 務
める Dsを通して行なわれた。Dsはかつて
リー TBのもとで従業員として働いていたこ
とがあり，そのツテが活かされたというわけ
である。会合の場所は町の西外れにある食

堂 Sに設定され，NU側からは Dsの求めに
応じ，彼自身のほか，町の北側の漁民地区
でイスラーム寄宿学校 地図 の⑥ を主
宰しているNUルンバン県支部長，KHコ
リール・ビスリの義弟でNUルンバン県支
部書記の肩書きを持つ人物，それにNU青
年団 Gerakan Pemuda Ansor と自警団組
織 Banser ＝Bantuan Serbaguna 両方の
責任者を兼ねる人物の計 �人が集まった。一
方華人側からは，上で挙げたリー TB，ゴー
CP，ニョー GK，タンKHに加え，ルンバ
ン最大の米買い付け業者であるタンHOの
計 �人が代表として出席した 表 � 。
夕方 �時から行なわれた会合は顔合わせ的
な性格が強く，直接突っ込んだ話はなされな
かったものの，予定の時間を �時間オーバー
して夜 �時まで続いた。リー TBやニョー
GKらは「華人コミュニティ masyarakat 
Tionghoa 」の代表としてテーブルに座り，
町の治安を守るという趣旨から，NU側に今
後とも互いに密に連絡を取り合うよう要請し

【表 �】食堂 Sでの会合出席者一覧

華人側代表

名前 ヤヤサン内の役職 業　種 備　考

リー TB 監督評議会員
’��～

コントラクター，
運輸業，鉱山開発など

ルンバンで一番裕福で，最も影響力の大き
い華人。

ゴー CP 理事長
’�	.�～’��

金・貴金属店 ’��～’�	.�までヤヤサンの副理事長を務め
る。

ニョーGK 副理事長
’�	.�～’��

電器店 ’��～’�	.�までヤヤサンの監督評議会員を
務める。

タンKH 監督評議会員
’��～

農産物仲介業，船主，
氷販売代理店

―

タンHO 役職なし
炉主経験あり

農産物仲介業 主に米を扱い，取扱量はルンバンで一番の
規模。

NU側代表
名前 NU内の役職 備　考

― NUルンバン県支部長 ルンバンの漁民地区でイスラーム寄宿学校を主宰。

― NUルンバン県支部書記 KHコリール・ビスリの義弟。

― NU青年団長 自警団組織 Banserの長を兼任。

Ds NUスンブルジョ村分団長 リー TBのもとで従業員として働いていた経験あり。

	�  KHコリール・ビスリは第 �代ワヒド大統領 Abdurrahman Wahid と縁戚続きで，この後
���年 	月 �日に死去するまで国民評議会 MPR の副議長を務めるなど，中央政界でも大き
な影響力を持っていた。なおハジ Haji とは，イスラームの聖地メッカに巡礼したことのある男
性に付けられる尊称で，女性の場合はハジャ Haja である。
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た。また民衆の生活苦を和らげるために，米
の安価供出を行なうことなども話し合われた。

�.�. 「影の華人組織」の立ち上げ集会
さて，こうして華人側とNU側との話し

合いがなされている間，食堂Hにはリー
TBの指示によりルンバンの町の華人事業者
がすでに集まっていた。この日集まったの
はおよそ ��名，皆先日の社会政治局の集会
に呼ばれた人たちばかりで，この時も町の目
抜き通りから外れた地区 Kampung Baru
に暮らすそれほど裕福でない華人には声が掛
けられなかった。また先日の出席者のうちで
もラセムなど町外の人は対象外とされたほ
か，プロテスタント Kristen 信者も一部
の例外を除き招待されなかった。
このうち人口的にルンバンと匹敵するラセ
ムの町の華人については，地理的にはわずか
� kmしか離れていないにも関わらず，従来
からルンバンとはコミュニティを別にするも
のと認識されており，そのコミュニティ間で
も個別的親族・交友関係を超えた密な相互交
流がなかったため	� ，そもそもひとまとまり
として話し合うことは考えられなかった。
またプロテスタント信者が呼ばれなかっ
たのは，今回組織の立ち上げで中心的役割
を果たしているのが中国寺院運営組織の役

員であったことによるもので，註 �でも触
れたように，基本的に中国寺院に足を踏み入
れることすら忌み嫌うベタニ教会 Gereja 
Bethany，地図 の⑦ やパンテコスタ教
会 Gereja Pantekosta，地図 の⑨ の信
者などとは，何かと話が合わないだろうとし
て避けられたようである。したがって，たと
えばやはりプロテスタント系のインドネシ
ア・クリステン教会 GKI＝Gereja Kristen 
Indonesia，地図 の⑧ に通うタンMD
は，普段から近所づき合いは良いものの声を
掛けられず，他方その弟で中国寺院によく通
う仏教徒のタンMPは集会に呼ばれて出席
している	� 。これに対してカトリック信者の
多くは，中国寺院の地位変更の経緯を見ても
明らかなように，「宗教 agama 」と「信仰
kepercayaan 」は別だと割り切って中国寺
院のお祭には顔を出すし，また ����年以来
中国寺院の運営にも積極的に関わっていたた
め［津田 ���］，今回の組織立ち上げにも不
可欠なメンバーとして声が掛けられた。
もちろん招待は受けたものの出席しなかっ
た人もいた。たとえば長らく Bakom-PKB
の書記を務めていたテーHGは，経験から
言って公式にしろ非公式にしろマイノリティ
が自分たちの組織を作ると，かえってその組
織を通じて各方面から金銭要求されたり何ら

	�  ����年ルンバン生まれのニョー YTによれば，彼が ��代の頃はルンバンとラセムの華人は若者同
士仲が悪く，片方の町の若者がもう片方の町に足を踏み入れると，行った先の若者たちから袋叩き
に遭うようなこともしばしばであったという。両町にはそれぞれほぼ同年代に建てられた媽祖 天
上聖母 を祀る古い中国寺院があるが，相互の交流も長らく存在しなかった。ニョー YTがルンバ
ンの寺院で役職に就いた ��年代になってようやく，この慣習を打ち破って祭の際に相互訪問をす
るようになったとのことである。テーHGの自宅でのニョーYTへのインタビュー ���年 �月�日
による。

 　ジャワの華人たちの間では，一般にラセムの華人は経済的に大成しているがけちで社会的にも
オープンではないとする評価が広く定着しており，ラセムの華人自らも時にそれを自嘲気味に語る。
ルンバンの華人たちもこのことを引き合いに出し，確かに経済面ではラセムに敵わないが，自分た
ちの方がホスピタリティに満ちていると誇る傾向にある。このように両町の華人同士の気質が合わ
ない根拠としては，「ルンバンとラセムではそもそも水が違うのだ」などと説明されるのをしばし
ば耳にする。

	�  ���年 �月 ��日，筆者はこのタンMDの家でニョー YTを交えておしゃべりをしていたが，その
際話が ���	年の食堂Hでの会合のことになった。筆者はタンMDにその会合に出席したかを尋
ねたところ，本人は声を掛けられなかったと首を振ったが，そこでニョー YTはすかさず，「多分
彼は宗教 agama が違うと思われていたので招待されなかったのだ」と口を挟んだ。
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かの動員を受けたりするものであり，自らそ
うした標的を作るような真似は望ましくない
として，その日の集会にも参加せず，その後
もほとんど関与しなかったという		 。
さて，この日NU側の代表との会見を終
えたリー TBやニョー GKら �人は，�時間
以上遅刻して食堂Hへ到着する。先に食堂
に集まっていた人々はすでに長らく待たさ
れていたことから口々に文句を言い，また
Bakom-PKBの会長代行として通常こうし
た会合を取仕切ることが期待されていたリー
ISが，自分の立場が非公式であることを理
由に取りまとめ役の辞退を申し出たりと，集
会は出だしから混乱した。だが，NU側との
話し合いを終えたばかりのメンバーによって
先ほどの話し合いの結果が報告され，また併
せて新たに華人のための臨時の組織を設立す
る必要性が説明されるに至り，出席者の賛同
を得ることができたという。
こうして，ルンバンの華人コミュニティを
代表するインフォーマルな組織が旗揚げさ
れ，町の安定のために「憂慮・関与」すると
いう趣旨から，便宜上「オルガニサシ・クプ
ルドゥリアン Organisasi Keperdulian 」	�

と名付けられた。上で述べたように，この組
織は元々，社会政治局によって「チナ事業
者」であると同定された人たちが何らかの形
での自己対処を求められたことに端を発する
もので，したがって出発点において公権力と
いう「他者」の視線が強烈に意識されてい
た。そうした中からヤヤサン・ドゥウィ・ク
マラの幹部たちが中心となって組織を立ち上
げていくことになったわけだが，繰り返し

になるが，もちろんこの中国寺院の管理運
営組織が「華人コミュニティ全体 seluruh 
masyarakat Tionghoa 」を代表していたわ
けでは決してない。また行政レベルで華人は
“WNI Cina ”としてひとりひとり数え上
げられてはいたものの，「華人コミュニティ」
なるものが実体的・制度的にきっちりとま
とまった形で存在していたわけでもなかっ
た��。しかし，���世帯ほどが東西 � kmちょっ
との街道筋に集住しているルンバンのような
狭い町で相互に「華人である」と認知し合っ
て暮らす人々は，そもそも日々の生活の中で
お互い顔の見える形でゆるやかにまとまって
おり，誰と誰が親族で日頃どういう交友関係
を持っているのか，誰にどれくらいの財力が
あるのか，また実際誰に何ができて，その人
は社会的にどれほど積極的で責任感があるの
か，などといった情報や知識は，彼らの間で
十二分に共有されていた。そして，これに先
立つこと数年前の ����年から ��年にかけ
て，町内にある つの中国寺院，慈惠宮と
福徳廟が「仏教寺院 Vihara 」から「中国
寺院 Klenteng 」へと地位変更されたが，
これによってこれら つの寺院は理念上も
実際上も，仏教徒のみならずカトリック信者
なども幅広く含みこんだ町の華人全体

4 4

のため
の共有施設と見做されるようになっていた
［津田 ���］。こうして，狭い空間の中で日
常的に顔を合わせる間柄としての本来的に非
定型・流動的な人々の繋がりは，プロテスタ
ント信者等を含まないなど重要なズレはあり
ながらも，彼らが考えるところの「ルンバン
の華人コミュニティ全体」の広がりと近似す

		  テーHGの自宅でのインタビュー ���年 月 ��日 による。
	�  インフォーマントのニョーGKは終始この名称を用いず，「影の組織 organisasi bayangan 」も

しくは「華人組織 organisasi Tionghoa 」と表現していた。オルガニサシ・クプルドゥリアンの
名称は，後日ニョー YTやシャウ TNioから聞いたものであるが，ここでは説明上この名称を用い
ることとする。

 　なおインドネシア語大辞典［Hasan ���: 	��］の “peduli”の項によれば，本来は “kepedulian”
という形の方が一般的のようだが，本稿ではルンバンの人たちの表現にしたがっている。

��  Bakom-PKBは同化政策を進めるため実質的に「チナ」を管理する組織ではあったが，「チナ」の
みの組織であることを否定するかのように「プリブミ」会員も数名いた。またそもそも「チナ」の
利益を代表し主張するようなことは，この組織の趣旨とは相容れないものだった。
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る「中国寺院を支えるルンバンの華人コミュ
ニティ」として，ある程度の明確な形を与え
られるようになっていたのである。こうした
ことを踏まえて �	年の時点で誰が主導して
「チナ事業者」の集まりを組織するかを考え
た場合，近年活性化しつつあったこの中国寺
院管理運営組織の役員，とりわけその中心的
差配者であるリー TBを措いて他にいなかっ
たと言うわけだ。
ニョー GKは，�	年の危機に際してなぜ
ヤヤサン・ドゥウィ・クマラの役員が中心に
立ち回ったのかとの筆者の問いに，次のよう
に答えている。

「我々がやらなかったら，他に皆をまとめ
て引っ張っていこうなんて人はいないで
しょ。他に誰がいるの。前々から TBおじ
さん［＝リー TB］はずっと裏で動いてい
たんだ。こういう時には TBおじさんみた
いな人が中心にならないと。」

中心になるのは代わりにこの人じゃだめ
だったのか，と愚問を承知で筆者は試しに有
力と思われる町内の華人の名前を数名挙げて
みたが，ニョー GKは笑いながらことごと
く否定し，逆に筆者に対して，「お前だって
もう �年近くこの町に暮らしているんだから
分かるはずだろう�� ，とにかく TBおじさん
がなるべくしてなったのだ」と述べた。つま

り，ニョー GKにとっても，この町に暮ら
す他の華人にとっても，日頃の経験から誰が
どういう役割を果たすべきかということはす
でに自明のことだったというわけである。こ
のように，長い近所づき合いの中で培われて
きた日常的感覚が，暴動が起こるかもしれな
いという切迫した状況を契機として，実践的
にしっかり整った形でひとつの組織を生み出
すのに大きく作用したようである。
またニョー GKは，街道沿いでパン屋を
営み長距離バスの代理店も持つWl 図 �中
の Aの人物，地図 の⑭ のことを持ち出
して次のように語る。

「Wlおばさんは当時中国寺院でアクティ
ヴだったけど，�	年の危機の時には動か
なかったんだ。ほら，Wlおばさんはキア
イ・コリールとは近しいでしょ� 。だから
何があってもうちは大丈夫だって言ってて
ね。GKおじさん［＝自称］だってシャウ
OK�� を通せば自分の家の安全くらい保障
されていたんだけどさ。でもあの時の目的
は，ルンバンの華人全体 seluruh warga 
Tionghoa di Rembang の安全を確保する
ことで，我々もそのために働いていたんだ。」

ついで筆者が「ルンバンの華人全体」と
はどういうことかと質問すると，ニョーGK
はさらに次のように説明し出す。それによる

��  ��年 ��月にルンバンの町で暮らし始めた筆者は，外国人登録手続き上の不備から大家と共に警
察に出頭を命じられ，国外退去をちらつかされながら多額の賄賂を要求された。その場で持ち合わ
せがないことを理由に一旦警察から家に戻ると，大家の妻ウィHGはすぐさまかつての同級生で
町のパトロン的存在であるゴーWSに電話をし，次いでそこからリー TBに連絡が行った。リー
TBは警察幹部とのパイプを活かして筆者たちを脅した警官に直に電話をかけ，「お金を要求する
のなら俺からにしろ」と言って黙らせてしまった。華人はしばしば役所で賄賂要求をされたり，あ
ることないことを問題にされたりするのだが，ルンバンで最終的に頼れるのはこのゴーWSやリー
TBなのである。これこそが彼らが事実上ボスと呼ばれるひとつの大きな理由である。

�  Wlは父の代からKHコリール・ビスリやその父と親しく，また彼女自身が一時期週 �回ほど，コ
リール主宰のイスラーム寄宿学校で無料でエアロビを教えていたこともある。

��  シャウOKの妻 ��年死亡 は，ニョー GKの妻の母とは従姉妹同士である。シャウOKの
妻の父がKHムストファ・ビスリの義父と仲が良かった縁で，現在でもシャウOKはムストファ・
ビスリ自身やその実兄コリール・ビスリとも兄弟のようなつき合いをしている。ちなみにシャウ
OKはWlの夫タン TSの異父兄の子にもあたるが，年が余り離れていないこともあって，Wl夫
妻とは昔からの遊び仲間である。
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と，ニョー GKの家は旧華人居住区の外側
に位置しており，彼自身が普段から路地掃除
などの共同奉仕作業 kerja bakti に「チナ
として唯ひとり satu-satunya Cina 」参加
していることもあって，家の裏に広がってい
る「カンプンの人々 orang kampung 」か
らは信望を得ている。ある日彼は，裏の集落
に住む改革要求青年団体の一員から，	月に
計画されている県知事辞任要求デモの際に，
同時に抗議の標的となる予定の商店リストを
手に入れる�� 。そこには町内旧華人居住区内
に位置する �軒，すなわち Dr.ワヒディン
通り Jl. Dr. Wahidin の Toko Lt 地図 
の⑰ ，ガンビラン通り Jl. Gambiran の
Toko Rn 地図 の⑱ ，それにサワハン通
り Jl.Sawahan のタンHOの米倉庫 地
図 の⑲ が示されており，いずれも「高慢
sombong だから」などといった理由で標
的にされていることが分かった。このうち
Toko Ltの主人についてニョー GKは，確
かに彼は根っからの「ビジネスマン orang 
bisnis 」で社交的ではないなどとコメント
しながらも，こう述べる。

「もしこれら �軒だけが標的になるのであ
れば，その店だけの問題だから放っとけ
ばいい。そもそもGKおじさん［＝自称］
の家は橋の西側�� だし……。」

そこに，横で聞いていたニョー GKの妻

がおどけた声で付け加える。

「うちの家族にはハジャもいるしね
Keluarga kita kan punya Bu Haja 。」��

そして再びニョーGKが続けて言う。

「…そう，だからGKおじさん［＝自称］
自身は特にデモを恐れてはいなかった。だ
けど，群衆が暴れだしてこれらの店［＝標
的となっている �軒］の周りにある店や
家を襲わないという保証はないだろう，そ
うするともう皆の問題になってしまう。そ
れでGKおじさんは TBおじさん［＝リー
TB］たちと相談して，何とかしなければ
と思ったんだ。」

こうして彼が語る「ルンバンの華人全体」
というものが，隣近所という発想から広がり
を見せているのは興味深い。もちろんこれは，
今なお多くの華人が旧華人居住区という非常
に狭い空間に密集して暮らしていることと無
関係ではなく，こうした空間的分布も「ルン
バンの華人コミュニティ」という何らかのま
とまりを想像することを容易にしている。そ
して，厳密には「持てる者」としての「チナ
事業者」の集まりであったオルガニサシ・ク
プルドゥリアンが，隣近所という発想を媒介
として，有機的関係の積み重ねによってイ
メージされる全体的なまとまり，すなわち町

��  たとえば ���	年 �月 �日に中部ジャワ州クブメン Kebumen で起きた暴動でも，群衆を扇動す
るリーダーの存在と並び，標的となる商店のリストが予め用意されていたことが報告されている
［Purdey ���: �� ���］。

��  旧華人居住区はルンバンの港 Pelabuhan Tasikagung に注ぐ川の東側に広がり 地図  ，その
西側にはニョーGKを含め数軒の華人しか住んでいない。来たる 	月 ��日に予定されていたデモ
は，この橋を出発点に町の中央である東に向かうことになっていたため，橋の西側にあるニョー
GKの家が被害に遭う可能性は少ないという意味である。

��  ニョーGKの長兄ニョー YTの妻は東ジャワ州クルトソノ Kertosono 出身のジャワ人で，近年
メッカに巡礼したことから，ハジャ Haja というムスリムの間では大いに尊敬される称号を持っ
ている。さらに彼女は当時のルンバン県知事とも極めて親しかったといい，現在彼女が町の中ほど
の街道沿いに開いている東ジャワ料理の食堂の土地 地図 の⑫ は，その県知事から特別な形
で安く譲られたものである。なおこの食堂は，このニョー YTの妻とニョー GKの妻との共同名
義になっており，ニョーGK夫妻は頻繁に兄夫妻の家を訪れている。
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の華人全体，あるいは華人コミュニティの全
てを代表するものへとシフトしていくこと
は，極めて自然なことであった。
以上のように，一定の地理的まとまりの中
での隣近所の広がりという発想，そしてそれ
に内実を与える先述した日頃からの相互認知
の蓄積というものが，この華人コミュニティ
の基本構成原理となっているとすれば，地理
的にも日常的な人的交流の面でもやや疎遠
だった隣町ラセムが，そもそもこのルンバン
のオルガニサシ・クプルドゥリアンがカバー
すべき範囲として認識されなかったのは，至
極頷けることである。またそれと同時に，プ
ロテスタント信者の多くもやはり当初から話
し合いの席から排除されていたわけである
が，このことも，中国寺院に足を踏み入れる
ことすら嫌がるような人たちが果たして寺院
管理運営組織のメンバーが中心の華人組織の
中で一緒に上手くやっていけるのかという，
日頃のやり取りから抽出された論理が優先し
ていることを示しており，この組織の結合論
理が単に「華人だから」などといった無機
的・抽象的なものに拠っていないことを如実
に物語っているように思われる。いずれにせ
よこのオルガニサシ・クプルドゥリアンの構
成は，結局のところ「ルンバンの中国寺院を

支える人々の集まり」［津田 ���: ��］とい
う枠と極めてよく重なることとなった。しか
し，いやだからこそ，外部の目からすれば，
それは所詮プロテスタント信者なども含めて
十把一絡げにイメージ
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された「チナ全体」の
組織と見られるわけであって，組織の側とし
てもやはりそのようなものとして自らを位置
付け，振舞ってゆくのである。
さて，話を食堂Hでの集会に戻そう。こ
の場でオルガニサシ・クプルドゥリアンの立
ち上げが決まると，引き続き役員の人選が行
なわれた。この時も誰がどのような役職に相
応しいかという大方の共通理解に応じて，そ
れほど手間取らずに次々と決まっていったと
いう 表  。
たとえば組織の副会長には，日頃からコ
リール・ビスリ，ムストファ・ビスリ兄弟
と親しくやり取りをしているシャウOKが，
今後NU側との交渉の際にこの人脈が貴重
になるとして推挙された�� 。また書記に就い
たシャウ TNioは当時ヤヤサン・ドゥウィ・
クマラの書記も務めていた。彼女は大学の
英文科を出ており，その時のツテで官僚組
織に知り合いが多く，また ��年代から印刷
屋を営む傍ら，長らくルンバンの教員養成学
校で英語を教え，近年では隣町ラセムの私立

【表 �】オルガニサシ・クプルドゥリアンの主な役員表

役　職 名　前 生　業 備　考

会長 ゴー CP 金・貴金属店 次期ヤヤサン理事長。

副会長 ニョーGK 電器店 次期ヤヤサン副理事長。

シャウOK 無職 引退 KHコリール・ビスリとは父の代からの友人。

会計 Fd 雑貨店 ―

書記 シャウTNio 印刷・コピー業 官僚組織に広い人脈を持ち，カトリック教会でもアク
ティヴ。後に県議会議員 ’��～ 。

シュー CW 漁具店 中国寺院の運営でアクティヴ。

役員 タンHO 農産物仲介業 ルンバンで最大の米仲買業者。

テー BP 家具販売店 中国寺院の運営でアクティヴ。

コーHY 伝統薬販売代理店 後に県議会議員 ’��～’�� 。

タンKH 農産物仲介業，船主，氷販売 ヤヤサンの監督評議会員。

Cg ― ―

��  シャウOKとコリール・ビスリの繋がりについては註 ��を見よ。
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小学校に移って教鞭を執っている。さらにカ
トリック教会の地区長 ketua lingkungan
を務めるなど極めて活動的で，ルンバンの華
人の中では一二を争う人脈の持ち主である。
その他役員には，今後米の安価供出などの際
の便宜を考えてタンHOが名を連ねた。ま
た発起人のひとりであるニョー GK自身も，
�	年度からヤヤサン・ドゥウィ・クマラの
筆頭副会長に選ばれてはいたものの，通常の
寺院役員交代日である旧暦三月二十三日 �
月 ��日 �	 になっても前任者が降りていな
かったため，正式な引継ぎがなされる予定の
�月まではこの非公式な組織の副会長とし
て世話をすることになったのだという。
この日の立ち上げ集会では，主な役員の人
選に続いて，以下の �点が話し合われ，出席
者の合意を得ている。

①社会政治局の集会を受けてのルンバンの華
人コミュニティ全体の統一見解として，何
事に対しても落ち着いて対処し，治安機関
の助けを取り付けることを優先する。
② 	月 ��日に予定されているデモ主催者に
対しては，コース変更を要請して町の中央
広場 alun-alun に行ってもらい，商店
が並ぶ町中には入らないでもらう。
③今後の活動資金として後日出席者からお金
を集め，プールする。
④治安維持に関係する �機関に献金をする。
すなわちルンバン軍小分区司令部 Kodim
に ���万ルピア，県警察 Polres＝Polisi 
Resor に ���万ルピア，そしてKHコリー
ル・ビスリ主宰のイスラーム寄宿学校に
���万ルピアずつを当座の額とする。

このうち③に関しては皆が自主的に払うこ

ととし，中には �世帯で ��～ ��万ルピアも
出したところもあったという。最終的には総
額で �千万ルピア近くが集まり，このお金は
町の華人からボスと見做されているリー TB
によって管理された�� 。彼はこの「影の組織」
で正式な役職には就かなかったものの，常に
組織の意思決定に関与するなど実質的な取り
まとめ役だったのである。

	. 「影の華人組織」の活動

	.�. 不発に終わったデモ
この晩の集会が終わると，まずそれほど日
を置かないうちに，副会長に就任したシャウ
OKが，ルンバンの町で顔が利くKHコリー
ル・ビスリの息子のもとへと挨拶に行く。こ
の時はあまり騒ぎにならないようにとシャウ
OKが単身で出向き，後日ニョーGKを伴っ
て再びコリール・ビスリと直接面会すること
となる。この席でニョー GKは，予定され
ているデモの当日，町中の全店舗に各数名ず
つの警備を寄宿生の中から出してくれるよう
要請し，華人皆からの寄付だとして ���万ル
ピアを手渡す。その後ニョー GKは寄宿学
校の関係者や近隣の家々数百軒を戸別訪問し
て回り，合計で �,���名ほどの警備を取り付
けることに成功する。なお，この店舗警備は
あくまでも自主的なものとし，「チナが用心
棒を金で雇った」などと見られないように，
警備の際にはお揃いの制服などを着ずに，長
袖にサロン sarung という普段モスクに
礼拝に行く時に着用するような格好をするこ
とも併せて頼んだという。
こうして町で一番の影響力を持つ宗教指導
者の支持を取り付けた後，続いてオルガニサ
シ・クプルドゥリアンはデモを企画している

�	  旧暦三月二十三日は慈惠宮に主神として祀られている媽祖 天上聖母 の聖誕日にあたり，この日
に寺院でお祭が開かれるとともに，通常は寺院管理運営組織ヤヤサン・ドゥウィ・クマラの役員交
代もなされることになっている。

 　なおオルガニサシ・クプルドゥリアンの役員としてはこの他に，シャウ TNioの母方の叔父や，
ニョーGKの長兄ニョー YTら �人が出納監査員に就任している。

��  シャウ TNioへの自宅前でのインタビュー ���年 �月 �日 による。



 アジア・アフリカ言語文化研究　

団体そのものとの交渉を開始する。この頃ル
ンバンでは，町の青年たちが �つの改革要求
団体を個別に組織し，合同で 	月に県知事を
降ろすデモを企画していた。オルガニサシ・
クプルドゥリアンはこれら諸団体を説得し
た結果，「紅白旗改革団 Reformasi Merah 
Putih 」を除く �団体がひとつにまとまり，
「ルンバン警護団 Garda Rembang 」という
組織へと再編される。このルンバン警護団は，
町を破壊・略奪から守ることを主目的とする
もので，実質的にはデモを企画する側から，
平穏維持のためにそれを阻止する側へと �	�度
方向転換したことになる。団長にはニョー
GKと同じタンジュンサリ Tanjungsari
村に住む旧「ワル＝タンジュンサリ村改革
団 Reformasi Waru-Tanjungsari 」を率い
ていた人物が就任し，オルガニサシ・クプル
ドゥリアンもこの新しい警護団と互いに連絡
を取り合って，協力するようになるのである。
以上のような周到な根回しの甲斐あって，

	月 ��日に予定されていたデモは結局行な
われないことになった。代わりに独立 ��周
年を記念する翌 ��日の晩，�つの公認宗教
イスラーム，カトリック，プロテスタント，
ヒンドゥー，仏教 からそれぞれの宗教者を
招き，町の中央広場で調和のための対話集会
dialog kerukunan が開催された。独立記
念日を神に感謝するという趣旨のこのイベ
ント Malam Syukuran Tujuh-belasan を
コーディネートしたのは，普段から村落に出
入りしプリブミとも関係の深かったWgと
いう人物��� で，オルガニサシ・クプルドゥ
リアンもこの企画に対して，デモが不発に終
わったために使われなくなった資金の中か
ら ���～��万ルピアほどを寄付した。ルン
バン警護団も独自にプリブミ事業者から献金
を募り，���万ルピアを出した。またルンバ
ン県政府は協賛として，�,���万ルピアの他，
ステージやスピーカーの設営等を負担した。

こうしてデモを経ずに迎えた独立記念日の夜
は平和裏に過ぎていった。

	.�. 近隣の町との連携―ネットワークの完成
このように，当面懸念されていたデモは未
然に防がれたものの，物価も政情も決して安
定したわけではなく，民衆の不満はいつ爆発
するか分からない状態が続いていた。
たとえば上記の県知事辞任要求デモ騒ぎの
一件が収まった直後，ルンバンの町では今
度は米価をめぐって一触即発の事態が起こ
る。ニョー GKによれば，貧民救済のため
として食糧調達庁 Bulog＝Badan Urusan 
Logistik が安価米を供出することになり，
このプロジェクトをルンバン最大の米仲買業
者タンHOが請け負った。当時米の市場価
格は � kgあたり ,���ルピアほどであった
が，タンHOは政府からその半額以下の ���
ルピアで米を受け取り，それに諸経費を加
えて �,���ルピアでイスラーム寄宿学校など
に供出を行なった。ここから一般庶民に米が
渡る際にはさらに経費がかかったため，� kg
あたりの末端価格は最終的におよそ �,���ル
ピアとなった。ところが，政府売り渡し価格
と末端価格との差を知った人々が怒り出し，
その一部は市場前にあるタンHOの実家の
商店 地図 の⑳ に押し掛けたのである。
騒ぎはこれだけにとどまらず，�日後の金曜
日にはさらに大規模なデモが行なわれること
も計画された。この動きを察知したニョー
GKは，タンHOの弟タンHL 既出のアン
ディー Rの父 を通じて当時スマランにい
た兄に連絡を取り，諸経費としていくらか
かったのかなど内訳の詳細を説明させた。こ
の説明はすぐさま村々やイスラーム寄宿学校
に伝えられ，騒ぎになるのはまたもや未然に
防がれたという。
こうして町は一応の平静さを保ち続けるこ
とに成功したが，とはいえ，このような一触

���  Wgはニョー YT，ニョー GKの従兄弟ニョー GGの娘婿にあたる。なお，ニョー GK自身はこ
の集会を支持したが，直接関与はしていない。
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即発の緊迫した空気は，インドネシア全土の
不安定な政治・経済・社会状況と連動して
すぐには治まる気配がなかった。さらには
����年 �月に予定されている総選挙に向け
て，町の政治的熱気は高まる一方であった。
このためオルガニサシ・クプルドゥリアン
は，引き続きルンバンの華人コミュニティの
自衛・利益団体としての活動を続けていくこ
とになる。
この時点での組織の活動としては主に 
点が挙げられよう。ひとつ目は，近隣の町の
華人団体との連携であり，もうひとつはルン
バン県議会に「華人代表」を送り込むことで
あった。
このうち前者の近隣の町の華人団体との連
携については，ルンバンにとっては非常に切
実なことであった。というのも，ルンバン
県の南隣のブロラ県には陸軍第 ���歩兵大隊
Yonif ��� が駐屯しており，また西隣のパ
ティ県には旧パティ理事州 Karesidenan 
Pati ��� 全域を管轄する広域警察本部�� が
あるため，それらの町では緊急時の治安確保
も比較的容易と思われたが，一方のルンバン
の町には軍・警察とも少数しか常駐していな
いために，有事の際にはどうしても外部から
の応援を頼まざるを得ないからであった。
ちょうど同じ頃，このパティとブロラの町
でもルンバンと同じような形で非公式の ＝
「影の」 華人組織が生まれていた。このう

ちパティの町の華人組織の取りまとめ役は，
ゴーWS��� というルンバン出身の巨大食品
工場経営者であった。彼は隣県に移り住んで
もなおルンバンの中国寺院に多額の寄付をし
続けており，リー TBと並んで影響力のある
人物として一目も二目も置かれていた。その
ために，ルンバンとパティとの連携は，普段
から中国寺院の運営などで頻繁にやり取りを
交わしているこの両名を通じてすぐに話が進
んだ。またブロラの華人組織とは，その世話
役をしている町の名士でムスリム華人の
H
ハジ

j.STが，上に挙げた両名と以前から顔馴染
みであったことから，これまた容易に連絡を
取り合うことができ，�	年の暮れには �つ
の町の華人組織が互いの連携を図るために会
合を開く運びとなった 表 � 。
第 �回目の会合はブロラのHj.STの家で
行なわれた。ルンバンのオルガニサシ・クプ
ルドゥリアンからは，実質的な取りまとめ役
のリー TB，副会長ニョー GK，書記シャウ
TNio，それにテー BPを除く役員 �名の合
わせて �名が出席し，パティからはゴーWS
を含め �名が参加した。またこの時点では
ラセムの町には組織立ったものはできていな
かったが，町の華人の顔役 tokoh として，
バティック業ゴーHT��� とセラミック販売
店経営の人物の 名が参加した。
この会合ではまず，半年後に控えた総選挙
の前後に治安がかなり悪化するであろうとの

���  オランダ時代に置かれた行政単位で，����年に現在のパティ，クドゥス Kudus ，ジュパラ
Jepara ，ルンバン，ブロラの �県を含むルンバン＝ジュパラ理事州 Karesidenan Rembang-

Jepara として成立した。日本軍政期には「パテ州」と名を変えてこの行政単位が引き継がれるが，
独立後しばらくして廃止されている［Tim Peneliti ���: 	 �］。

��  インドネシアの国家警察機構は，州ごとに管区本部 Polda＝Polisi Daerah ，その下に複数の県
を管轄する広域警察本部 Polwil＝Polisi Wilaya ，そして各県ごとに県警察署 Polres＝Polisi 
Resimen が置かれ，末端は郡単位の分署 Polsek＝Polisi Sektor となっている。

���  ゴーWSについては註 	�を見よ。
���  ゴーHTは註 ��で既出。シャウ TNioへのインタビュー ��年 ��月 �	日 の折，彼女が註

	�で示した論法を持ち出し，「ルンバンとラセムとでは水が違う」として両町の華人が相容れない
との見解を述べたので，筆者は「たとえばゴーHTもラセムに住んでいるが，彼もルンバンの華
人とは上手く行かないのか」と尋ねてみた。すると彼女は，「HTおじさんはジャワ人の妻をもらっ
たのでそもそも完全にラセムの華人とは同じでないし，それに普段からルンバンの華人ともつき合
いたがるから，別よ」と答えた。ちなみにこのゴーHTは，シャウ TNioが当時英語教師をして
いたラセムの私立小学校の理事でもあった。
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予測が共通認識として確認され，さらには信
頼できる情報筋の話として，パティの南隣に
あるグロボガン Grobogan 県都プルウォ
ダディ Purwodadi で，近々大規模デモ
が行なわれる予定であるということも伝えら
れた。これらを踏まえて会合では，そうした
万一の事態に備える方策が協議された。その
結果，今後各町で密に連絡を取り合い，仮に
ある場所でデモ・暴動などが発生したなら
ば，それが隣県・隣町に波及しないよう町同
士を結ぶ幹線道路を直ちに封鎖することが決
められた。道路封鎖には当然沿道の村人に協
力を仰がねばならず，そのための資金として，
各組織が今まで集めてきたお金が使われるこ
とになった。
また同じ会合の中でパティのゴーWSか

ら，ジャカルタで I
インティ

NTI ＝Perhimpunan 
Indonesia Keturunan Tionghoa／印

インドネシア

尼華裔
總會 という組織が設立されるとの話が伝え
られる。主にジャカルタの華人企業家が中心
となって準備されていたこの組織は，インド
ネシアに暮らす全華人を結集し，彼らを取り
巻く政治・社会的な抑圧を打破していくこと

を目的としていた��� 。設立総会は ����年 �
月 ��日，ジャカルタ市内のホテルで予定さ
れていたが，ルンバンの華人コミュニティに
宛ててもこの総会参加のために �通の招待状
が用意されていた 写真 � 。
ブロラでの第 �回目の会合はここでお開き
となり，それぞれが今日話し合われたこと
を各自の町に持ち帰った。なお最後に述べ
た INTIへの参加問題に関しては，オルガニ
サシ・クプルドゥリアンの中でも検討が行な
われたが，その後情勢が安定に向かっていく
中で話は立ち消えとなり，この町からは誰も
「全華人の団結」を謳う総会に出席すること
はなかった��� 。
それから �ヶ月ほど経った ����年 �月 �

日，混乱が予想される選挙活動期間に入るの
を前に，旧パティ理事州内の全ての町の華人
組織に呼び掛けがなされ，パティの町のレス
トランで第 回目の連絡会合が開かれること
になった。この時点ではすでにほとんどの町
で華人のための華人のみからなる組織ができ
上がっており��� ，ルンバン，パティ，ブロラ，
それに前回は個人参加だったラセムが正式に

【表 �】近隣の町の華人組織間の連絡会合

回　次 開催時期 開催場所 参加した町 備　考

第 �回 ’�	末 Blora Rembang, Pati, Blora, Lasem 各町の連携と連絡体制の確立。

第 回 ’��.�.� Pati Rembang, Pati, Blora, Lasem, 
Juwana, Tayu

Kudusと Jeparaは不参加。コーディネーター
設置，連絡体制の充実。

第 �回 ’��.�.�� Rembang Rembang, Pati, Blora, Lasem, 
Juwana, Tayu

Lasemの積極的参加を促す。

第 �回 ’��.�. Jepara ― Jeparaが初参加し会合を主催。Rembangは
不参加。

���  Herlijanto［���］は，スハルト体制崩壊後の華人の動きを大きく 派，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とに分類している。人権や民主化などを唱える b の類型の諸団体に
対し，華人の政治的地位向上や華人文化への理解増進を目的とする a 類型の代表として挙げら
れるのが，この INTIと PSMTI ＝Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia／印華百家姓
協會 である。

 　ゴーWSの一族が経営する巨大食品会社で CEOを務める彼の弟も，この INTIの設立とその後
の運営に深く関わっている。

���  パティのゴーWSは INTIの設立総会に出席している。
���  ルンバン以外の各町で華人組織ができ上がった経緯については未調査である。ラセムの町で燕の

巣を所有するラウGSは，���年以来警察に「警護料」として単独で毎月相当な額 ���年は月
���万ルピア を払っている。その彼によれば，����年 �月のバンドゥン，����年 �月のマラ ↗
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組織として参加したほか，新たにパティ県の
ジュワナ，タユ Tayu の各町からも代表
が集まった。なお，同じ旧パティ理事州に属
するクドゥスとジュパラ Jepara の華人組
織にも声が掛けられたが，この日の出席はな
かった。
この第 回目の会合では，お互い組織間
の連絡を円滑にするべく，各町にそれぞれ 
名のコーディネーター koordinator を置
くことが決められた。このコーディネーター
は，その町の華人コミュニティの窓口と位置
付けられ，ルンバンではオルガニサシ・ク
プルドゥリアンの副会長ニョー GKと書記
シャウ TNioがその任に就いた。またこれと

同時に，治安維持のための関係諸機関とツテ
を持っている人がそれぞれの連絡担当者に指
定された。これによって，ルンバンの県警察
Polres Rembang ，パティの広域警察本部
Polwil Pati ，スマランの中部ジャワ州警察
管区本部 Polda Jateng ，あるいはブロラ
の陸軍第 ���歩兵大隊 Yonif ��� ��	 ，スマ
ランの陸軍第 �軍管区司令部 通称ディポネ
ゴロ師団：Kodam IV/Diponegoro など，
緊急時に応援要請可能なあらゆるレベルの治
安機関へのアクセス方法が，全ての町の華人
組織によって共有されることになった。また
ルンバンのKHコリール・ビスリ��� をはじ
め，パティやラセムの町でそれぞれ影響力を

↗ リ Malari 事件，そして ���	年にクラガンで反華人暴動が発生した際に，ラセムの町ではその
余波を恐れ一部の華人 �	年の時はラセムの中国寺院管理運営組織 Yayasan Tri Murtiの役員
が率先して皆から金を集め，軍に警護を要請したため，大事には至らなかったのだという。�	年
には彼も献金に応じたが，そのことについて彼は，「ラセムにはこのような賢い華人がいるお蔭で，
自分たちはただお金を払うだけで事無きを得ることができるのだ」と説明した。ちなみに彼によれ
ば，ラセム全体で影響力を持っているのは，同町でイスラーム寄宿学校を主宰するやはり高名なキ
アイ cf.註 ��� で，「ラセムの華人コミュニティ masyarakat Tionghoa di Lasem 」は彼との
パイプを通じて安全の確保を図っている。ただ彼は，ルンバンの華人コミュニティはKHコリール・
ビスリおよびその弟と日頃から極めて良好な関係にあるので，ラセム以上に安心感を持っているの
では，と付け加えた。ラウGSへのラセムの自宅でのインタビュー ���年 月 �日 による。

��	  連絡担当者はHj.ST。このHj.STは，���	年危機当時ブロラ県警察署長 Kapolres Blora を務
めていた Da’i Bachtiarとも親しく，その後 ���年の調査時には当の Da’i Bachtiarが国家警察長
官 Kapolri に就任していたことから，ニョーGKは「いざとなれば我々は直接中央まで人脈を
持っていることになる」と笑みを浮かべながら語った。

���  連絡担当者はリー TB。

【写真 �】INTIの設立総会招待状。封
筒の宛先には“Rembang”とだけ書
かれていた。
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持っているイスラーム寄宿学校主宰者��� へ
の連絡体制も整えられ，こちらも当該人物と
普段から個人的繋がりを持っている人が各々
の連絡担当者として割り当てられた。
このような作業の結果，旧パティ理事州
東部 �県 パティ県，ルンバン県，ブロラ

県 ��� に点在する �つの町の華人コミュニ
ティのいずれかで万一緊急事態が生じた場
合，各町のコーディネーターが窓口となって
互いに連絡を取り合い，その人を介して町内
のあらゆる華人に連絡が行き渡るようになっ
たばかりか，各町の華人全体の安全を期すた

【図 �】各町の華人組織の連携と緊急時の連絡体制

���  パティでイスラーム寄宿学校を主宰するキアイはNUの幹部でもあり，ゴーWSが連絡担当者と
なった。一方ラセムのイスラーム寄宿学校主宰者は，イスラーム系政党の開発統一党 PPP 中部
ジャワ州支部長で，����年からは中部ジャワ州議会副議長を務めた人物である。

���  旧パティ理事州の総面積は �,�� kmで，�県の内訳はそれぞれパティ県：���� km，クドゥス県：
�� km，ジュパラ県：�,��� km，ルンバン県：�,��� km，ブロラ県：�,��� kmである。このう
ち東部 �県の面積合計 �,�� km は旧理事州全体のおよそ ��％を占め，それは東京都と神奈川
県を合わせた面積にほぼ匹敵する。
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めに必要に応じて関係諸機関への応援要請を
したり，あるいは町と町とを結ぶ幹線道路を
封鎖するなど，すぐさま対応が取れる体制が
整ったわけである 図  。

	.�. 形式化・拡張化される「コミュニティ」
ここで改めて，華人の多くが暮らしの中で
経験するコミュニティというものについて考
えてみよう。「華人対プリブミ」の別という
大きな構造がある中で，ルンバンやラセムな
どの町に住む華人たちにとっては，地理的な
面からもそこに存する濃密な人の繋がりの面
からも，個々の町の華人コミュニティといっ
たものがひとつひとつのまとまりとして比較
的明確にイメージされやすいということは，
すでに述べたとおりである。その一方で，そ
れぞれのコミュニティを越え出た直接／間接
の人間関係の存在や移動の実態がある中で，
それらが決して古典的に想定される客観的実
体としての「閉じた社会」ではないというこ
とも示した。ただそうは言っても，大方の華
人が日常のほとんどをそれぞれのローカルな
コミュニティ内に留まって過ごしているとい
うのもまた事実であるわけで，そのような華
人の皆が皆，別の離れた町に満遍なく
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親戚や
知人を持っているとは限らない。仮にいたと
しても，そのツテがいざという時に実利的に
頼りになる可能性は極めて低かろう。
同様のことは，程度の差こそあれ同じコ
ミュニティ内に暮らす者同士についても言え
る。つまり，隣近所の誰しもが顔見知りの狭
いコミュニティ内であっても，その繋がりや
つき合いには当然濃淡があり，決して均質
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で
はない。それゆえ，たとえ同一コミュニティ
内に治安組織や宗教的権威との太いパイプを
有する人がいたとしても，従来のごとく町の
華人コミュニティがひとつの統一体として組

織的に行動する契機に乏しかったうちは，そ
のパイプは専らそれを所有する個人かその近
縁者の便宜のために用いられる限定的なもの
にとどまりがちであり，必ずしも同一コミュ
ニティ内の成員全てがすぐさまそれら相手先
の諸機関に直接アクセス可能な状態ではな
かったのだ�� 。
そこで，���	年の危機に際し「チナであ
ること」を政府当局により再認識させられた
ルンバンの華人たちがまず為したことは，今
まで非定型・流動的でゆるやかなまとまりに
過ぎなかった町内のコミュニティを，オルガ
ニサシ・クプルドゥリアンという組織を立ち
上げることで自衛目的のためにもう一度明確
に統一体として実体化・形式化し，それに
よって緊急時に有用と思われる諸機関との個
人的な繋がりをまさに全成員で均一に共有す
るということであった。そしてその共有の範
囲は，このコミュニティを基本単位としつつ，
さらに近隣の町の同等のコミュニティとも連
携を図ることで一層拡大され，安全確保のた
めに頼れる手段の質も量も飛躍的に増大する
こととなったのだ。
こうしたひとつの町を越え出る相互提携を
可能にしたのは，あくまで個人的ツテに基づ
くものであったし，また各地の軍や警察，イ
スラーム寄宿学校との連絡体制を確保するあ
り方というのも，やはり従来から個別的・限
定的な形で培われてきた諸々の繋がりを最大
限に掘り起こし再確認するというものであっ
た。だが，その結果最終的に出来上がった広
域ネットワークにおいては，それまでバラバ
ラであった利用価値の高い個人的な繋がり
が，コーディネーターを介して結び付けられ
た �県 �町の華人コミュニティに属する全
成員の安全確保のために均しく開かれたもの
となったのである。

��  たとえば古くからKHコリール・ビスリと親交を保つWl cf.註 � やシャウOK cf.註 �� ，
当時の県知事とも繋がりが深くハジャ Haja の称号を持つジャワ人を妻とするニョー YTおよ
びその弟のニョー GK家族 cf.註 �� ，そしてもちろん財力と各方面へのコネを有するリー TB
やゴーWSらは，すでに自身たちの安全を確保するためのパイプを持っていた人たちと言えよう。
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これをたとえばルンバンの町に暮らすひと
りの華人の視点から見れば，それまで彼／彼
女が独自に持っていた個別・具体的な人脈の
みでは到底達成し得なかったであろう信頼で
きる連携の仕組みが，このネットワーク・シ
ステムの成立により一挙に手に入ったことに
なる。そしてそのネットワーク・システムの
広がり，あるいはそれを支えているとイメー
ジされる華人コミュニティ 仮にそう呼び得
るとしたら というものは，それまで彼／彼
女が濃淡ある知己関係の連鎖に基づいて把握
していた言わば顔の見えるつき合いの範囲を
遥かに越え出て，それら点と線の連なりの背
後にまで延びる均質的で面的・空間的な広が
りを持ったものへと大幅に拡張されたのであ
る��� 。
ここで重要と思われる点は 点である。

ひとつは，このように日常的な顔の見える
想像が及んでいた範囲を大きく越え出るまで
に拡張されたコミュニティに対して，彼／彼
女自身が依然として具体的かつ切実な利害関
係を託して関わり合いを保っていたという点
である。それまでも，たとえば生まれてから
一度も顔を合わせたことのない人々をも含め
て「我々同胞」などとして想像するようなあ
り方は，それが B.アンダーソン［����］の
主張するごとく専ら近代以降にのみ見られる
現象かどうかはさておき，彼ら／彼女らに
とってももはや馴染みのないものではなかっ
ただろう。���	年末から ��年にかけて中部
ジャワ州の東北の一角に出来上がったこの広
域ネットワークの結び付きによりイメージさ
れる華人コミュニティが，そうした抽象的・
観念的にイメージされる華人の広がりと明確
に違う点があるとしたら，それは前者が単
に「華人」という名だけを共通項に結び付い

た漠然としたものではなく，切迫した危機感
これはクラガンやジャカルタでの暴動に接
した際のルンバンの華人の意識としてすでに
説明した を共有するとともに，そのネット
ワークの存在によって彼／彼女が具体的に安
全を保証されるという，極めて明確に成員で
あることを意識できるほどの実存性・実利性
を備えていた点である。
もうひとつ重要なのは，上で述べたことと
も関連するが，このネットワークがはっきり
とした目的，すなわち，暴動の危機に備え華
人たちが連携して自己対処を図るために，意
図的に構築されたものであったという点であ
る。その結果として，形態としては冒頭で触
れた陳［���］が示すような虹にも比せら
れる華人 ＝華商 ネットワーク像とは大き
く異なり，要所では個人的な繋がりが基本的
重要性を占めてはいるものの，全体としてみ
れば各地に点在するコミュニティを基本単位
としつつコーディネーターを介してそれらが
連なるという，図式化できるほど形式的で一
種機械的ですらある実体を備えたもの 表向
きには見えないが に組み上がっていったの
である。もちろん，このように言わばコミュ
ニティの連接という形態で成り立っているた
めに，たとえばある町に暮らす華人にとって
は，いくら新たに近隣の町々の華人たちとの
連携体制ができ上がったとはいえ， 従来か
らある個別・具体的な交友関係を除けば そ
こに生活している華人たちが個々人として顔
の見える関係性の中に取り込まれたわけでは
決してなく，むしろイメージとしては，彼／
彼女自身が属するコミュニティと同等の別の
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塊
4

が，危機に備え一致協力するための輪の中
へとごっそり

4 4 4 4

付け加わったといった認識に近
かったものと思われる��� 。ただいずれにし

���  ただしこの面的・空間的広がりは，あくまでも各町の華人コミュニティを基本単位とした連携とい
う形でイメージされるものであり，また前に述べたような華人の「島々」を取り巻くプリブミの「大
海」にまで広がり出るものでもない。

���  つまり結論を先取りして言えば，複数の町に広がるネットワークの成立によっても，多くの華人諸
個人にとってのいわゆる顔の見える想像の及ぶ範囲というものは，元のコミュニティの広がりから
実質的にほとんど拡張されなかったものと考えられる。 ↗
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ても，彼／彼女が生活を共にしたこともない
別の町々の 集合としての 華人たちが，自
分たちと緊密に連携し合って行動する仲間と
して現実に
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想像の射程に入ってきたことは確
かであり，そうした体制を支え協力し合う一
体的まとまりとして想像される華人の広がり
というのもまた， 顔は見えないとはいえ
確実に拡張されたのである。そしてまた，一
旦こうして明瞭な形式性を備えた体制ができ
上がるや，ネットワーク内では有事の際の連
絡にもはやその都度個人的な繋がりを辿り直
す必要性がなくなったし，またネットワーク
外に対しては，すでにでき上がった体制を範
型としつつ別の町 たとえばクドゥスやジュ
パラ の華人コミュニティに参加を呼び掛け
ることで，さらなる連携の拡大も期待できる
ようになったのであった。
さて，こうして広域の危機管理ネットワー
クが完成した第 回目の会合から一ヶ月後
の �月 ��日，今度はルンバンの町で第 �回
目の連絡会合が開かれた。この会合は当初 �
月 �日に開かれる予定だったが，実質的にオ
ルガニサシ・クプルドゥリアンを取りまとめ
ていたリー TBの都合で，この日に延期され

たのだった。この第 �回目の会合では，総
選挙を翌月に控え，前回の会合で整えられた
連絡体制の再確認がなされたのみだったが，
ラセムからの出席者が少なくあまり積極的で
もなかったことから，今後連携を密にするよ
う注意が促されたという。
やがて，この国では最初で最後の民主的選
挙と言われた ��年前の総選挙��� 時を髣髴と
させるような大いに白熱した選挙運動期間を
経て，�月 �日にはインドネシア各地で一通
り投票が終わる。その後は当分大きな政治的
イベントが日程に上っていないこともあっ
て，全国的に次第に事態は沈静化に向かって
ゆく。そのため，当初治安確保のために各町
同士が連携することを一番必要としていたル
ンバンの華人コミュニティにとっても，もは
やそうした体制を構築・維持することがさほ
ど急務とは思われなくなってきた。投票の
あったこの �月には，旧パティ理事州北西端
に位置するジュパラの町の華人団体が新たに
連絡会合に加わり，自ら会合を主催すること
になっていたが，ルンバンからは場所が遠い
ことを理由に結局代表は送られなかった��� 。
そしてこの第 �回目を最後に，各町の定期的

↗ 　これとの関係で注記しておきたいのは，「ネットワーク」という概念についてである。西ノル
ウェーでのフィールドワークに基づきネットワーク概念を先駆的に明確に定義付け，それを一教区
内の社会構造，社会階級，政治過程の分析に用いたバーンズ［���］によれば，ネットワークと
は，地域性に基づくヒエラルキー的な区割りによって成立する社会的な場，あるいは産業システム
によって生み出される機能的に結合し合った組織体から成る社会的な場とは異なり，親族関係，友
人関係，知人関係など，多くの場合対等な二者間の社会的紐帯の連鎖から成るシステムとしての場
であり，そこには中心も境界線も組織単位も存在しないとしている。註 �で触れたボット［���］
のネットワークの定義もバーンズに準じているが，これらの見方に沿うならば，本稿で言うところ
の顔の見える関係によって取り結ばれた連なりというものをこそネットワーク ボット流に言えば
「高度に結合したネットワーク」 と呼ぶべきであって，各町のコミュニティを組織単位として組み
上げられた連携体制である「華人ネットワーク」 そう呼んで構わないならば は，少なくともバー
ンズらが述べる厳密な意味でのネットワークの定義からは外れることになる。陳［���］が虹のイ
メージを用いて述べるネットワークというのもまた，あくまで個々人の関係の蓄積に基づいたもの
であり，組織化されていない点に強調が置かれていたことを思い起こそう。本稿で分析した華人コ
ミュニティの連なりとしての「華人ネットワーク」のあり方，そしてそのような特徴を持つ連携体制の
成立によって切り開かれたであろう人々の想像の広がり の限界 については，第 	章で再び触れる。

���  アンダーソン［���: ���］はこの ����年総選挙を，第二次世界大戦以降東南アジアで実施された
中で最も開かれた自由参加の選挙だったのではないかと述べている。

���  ルンバンからジュパラの町まではおよそ �� km，北海岸大道路をクドゥスまで �� km西進し，そ
こから北にやや狭い道を走らなければならない 地図 � 。オランダ時代末に生き，インドネシア
国民の母とも称されるカルティニ Raden Ayu Kartini; �	�� ����年 は，����年にこのジュパ
ラからルンバンの県知事のもとに嫁いだのであった。
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なフォーマルな形での連絡会合は自然消滅し
てしまうのである。

	.�. 「華人代表」の選出
ところで話が前後するが，����年 �月の

選挙を前に，スマランの闘争民主党 PDI-P
中部ジャワ支部は，エスニック etnis 代表
として域内の市 kota ，郡 kecamatan から
それぞれ最低 �名の「華人代表 Perwakilan 
golongan Tionghoa 」を立候補させる方針
を立てていた。この ��年の選挙では，スハル
ト時代のように与党 Golkar と つの野党
PDI, PPP のみしか公認されてこなかった
従来の形ばかりの選挙とは異なり，実に �	
もの政党が議席を争う比較的自由で競争的雰
囲気の強いものとなっていた。そしてそのい
ずれの政党にとっても，「未開拓の華人票」は
極めて魅力的なものに映った。というのも，
華人の人口は全国で �～�％に過ぎないと言
われてはいるものの，都市部に集住する彼ら
の票を取り込めば，選挙区によってはかなり
の票の上乗せが期待できたし，また何よりも
彼らが持っているとされる豊富な資金力は咽
喉から手が出るほど欲しいものだったのだ��� 。
一方ルンバンの町の華人にとっても，自分
たちの利益代表を持つことは決して悪い話で
はなかった。一般的にインドネシアの華人は
長い間政治から排除され，また彼らの側でも

����年の �・��事件以来政治に首を突っ込
むことがトラウマとなっていた。そのため，
従来政府や役人のやることに対しては，忍従
するか，あるいは裏から手を回して対処する
以外，実質的に方法はなかったと言ってよい。
だがスハルト体制が崩壊し，完全とは言えな
いまでも以前とは比べ物にならないほど自由
に華人が自分たちの権利を主張できるように
なった中で，彼らにとって差別的だと映る施
策を積極的に改めさせていこうという機運も
生まれていたのである��	 。
そうした差別的施策の中で最も代表的
なものが，インドネシア国籍取得証明書
SBKRI の運用問題��� であろうが，こう
した国政レベルで改善を要求していかなけれ
ばならない類のもの以外にも，ローカルなレ
ベルで解決されなければならない問題はいく
らでもあった。
特にルンバンの華人にとって差別的だとさ
れている地方規則でまず挙げられるのが，「火
葬税」の問題である。ルンバン県の規則によ
ると，住民登録 catatan sipil 上で「外国
系インドネシア国籍者 WNI Keturunan 」
となっている者が死亡した場合，死亡日から
起算して �日以内に県の担当部署に �万ルピ
アを支払い，埋葬の許可をもらうことになっ
ている�� 。現在ルンバンで華人墓地として
指定されているのは，町の南およそ � kmの

���  華人の支持を呼び込もうとする各政党のパフォーマンスは，次の ���年の選挙前にも顕著に見ら
れた。たとえばルンバンでは，NU系の政党である民族覚醒党 PKB が，党結成 �周年記念の
イベントに獅子舞 Barongsai を招いたことが話題になった［Suara Merdeka ���年 �月 �日
付 ：“PKB Berusaha Mencari Massa”］。

��	  こうした中で ���	年 �月には，この国の国是を政党名に冠した PBI ＝Partai Bhineka Tunggal 
Ika Indonesia: インドネシア多様性の中の統一党 という華人系政党もでき，翌 ��年の総選挙で
国会 DPR に �人の代表を送ることに成功している。

���  SBKRIについては註 �を見よ。
��  ルンバンに居住しない「外国系インドネシア国籍者」がルンバンでの埋葬を希望する場合，手数料

は倍の ��万ルピアとなる。なおこれとは別に，全ての「外国系インドネシア国籍者」は死亡から
��日以内に 万ルピアの手数料とともに住民登録局に届出をし，死亡証明書 Akta Kematian を
取得しなければならない。この手続きには，住民登録証 KTP＝Kartu Tanda Penduduk ，家族カー
ド KK＝Kartu Keluarga ，出生証明書 Akta Kelahiran ，婚姻証明書 Akta Perkawinan に加え，
インドネシア風の名前に改めたことを示す改名証明書 Surat Keterangan Ganti Nama ，国籍取
得証明書 SBKRI が必要とされる。日頃町内の華人の死亡届などの手続き代行をしているゴー
PWへのインタビュー ���年 �月 ��日 による。
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ブシ Besi にある県の所有地であり，した
がってここに埋葬 土葬 するにあたって一
定額の税金を県に納めるのは，土地使用料と
いう名目も立つ�� 。一方，華人の間では死
後遺体を火葬に付すこともしばしばあるのだ
が� ，その場合通常遺灰は海に撒かれたり
遺族の家で保管されることになり，墓地を使
用するようなことはない。だがこの場合でも
やはり県規則によれば，同額の税金を都市清
掃局に支払わなければならないことになって
いるのである。プリブミには同様の税金は一
切課せられていないことから�� ，このよう
な理に合わない扱いに対しては以前から問題
視する声もあった。だが，華人の中でそれを
表立って訴え出る勇気を持つ者などいなかっ
たし，スハルト時代には抗議活動など事実上
不可能に近かった。それゆえ，「ルンバンか
らも華人代表を」という闘争民主党からの呼
び掛けは彼らの間で絶好の機会と捉えられた

し，またその党を率いていたのが初代大統領
スカルノ Soekarno の娘で，改革の旗手
として求心力を増しつつあったメガワティで
あったという事実も，「華人抑圧政策」の一
大転換を期待する彼らにとっては極めて魅力
的であった�� 。
闘争民主党からの呼び掛けは，ルンバン郡
ではまず当時 Bakom-PKBの会長を務めて
いたチョアKDに向けられた。だが先述し
たように，当人はこのセミオフィシャルな組
織でそれほどアクティヴではなく，また病気
を患ったばかりでもあったので，すぐさま辞
退を申し出る�� 。ちょうど時期は �	年半ば
を過ぎた頃で，ルンバンではすでに Bakom-
PKBに代わってオルガニサシ・クプルドゥ
リアンが，この町の華人コミュニティを代表
する組織として機能し始めていた。そのため
この話に関しても，オルガニサシ・クプル
ドゥリアンがそのままチョアKDからの話

��  土地使用許可は �年毎の更新制で，初回 �万ルピア，以降更新のたびに �万 �千ルピアを支払う
ことになる。一般に土葬にする場合，周辺住民を使って土を掘り，遺体の上からはセメントを流す
などの作業もあるので，それらの経費で総額最低 ��万ルピアの出費が必要となる。

�  ルンバンでは従来火葬の際には，中国寺院の敷地内に穴を掘って遺体を炭や油で燃やしていたが，
��	�年頃に仏教徒有志で福徳廟の敷地隅に火葬施設を作り，これを管理する組織としてヤヤサン・
カルナ・チャトラ Yayasan Karuna Cattra を設立した。火葬施設は通常仏教徒が多く利用して
いるが，特に宗教は問わず，またプリブミも受け入れている。ルンバンでは ���年現在，火葬費
用は ��万ルピアと設定されている。ちなみに隣町のパティ県ジュワナにも同様の施設があり，火
葬料は ��万ルピアだが，ルンバン県のような「火葬税」は存在しない。

��  住民登録上の「プリブミ」が死亡した場合は，,���ルピアの手数料とともに隣組組織 RT/RW
を通して行政村役場 kelurahan で手続きすれば十分である。ゴー PWへのインタビュー ���
年 �月 ��日 による。

��  華人を狙い撃ちにした施策は，たとえば村落レベルでの外国籍者の小売を禁ずる大統領令 ����年
第 ��号 PP�� に代表されるように，すでにスカルノ大統領の時代から存在していたし，また
����年に元内相アサート Assaat が呼び掛けたプリブミ商工業者徹底保護要求の動き［cf.後藤 
����: �� ��］，あるいは独立闘争期に各地で発生した反華人暴動などを見ても明らかなように，こ
の時期すでに華人を取り巻く状況にはそれなりに厳しいものがあった。ただし，その後トラウマ
ティックな �・��事件を経て成立したスハルト政権が，同化政策と称して極度に華人に対し抑圧
的な態度を示したことから それと同時に開発のために華人資本が積極的に動員された側面も重要
である［cf.貞好 ����］，人々は同政権崩壊後「改革の時代」に入って再び華人が華人としての主
張ができるようになった今日から振り返って，そのスハルト体制期を華人にとって暗黒の受難の時
代と見なし，一方でスカルノ時代をナショナリズムの理念の下で華人とプリブミが手を携えていた
バラ色の時代として極度に理想化する傾向にあるように思われる。同様の時代認識は，津田［���: 
�� ��］がルンバンの町の中国寺院の地位変更をめぐる人々の記憶の問題としても指摘している。
こうした華人とプリブミの関係にまつわる時代認識のパターンは遠い過去へも拡大され，オランダ
植民地勢力浸透以前には両集団は何の問題もなく共生していたのだとするような見方を声高に主張
していこうとする動きも見られる［津田 ���］。

��  チョアKDの友人シューNBへの自宅でのインタビュー ���年 �月 ��日・�日 による。
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を引き継いで受け皿となってゆく。以降，ル
ンバン県議会に「華人代表」を送ることが，
上述の各町の華人組織との連携と並んで，こ
の「影の組織」のもうひとつの大きな活動と
なるのである。
そこでまず始めにやらなければならないの
が立候補者の人選なのだが，これは町の華人
コミュニティの中で差配者と見做されている
リー TBが，非公式にシャウ TNioに話を持
ち掛けるという形で行なわれた。彼女は立候
補することを前提として，��年 �月 �日に
ジャカルタで開かれる予定の闘争民主党全国
集会に出席するよう勧められたのである。前
にも指摘したように，このシャウ TNioは各
方面に極めて広い人脈を持つことで知られ，
日頃から役人やプリブミに対しても臆せずも
のを言うことができるとの評が定着してい
た。そうしたことから判断して，彼女が「華
人の顔」になるのは極めて順当だと思われた
のだった。ただ彼女は，ちょうど同じ頃に夫
が病気で入院したことから結局この申し出を
辞退し�� ，代わりの候補が探されることに
なる。

「��年の選挙の時は，誰も立候補する勇気
がなかった。華人 Tionghoa は政治に
対するアレルギーもあるだろ，それに他よ
り目立つ menonjol ことを恐れるから
ね。逆にプリブミだと何かの長に推される
diketuakan ことを非常に喜ぶんだけど
さ。たとえば隣組長とかカトリック教会の

地区長なんかですら…。」��

立候補する者を探す作業は難航するが，紆
余曲折の末，オルガニサシ・クプルドゥリア
ンの役員をしていたコーHYがルンバンの
町の華人全体を代表して選挙戦に出ることに
決する。やがて選挙運動期間が近づくと，オ
ルガニサシ・クプルドゥリアンはこの人物を
政党の候補者名簿の上位につけさせるべく，
闘争民主党に多額の献金を行なう。もちろん
その出所は組織が皆から集めプールしておい
た金であり，そのかなりの部分がこうした政
治献金に費やされたという�	 。このような
支援の甲斐あって，����年 �月の選挙でコー
HYはみごと県議会議員に当選し，闘争民主
党会派に名を連ね，以降ルンバンの町の「華
人代表」として一身に期待を集めてゆくこと
になる。

「彼はあれだけ皆の金を使って当選したん
だから，何があろうとチナ民族の名を売ら
なければ jual nama bangsa Cina いけ
なかったのさ。皆が彼に，差別的な扱い，
たとえば火葬税なんかに対してものを言う
ことを期待していたんだ。」��


. 「影の華人組織」の消滅


.�. 総合的華人組織へ向けて
以上第 �章・第 �章にわたって，主に
ニョーGKの話を基にしつつ，「チナ事業者」

��  その後間もなくして彼女の夫は亡くなっている。彼女の夫と当時の闘争民主党ルンバン県支部長は
カード遊びの仲間で親しかったともいう。

��  シューNBへの自宅でのインタビュー ���年 �月 �日 による。
�	  オルガニサシ・クプルドゥリアンの出納監査員であったニョー YTによれば，当組織の資金を一

番使ったのはこのコーHYで，当時は皆がこぞって彼を県議会に送るために支持したのだという。
また二番目に使ったのは会長のゴー CPだが，これはルンバンの中国寺院が金銭をせびられるのを
未然に防ぐため，事前にNU系の政党 PKBなどにまとまった額の寄付をしたためだという。なお，
既述のWgが ���	年 	月 ��日の晩に企画した宗教者の対話集会についても当組織の資金が一部使
われているはずだが，ニョー YTによれば「ルンバンの人々に損させたわけではない」のであまり
記憶にはないのだという。タンMDの家でのニョー YTに対するインタビュー ���年 �月 ��日
による。

��  タンMDの家でのニョー YTに対するインタビュー ���年 �月 ��日 による。
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の招集から「影の華人組織」であるオルガニ
サシ・クプルドゥリアン結成に至るまでの経
緯を細かく跡付けた。この過程で，従来非定
型・流動的でゆるやかなまとまりとして認識
されていた町の華人コミュニティが，自己対
処を迫る社会政治局の集会を契機として，ひ
とつの明確な形を持った組織として立ち上
がっていったことが明らかとなった。またこ
のオルガニサシ・クプルドゥリアンの活動内
容についても見てきたわけだが，特に ���	
年 	月に計画されていたデモの危機が去って
から翌 ��年 �月の総選挙に向けて行なわれ
た活動は，主に 点，すなわち，町の治安
を一層確実なものとするために近隣の町の華

人組織との連携を模索すること，ならびに，
政治面での立場を一層強化するために自分た
ちの利益代表を県議会へ送り出すことであっ
たことを確認した。
またこれとほぼ同じ時期，組織の実質的
取りまとめ役であるリー TBや県議会議員と
なったコーHYらが中心となって，ルンバ
ンにある華人のための葬祭互助会であるト
リスノ・ブディ Perkumpulan Kematian 
Trisno Budi という組織��� をオルガニサ
シ・クプルドゥリアンの管轄下に置こうとの
働き掛けもなされている��� 。将来的には火
葬施設を管理するヤヤサン・カルナ・チャト
ラ Yayasn Karuna Catra �� をも吸収した

���  トリスノ・ブディは ����年に設立された葬祭互助会で，その建物は北海岸大道路に面した土地に
慈惠宮と背中合わせで設けられていた 地図 の① 。町内の大半の華人が世帯ごとで会員となり，
各戸の収入や社会的地位に応じて毎月一定額を支払うことで，家族内に不幸があった際には，霊柩
車や建物施設，皿，椅子，テントなど葬儀に必要な備品を無料，もしくは廉価で利用することがで
きる。会員規則によれば，��歳以下のインドネシア国籍者であれば，華人であるか否かや町内在
住の別を問わず誰でも正会員となれるほか，外国籍者であっても発言権のない準会員として同等の
サービスを受けることができる［AD & ART Yayasan Kematian ‘TRISNO BUDI’ Rembang］。同会は
設立後しばらくしてからはテーHGがほぼ一手に事務を引き受けてきたが，通常こうした華人の
ために設立された葬祭互助会としては珍しく，��年代半ばの時点で，会員およそ ���世帯のうち
プリブミが少なからぬ割合を占めていたという。テーHGの自宅でのインタビュー ���年 �月
��日 による。

 　なおトリスノ・ブディ成立のはるか以前には，華人の慶弔にまつわるサービスは町内 つの中
国寺院が担っていたと言われるが，華人のみで閉鎖的だとの批判を避けるためか，葬祭組織だけを
寺院から独立させたようである。ただし，これが直接／間接いかなる形でトリスノ・ブディに受け
継がれていったのかは未詳である。

���  トリスノ・ブディの事務を長年にわたり担ってきたテーHGに対し，会の資金を横領しているの
ではと県議コーHYらが非難したのを受け，テーHGは役職を降りるとともに，トリスノ・ブディ
の運営をオルガニサシ・クプルドゥリアンに委譲することに同意した。しかしその正式手続きに入
る前に，後述のごとくオルガニサシ・クプルドゥリアン自体が解体してしまうため，トリスノ・ブ
ディは今なお葬祭互助会として独立を保っている。タンMDおよびニョー YT ���年 �月 ��日 ，
テーHG ���年 �月 �日 へのインタビューによる。

 　なお，慈惠宮の南に接するトリスノ・ブディの敷地はかつては 	�� mほどの広さがあったが，
北海岸大道路の道幅拡張に伴い ��� m強に削られていた。その後 ���年 ��月には慈惠宮の拡張
計画に合わせ，トリスノ・ブディは元の土地を中国寺院管理運営組織 ヤヤサン・ドウィ・クマラ
側が用意した別の土地 地図 の③，�,	�� mあまりで小路に面している と交換して移転した。
トリスノ・ブディはこれを機に，リー TBやゴーWSらが中心となって，��年来続いてきた運営
やサービス，会費徴収のあり方を刷新すべく，旧来から会員だった全世帯に対し改めてメンバーと
して再登録するよう迫ったが，新規サービス内容ではプリブミ会員に著しく不利な点があり，華人
の間からすら議論が巻き起こっていた。テーHG ���年 �月 ��日 ，ニョー YTおよびタン TS
���年 �月 �日 ，ゴーWS ���年 �月 ��日 へのインタビューによる。会員再登録を求め
るトリスノ・ブディからの通知書は，Surat Perkumpulan Kematian Trisno Budi No.��/PKTB/IV/��, 

Tgl.� Mei ����。
��  ヤヤサン・カルナ・チャトラについては註 �を見よ。同組織は会員制ではなく理事のみで運営さ

れていたが，����年頃リー TBから当時理事長を務めていたシューNSに対し，火葬施設をオル
ガニサシ・クプルドゥリアンに委譲するよう要請があった。しかしシューNSは，火葬施設の ↗
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上で，華人の葬儀に関わる下位部門としてこ
れらを一体化させる計画だったとのことであ
る。さらに，かつて閉鎖された華人学校ス
コラ・ナショナル Sekolah Nasional の
敷地 地図 の④ が政府に接収されたま
まになっている問題��� に関しても，これは
町の華人全体の財産に関わる問題であると
して，同校の卒業生を集めて理事会ヤヤサ
ン・スコラ・ナショナル Yayasan Sekolah 
Nasional を立ち上げ，弁護士を雇って敷
地を取り戻す運動も手掛けている��� 。これ
らの諸活動にも示されるように，当初デモや
暴動に自己対処するための「チナ事業者」の
集まりとしてスタートしたオルガニサシ・ク
プルドゥリアンは，やがてルンバンの華人コ
ミュニティ全体を代表する組織として振舞う
ようになっていたのだが，時を追うごとに本
来の目的からも臨時的性格からも離れ，より
総合的・恒常的な華人組織へと本格的な拡大
を試みていくのである。
だが，総選挙も終わり政情がそれなりに安
定し，�	年の時のように自分たちは狙われ
ているという切羽詰った感覚が薄れるや，次
第にこの組織の運営に対する人々の不満が高

まってきたという。というのは，そもそもこ
の「影の組織」は， 繰り返しになるが 名
目上ルンバンの町の全ての華人を代表する組
織として自らを位置付け，また周りからもそ
う見られてきたと言って良い。とはいえ，会
員の総意が反映される総会のようなものは，
始めに食堂Hで開かれた立ち上げ集会の時
のみであり，その後実質的な意思決定はリー
TBらを中心とする一部の人たちによってな
されてきた。また組織化の過程で様々な機能
を担う役職が置かれてはいたものの，実際の
運用面では，必要に応じて一部の人たちの間
でインフォーマルに話をつけて決定するとい
う形が採られていた。さらには会計帳簿のよ
うなものも存在せず，皆から集めたお金がど
こにいくら使われたのか極めて不明朗であっ
たともいう。既述のように，このお金を管理
していたのは最大の出資者であるリー TBで
あった。そしてまさにこのことが，彼があら
ゆる意思決定に大きく関与して組織の方向付
けを行なっていることとも併せ，オルガニサ
シ・クプルドゥリアンを実質的に支配しての
はリー TBであると言う所以なのである。
その後組織が辿った経緯については，リー

↗ 建っている土地は中国寺院の土地なので，そこを管理するヤヤサン・ドウィ・クマラに委譲する方
が筋が通るのではと主張した。結局オルガニサシ・クプルドゥリアンはその後組織が消滅するため，
この火葬施設はヤヤサン・ドウィ・クマラが管理することとなった。ただし ���年現在，ヤヤサ
ン・ドウィ・クマラの火葬部門の長は空席のままである。タンMDおよびニョー YTへのインタ
ビュー ���年 �月 ��日 による。

���  ルンバンの町には ����年代終わり頃に中国語 北京官話 教育の学校ができている。やがて校舎
は町内を転々とし，最終的には北海岸大道路沿いの広い敷地に移り，名前も南華学校 Nanhua 
Xuexiao と改めた。この南華学校には小中学校があり，����年代には町の名士 �名ほどが理事
を務め，最盛時には近隣の町からも含め ���名以上の生徒数を誇った 生徒は数名を除きほとん
どが華人であったという 。その後，インドネシア国籍者 WNI が外国語を教授媒体とする学校
に通うことを禁ずる国の方針に沿って，����年には敷地が東西に二分され，東側がWNA 外国籍者
用の南華学校，西側がWNI用で中国語教育を行なわないスコラ・ナショナルとなる このスコラ・
ナショナルも学費が高いこともあって，プリブミの生徒の割合は 割にも満たなかったという 。
このうち前者は中国語教育の全面禁止に伴い ��年に閉鎖され，後者も �・��事件で理事が逮捕さ
れたり，教育の質低下で生徒数が減少したため，分裂後 ��数年で閉鎖に追いやられ，その敷地は
いずれも財務省に接収された。南華学校分裂前に同校で共に国語教師を務めていた夫妻へのインタ
ビュー ���年 �月 ��日 などによる。

���  このスコラ・ナショナルの土地問題の責任者には当初ニョー GKが就いた。問題処理のため今ま
でに数千万ルピアをつぎ込んだが，その後は進展がないという。なお ����年初頭からニョー GK
はこの問題には関与しておらず，ゴーWSが中心になっているとのことである。シャウ TNio ���
年 �月 ��日 ，タンMDおよびニョー YT ���年 �月 ��日 ，ニョー GK ���年 	月 �日
へのインタビューによる。
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TB自身はもちろん，ニョーGKやルンバン
の他の人たちもあまり多くを語ろうとしな
い。彼らはただ，「ルンバンの華人はまとまっ
て何かやろうとしてもダメなのさ，難しいね
…」などと自嘲気味に語るだけなのである。
筆者の知る限りでは，総選挙も終わった

��年半ばを過ぎた辺りから組織は徐々に自
然消滅の方に向かっていったものと見られ，
その直接の理由のひとつとしては上で述べた
ような金銭面の問題が挙げられる��� 。だが
恐らく組織が最終的にこれほど短期間で消滅
するにまで至った背景としては，この金銭面
の問題とも関連することだが，より重要な要
素があるように思われる。それは，すでに津
田［���］が同じ町の中国寺院管理運営組
織の事例を通じて示したのと全く同様の華人
コミュニティ内部の論理，すなわち，パトロ
ン的存在 ボス をめぐる微妙な対立である。


.�. 華人コミュニティの支配をめぐって
すでに何度か指摘したように，ルンバンに
おいてはリー TBやゴーWSといった人物
がずば抜けて資金力や人脈を有し，しかも行
動力があることを誰しもが認めている。実際
少なからぬ人が，日頃何らかのトラブルに巻
き込まれた際に，直接／間接にこの両名の助
けを受けてきた��� 。こうしたこと全てを含
めて，彼らは町の華人コミュニティの中で実
質的にボス，あるいはパトロンとして認めら
れているのである。
しかし誰もが 人の実力を認めているこ
とと，華人コミュニティにまつわるあらゆる
問題をこれら一握りの有力者の意のままにさ
せることとは，別問題なのである。ルンバン
の町に暮らす大方の華人たちにしてみれば，
確かに財力ではこの 人には到底及ばない
かもしれないが，皆いっぱしの自営業者とし

て独立しており，したがって皆それぞれが華
人コミュニティを支える一員としての意識を
持っているし，ましてや，少数の例外を除い
て誰もがこれらボスの完全な言いなり，ある
いはクライアントに成り下がるのをよしとは
しない。
ただ一方で，狭い華人コミュニティ内で互
いが互いを十分知りすぎるほど知っているこ
とから，たとえ形式的にオルガニサシ・クプ
ルドゥリアンという華人全体を代表する組織
が新たに作られようとも，緊急性を帯びた個
別の意思決定や事案への対応にあたっては，
その都度構成員全員の合意を取り付けるよう
な堅苦しく煩雑な手続きを採るよりも，むし
ろ従来どおりに効率的に個人的に話の分かる
人同士でインフォーマルに決着をつけたり組
織全体の方向付けを行なったりすることがし
ばしばであった。当然，話の分かる人物とし
て組織の意思決定の中心となるのは，リー
TBら実質的なボスとなるわけだ。だがこう
した運用面でのショートカットは，曲がりな
りにも皆が共同で出資をし，町の華人全体を
代表する組織として結成されたオルガニサ
シ・クプルドゥリアンの性格を考えれば，特
に意思決定に携われない他の構成員からして
みれば見過ごすことができないものであっ
た。実際に筆者は，「あれは TBおじさん［＝
リー TB］がやっていることでしょ，うちは
知らないよ」などと言ったやや投げやりな言
葉を折に触れ耳にした。もちろん彼らが抱い
ているこのような不満は，華人コミュニティ
が全体的な危機にさらされているので団結し
なければならないとの意識があるうちは抑え
られていたのだろうが，やがて選挙も終わっ
て組織の活動や存在意義自体に緊急性がなく
なるや，正式な手続きを踏まない組織運営や
資金繰りなど，一部の人の身勝手な振る舞い

���  シャウ TNio ���年 �月 �日 ，タンMDおよびニョー YT ���年 �月 ��日 へのインタビュー
などによる。

���  ルンバンの華人コミュニティ内で暮らすことになった筆者自身も，リー TBとゴーWSに大いに
助けられたことはすでに註 ��で述べたとおりである。
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のように映ってしまう運用面の問題が次第に
クローズアップされ，結局は次々とメンバー
が離反していく結果となったのであろう。
こうした華人コミュニティの統率や合意形
成の在り方に関する微妙な感覚のズレ，ある
いは理想と現実のズレは，オルガニサシ・ク
プルドゥリアンが消滅した後もなくなったわ
けではなく，たとえば上で触れたスコラ・ナ
ショナルの敷地の返還問題をめぐっても露呈
した。

���年 �月 ��日の晩，かつてのスコラ・
ナショナルの卒業生が福徳廟に集まり，ゴー
WSが中心となって会合を開いた��� 。会合で
は，先日県側から早急に土地返還申請の手続
きをとらなければ土地を競売に掛けるとの通
達があった旨が告げられ，今後如何に対処し
ていくかが話し合われた。この時点で当該学
校敷地跡は時価でおよそ ��～��億ルピアす
ると見込まれていたが，県側は土地の権利関
係の移譲手続き等で �～�億ルピアを支払え
ば土地の返還に応じるとほのめかしていた。
もちろんこの手続き費用は法外な額であり，
またこの土地は元々華人コミュニティの所有
だったわけだから，県側の提案は理に適わな
いものではあった。だが，ここで敢えて県に
要求された額を納めて土地返還に応じてもら
えれば，その土地を再売却したとしてもかな
りの利益が見込めることから，決して悪い話
ではなかった。しかし，その数億ルピアもの
資金を当面どうやって調達するかで結論が出
ず，この晩の会合は閉じられる。
皆が三々五々帰る中，出席者のタンKH��	

が，土地の権利書取得などには役所での複
雑な手続きが絡んでくるので，この案件を
処理できるのは県知事と太いパイプを有し
資金力もあるリー TBかゴーWSしかいな
いだろうと洩らした。ところがこの発言が，
ひとりの老人を介して会合に参加しなかっ
たリー TB，さらには先に会合を辞していた
ゴーWSにやや誇張した形で伝えられ，特
に後者の激怒を招く。どうやらゴーWSには，
スコラ・ナショナルの運営団体ヤヤサン・ス
コラ・ナショナルを，リー TBと彼自身の 
人で買収すれば良いと言われたかのように伝
わったらしいのである。
翌昼，いつものように筆者が福徳廟で �～

	名の常連の華人男性たちとチェスをしたり
お茶を飲みながらお喋りをしていると，珍
しくタンKHがこの場に姿を見せる��� 。前
日の彼の発言に対しゴーWSが腹を立てて
いるとの噂は一夜にして町中に知れ渡ってい
たので，自分の立場を皆に知ってもらおうと
やって来たというのである。この場にはすで
にリー TBもおり，タンKHは筆者を含め
その場に居合わせた人たちに昨晩の経緯を話
し出す。すると間もなく，普段週 �回ほどの
頻度でパティからここ福徳廟に顔を見せに来
るゴーWSがこの日もやって来て，皆の眼
前でこの 人の当事者同士のやり取りが繰
り広げられることになった。
まずタンKHは昨日の自分の発言の真意
を説明する。要するに彼が言いたかったのは，
学校跡地の返還のための当座の資金の工面
は，同じ華人団体のよしみでヤヤサン・ドゥ

���  筆者の下宿の大家ウィHGもスコラ・ナショナルの卒業生である。彼女はベタニ教会の熱心な信
者で，教会の集会には欠かさず出席しているが，この晩は「ゴーWSに対して悪い sungkan から，
出席しないわけにはいかない」と筆者に言って，日頃は彼女が忌み嫌っている中国寺院で開かれた
スコラ・ナショナルの会合に向かった。

��	  タンKHは当時ヤヤサン・ドゥウィ・クマラの監督評議会員で，オルガニサシ・クプルドゥリア
ンの設立にも積極的に携わった 表 �，表  。

���  福徳廟の境内は毎日お昼前後の数時間，華人中高年男性 ��名前後が三々五々集まって来る社交の
場となる。普段集まる顔ぶれは大抵決まっているが，彼らはコーヒーを飲んだり，時にリー TBや
ゴーWSらによって振舞われる食事を口に運びながら，噂話から政治の話までとりとめもなくお
喋りをしたり，チェスに興じたりしてゆっくり時間を過ごす［津田 ���: ��, ��］。筆者も日中用
事がないと，ここに足を運んでは会話に加わった。
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ウィ・クマラの「寛大さ toleransi 」に期
待して融通を頼むか，さもなくば人脈・資金
面とも「キャパシティ kapasitas 」を持っ
たゴーWSかリー TBから一時的に借り，
またこの 人が中心になって問題を処理す
るのが妥当だろうといった趣旨であったと言
うのだ。さらに彼は，返還された土地を仮に
再売却するとしたら，その利益はやはり同じ
華人団体で慢性的な資金難にあえいでいる葬
祭互助会トリスノ・ブディに回すのもひとつ
の方策だろうとも付け加えた。
これに対してゴーWSは，昨晩彼が伝え
聞いたのは，まるで自分やリー TBが金に物
を言わせて「華人コミュニティを支配してい
る menguasai masyarakat Tionghoa 」と
言わんばかりの内容であり，仮にそう受け止
められているのだとしたら全く心外であると
繰り返した。彼によれば学校の土地問題はあ
くまで華人コミュニティ全体の問題であり，
それを自分は手伝うというつもりで臨んでい
たのに，買収するだの勝手に処理するだのと
見られてはたまらないというのである。
結局このいざこざはお互いの誤解だったと
して解決するのだが，ここでも上で述べた理
想と現実の対立が目に見える形で現れ出て
いる。つまり，多くの人が経験的にゴーWS
やリー TBの実力を認めているし，誰も彼ら

には頭が上がらない。彼らなら政治力も資金
力も十分だ。ただ同時に，皆それぞれが独立
した店なり事業を抱える者として，一部の富
豪の言いなりになることは当然よしとせず，
またとりわけ皆の共通の関心事がこうした一
部の人によって独断専行的に処理されること
に対しては非常に反発を覚えている��� 。こ
のことは恐らくゴーWSも十分過ぎるほど
知っており，だからこそ，タンKHの洩ら
した言葉が捻じ曲げられた形で伝えられた
時，自分は会合まで開いて皆の合意形成を図
ろうとしているのに何事かと激怒したのであ
ろう。
このような事例からも明らかなように，ル
ンバンの町の華人コミュニティというもの
は，現実には財力や政治力に基づいた明らか
なヒエラルキーが存在するものの，理念的に
は何らかの合意形成を必要とする原則として
平等な人々の集まり，いや，平等な世帯の集
合としてイメージされている。そうした華人
コミュニティを代表する組織であったオルガ
ニサシ・クプルディアンは，実質的に有力な
一部の人々によって運営が握られているとい
う現実と，本来は華人コミュニティ全体で合
意形成を図るべきであるという理想のふたつ
の間で引き裂かれ，自然消滅していったので
あろう��� 。

���  PSMTIの会報［Buletin PSMTI No.�/���年 �月 : � �］の読者投稿欄には，INTIや PSMTI
など華人団体 Organisasi Tionghoa が林立している現状を憂え，なぜ華人はこうもバラバラに
なってしまうのかという質問が寄せられている。これに対し同誌はまず会長名による回答の中で，
「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」と分析した上で，次のように続けている。「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。」 ここで
は，註 ��でも触れた自立心に基づく華人の個人主義的性向の原因が，皆が独立した事業主である
ことに求められている。また併せて，組織のまとまりのなさや民主的プロセスの軽視傾向など，オ
ルガニサシ・クプルドゥリアンをめぐっても現れ出た全ての特徴が端的に示されている点も興味深
い。これとほぼ同様の見解は，同じく華人団体の林立を受けての SINERGI誌の特集記事［SINERGI

No.��/��� : � �, “Perpecahan Dalam Organisasi Tionghoa”］でも見られる。
���  このように，自立した自営業者が多くを占めるルンバンの華人コミュニティは，理念的に平等な世

帯の集合としてイメージされているため，実際には厳然とした財力の差，あるいはコネの過多等に
基づく政治力の差が存在しているにも関わらず，通常は完全なヒエラルキーに帰結することはない。
こうした華人コミュニティ内に存する平等主義の理想とヒエラルキーの現実の葛藤については，津
田［���：第 �章］が同じコミュニティの別の事例を通して詳細に論じている。
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.�. 「華人代表」のその後
ところで，この「影の組織」がルンバンの
華人全体の利益代表として県議会へ送り出し
たコーHYはその後どうなったのだろうか。
実はこの人物に関しては，当選直後から様々
な批判の声が聞かれるようになっていた。筆
者が聞き取り調査を行なった時期に彼は間も
なく任期切れを迎えようとしており，���
年 �月に予定されていた総選挙に向けて再び
立候補する姿勢を示していた。しかしそれに
対しても多くの人が否定的な見解を述べた。

「HYおじさん［＝コーHY］はただ黙っ
て［議会の］椅子に座っていただけ。闘争
民主党県支部長でさえ不満を洩らしていた
んだから，雄鶏が鳴いてくれない jagonya 
tidak berkokok ってね…�� 。一時は辞め
させろって声もあったくらいなんだから。」���

「結局彼は議会で何もしやしなかった。そ
れどころか我々華人の秘密 rahasianya 
kita Tionghoa まで暴露しちゃうんだか
ら。ほら，こういったことでお金が欲しい
ならばここに行って頼めばいいとか，そう
いったことを喋ったりだとか……。まぁ，
議員仲間から良く見られようとしたんだ
ろうけどね。だから次［＝再選］は TBお
じさん［＝リー TB］からダメってことに
なった。本人ももう辞める潮時だって気付
いていると思うけど。」���

このような批判の適否はともかくとして，
彼は最後まで再立候補の意志を崩さなかっ
た。だが，かつて自分を送り出してくれたオ
ルガニサシ・クプルドゥリアンはもはや消滅
しており，またそれに代わる広範な支持を獲
得することもできなかった。さらには学歴
詐称をしているとの疑惑が指摘されるに至
り��� ，結局コーHYは一期限りでの引退を
決意するのである。
ちなみに ���年 �月に行なわれた選挙で

は，町の華人全体を代表するという形で候補
者が立てられることはついになく，ルンバ
ン郡選挙区からは実に �名もの華人が �つ
の政党からそれぞれ立候補することになっ
た。ひとりはチョアKD��� の息子で新興政
党の民主党 Partai Demokrat から，もう
ひとりはKHコリール・ビスリとも繋がり
の深いムスリム華人がNU系の民族覚醒党
PKB から，そして残りのひとりは闘争民
主党 PDI-P から立候補したシャウ TNio
である。このうち最後に挙げたシャウ TNio
は，上でも触れたように，元々 ����年の選
挙でオルガニサシ・クプルドゥリアン内で擁
立が検討されていた人物であり，今回はコー
HYに代わる候補として満を持して立候補す
る運びとなった。ただ，前回選挙時のように
形式的に華人皆の総意に基づく支持を得たわ
けではなく，リー TBやゴーWSらが独自
に闘争民主党に働き掛けを行なって擁立した
というのが実情であった��� 。

��  ここで言う “jago”とは字義的には闘鶏用の雄鶏を指すが，比喩的に特殊な技芸を持つ優れた人物
や，何かに秀でていたり君臨しているような人物のことを指す。

���  シャウ TNioへの自宅でのインタビュー ���年 月 �日 による。
���  ニョーGKの妻への自宅でのインタビュー ���年 �月 ��日 による。
���  本人は実際には高卒にも関わらず，����年の立候補時にジョグジャカルタの大学から �,���万ル

ピアほどで法学士号を購入し，学歴を詐称して候補者名簿に名を連ねたと言われている。本人もこ
の事実を認め，再立候補しないことを条件に選挙委員会 KPU からの起訴を免れている。

���  チョアKDは註 ��で既出。
���  リー TBはおよそ 億ルピアを闘争民主党に納めることで，シャウ TNioを党候補者名簿の筆頭に

押し上げたとのことである。今まで闘争民主党で活躍した実績が全くないシャウ TNioが突然筆
頭候補者になったことに対しては，同党の旧来からの支持者の間から多くの不満が出たともいう。
ニョーGKの自宅でのインタビュー ���年 �月 ��日 による。

 　なおリー TBは，自分は県政府などから多くのプロジェクトを請け負っているので，政治的には
ニュートラルだとして，シャウ TNioをバックアップしているのかとの筆者の直接的質問には ↗
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このシャウ TNioの立候補が決まってから
というもの，彼女の自宅 地図 の⑯ に
は筆者の知る限りほぼ毎日，昼夜を問わず多
くの村人が訪れ，政党の Tシャツをくれだ
の街灯を新しくしてくれ，あるいは支持をす
るからお金を恵んでくれだのといった要求を
繰り返していた。隣近所の人は辺りが急に物
騒になったとして怖がり，また少なからぬ人
が相変わらず「チナとして扱われる dicina-
cinakan 」彼女の立場に同情を洩らしていた。
しかし同時に，����年の選挙時とは立候補
の事情が異なるとして，多くの華人が彼女か
らやや距離を置いているようでもあった��	 。

���年 �月の追跡調査の時点では，彼女
は華人候補としてルンバン郡からただひとり
県議会議員に当選を果たしており，相変わら
ず各方面から金銭を含め様々な要求を受け続
けていた。そんな彼女について，たとえば
隣人のタンMDとその妻は，「チナがあれこ
れと金品を要求される構図はいつまでたって
も変わりゃしない」と溜息交じりに述べた上
で，「選挙活動の際はリー TBやゴーWSが
彼女を支えてきたが，当選した今は彼女自身
が 人に報いる番であって，人には今の彼
女の苦しい状況を救えない。独りで何とかす
るしかないのだ」とやや冷めた口調で語って
いる��� 。要するに彼女は，華人コミュニティ
全体を代表する候補ではなく，一部の人たち

が勝手に擁立した候補と見做されていたわけ
なのである。

�. むすび

最後にこの ���	年危機をめぐって現れた
「華人性 チナ性 」とは何だったのかを振り
返ってみよう。
まずきっかけになったのは，クラガン，つ
いで全国に波及した暴動であった。インドネ
シアでは過去数度にわたって各地でこうした
暴動が起こってきたが，その理由が何であれ，
常に標的にされ被害に遭うのは大通りに商店
を構える華人であった …と少なくとも華人
たちには認識されてきた 。���	年初頭の一
連の暴動でもこの「華人対プリブミ」という
図式は変わらず この両項の対立が人々の認
識構造の中でいかに根強いかは，クラガンの
商店主タン CPの言説からも明らかだろう ，
結果としてルンバンの町で日頃から自他共に
華人であると認識しながら生活してきた人た
ちも，古くからあるこの二項対立の構図を改
めて強烈に想起することになる。しかもそこ
で思い起こされた「華人」なるものは，単に
漠然とした抽象的・観念的な「同胞」といっ
たものではなく，彼らの多くにとっては，身
内や友人などを介してその被害を共感・想像
できるそれなりの実存性を帯びたものだった

↗ 答えなかった。リー TBに対する福徳廟でのインタビュー ���年 �月 �日 による。一方ゴー
WSは同じ質問に対し，ビジネスマンは自己の利益を守るため政治に関与 berpolitik しなけれ
ばならないと一般論を述べるにとどまった。ゴーWSに対する福徳廟でのインタビュー ���年
�月 �日 による。いずれにしても，この 人が中心となってシャウ TNioを資金面等で援助して
いたことは，町内では公然の秘密であった。

��	  筆者は頻繁にシャウ TNioの家に出入りし，家族ぐるみの極めて近しい間柄であった。だが筆者の
友人の中には筆者に対し，今やシャウ TNioは政治に関わるようになったのだから，厄介なことに
巻き込まれないためにも，今までとはつき合い方を変えたほうが良いとアドバイスする人もひとり
ならずいた。これには，そもそも政治にはあまり首を突っ込まない方が身のためだという彼らなら
ではの経験則が大いに働いていたと思われる。加えて，����年選挙時に闘争民主党は絶大な人気
を博していたものの，メガワティが政権の座に就いていた間一向に改革が進まず，むしろ汚職を蔓
延させてしまったことから，全国的に彼女とその与党に対する失望感が漂っていた。そのため，今
回下手にシャウ TNioへの支持を鮮明に打ち出すと，後々その闘争民主党が与党から転落した場合
に面倒なことになりかねないとの判断も働いていたと推測される。実際 ���年の県議選の結果，
闘争民主党は前回 ����年選挙時に比べ �議席減の 	議席にとどまり，第 �党から第 �党に転落した。

���  タンMD夫妻への自宅でのインタビュー ���年 �月 �日 による。



 アジア・アフリカ言語文化研究　

のだ。
こうした折に行なわれた「チナ事業者」の
招集 この認定のプロセスについては，「チ
ナ系インドネシア国籍事業者名簿」のエピ
ソードで見たとおりである は，それが日頃
から社会の安寧を維持するという名目で華人
社会の動向に目を光らせていた社会政治局に
よってなされたこともあって，召集を受けた
側に自分たちが何者であるのか，有無を言わ
せず再認識を迫るものとなった。それは，ど
うあがこうとも彼らが紛れもない「チナ」で
あること，しかもただの「チナ」ではなく，
「持てる…」あるいは「すぐ標的にされる…」
など，お決まりの修飾語を伴った「チナ」と
しての自覚を決定的に促すものだったのであ
る。
こうして他者による強烈な視線を内面化し
た「チナ事業者」たちは，自己対処を求めら
れたことに対して，オルガニサシ・クプル
ドゥリアンという「影の組織」を結成するこ
とで応えてゆく。ここで彼らは，プリブミの
会員もいる旧来からのセミ・オフィシャル
な組織 Bakom-PKBを活用するのではなく，
敢えて新たに華人のみからなる組織を作って
対処するという道を選んだ。これは結果とし
て，「チナは閉鎖的だ」や「チナは自分たち

だけで集まりたがる」などといった，まさに
絵に描いたような「チナ」像を地で行くよう
なものであった。しかしながら，事の発端と
なった社会政治局の集会において彼らが自己
規定として引き受けることになったのは，ま
さにそのようなネガティヴな「チナ性」全て
を含むものとしての「チナ」だったわけであ
り，そうした烙印に対する反駁の余地など彼
らにはなかった。仮にあったとしても，この
ような緊急時に，華人が如何にオープンにプ
リブミとの混交を実践しているかを従来のご
とく一から説いて廻るなど，全く途方もない
作業で無意味に近いことであった。そこで彼
らに残された道は，そうした「チナ性」を一
旦全面的に受け止め，「チナ」なりの防衛策
を独自に講じていくことだったのである。
もちろん以上の経緯からも明らかなよう
に，この公権力によって宛がわれた「チナ性」
は決して誇るべきものでも積極的に表出され
るべきものでもなかった。むしろそれは，同
化政策を課すスハルト体制が否定的に語って
葬り去ろうとしてきた「チナ性」そのもので
あり��� ，したがって，その「チナ性」を引
き受けた結果彼らが新たに組織したオルガニ
サシ・クプルドゥリアンは，「チナ性」を外
に向けて発信するのではなく，当然ひた隠し

���  スハルト体制は「安定」と「開発」を政権の柱としたが，これは同時期の他のアジア諸国と同様，
冷戦体制への対応 国内の政治的安定 と植民地的経済構造からの脱却 国民経済の自立 を目指
したものであった。「開発」それ自体は反植民地ナショナリズムに代わる新しい国民統合の目標・
手段ともなっていくのだが［末廣 ����:  �］，社会の「安定」によって達成されるこの「開発」
の成果が，さらには政権の「安定」を支えるという具合に，両者は相互補完的に新秩序体制を正当
化していった［白石 ����: �］。

 　しかし，こと対華人政策について見れば，この「安定」と「開発」は極めて捻じれた形で現れ
る。すなわち，理念的には一応政争で勝利を収めた同化派の主張 国籍による峻別と「インドネシ
ア国民」への一体化 に沿いつつも，華人の中国本土との結び付きを極度に警戒すると同時に過熱
気味のプリブミの反華人感情を抑え込んで「安定」を確保したい軍部の要求 国籍を問わず常に華
人を監視し続けるとともに，目に付く「華人性」を消すことを求める ，ならびにスカルノ政権時
代の政治優先の政策下で疲弊した経済を立て直して「開発」に結び付けたいテクノクラートの要
求 国籍を問わず華人の経済力を利用する にそれぞれに応える形で政策が打ち出されたのであ
る。それゆえ，一部の華人は経済的に政界と結び付き優遇されたものの，それ以外のあらゆる面で
は同化の名の下に極力「華人でなくなる」よう圧力を受け，その一方で「華人はいつまでも華人で
ある」とする対応が続けられたのである。Heryanto［���	: ���］は，このような同化政策を掲げ
たスハルト体制は，華人のアイデンティティを完全に消去することを目的としていたのではなく，
その眼目はむしろ「チナ性」を注意深く継続的に再生産しながらも常に「抹消の下に置く under 
erasure 」ことにあったと指摘している。
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にしなければならなかった。また，そもそも
「チナ」が独自の排他的組織を持つこと自体，
同化政策の趣旨に真っ向から反するもので
あった。それゆえ，このオルガニサシ・クプ
ルドゥリアンは「影の組織」でなければなら
なかったのである。
さて，このように「チナ性」は外部から規
定されてはいたものの，組織の発足にあたっ
ては，多分に彼らの独自の論理が働くことに
なる。それはたとえば，誰が中心となって組
織を作るかだとか，あるいは，町外の華人や
プロテスタント信者は排除されるべきである
などといった点に現れたのだが，こうした組
織原理は，日頃明確な形を持たないながらも
彼らの日々の生活の中で培われてきたもの
が結実したものであった。またこの組織は，
元々は自己対処を迫られた「チナ事業者」の
ための集合体であり，実際問題としてルンバ
ンの町の全ての華人が参加していたわけでは
なかった。だが間もなくそれは，地理的に明
瞭に区切られた外縁，および隣近所の連なり
という発想が重要な媒介となって，日頃から
経験的にゆるやかなまとまりとして認識され
ていたルンバンの町の華人コミュニティ全体
を包含し代表する組織へと自然と広がりを見

せてゆく。ここで立ち現れたコミュニティ
は，発端としては社会政治局主催の集会を契
機に生み出された重要な利害関係を共有する
人々の集団と見ることもできるが，すぐさま
それは，狭い町の中で互いに顔をつき合わせ
て暮らす具体的な個々人のまとまりとして従
来からイメージされてきたものへと重なって
ゆく。ここにおいて，外部から宛がわれた「チ
ナ性」は，非定型ながら日々の生活の中で培
われてきた様々な論理��� によって照射し返
される形で，ひとつの実体的な華人組織の成
立へと結実していったのだ。
そうして随所に顔を見せた彼らの暮らしの
中に根差した論理，あるいは日常的交友関係
を基にした繋がりは，オルガニサシ・クプル
ドゥリアンが近隣の町との連携を図る際にも
十二分に活用された。すなわち，複数の町を
横断的に取り結ぶ相互連絡体制構築のための
話し合いがもたれることになったのも，それ
ぞれのコミュニティの顔役的存在同士の個人
的知己関係が契機となっていたというわけで
ある。
ところで，いわゆる「華人ネットワーク
論」の成果が描く関係性構築のあり方という
のもまた，この個人的繋がりの連なりが基本

���  「生活の場で培われてきた論理」としてここで述べたものは，第 章第 節で掲げたインドネシア
で「華人である」ことの基準で言えば，Ⅲの状況の中にこそ求められるものであろう。ただし筆者
は共同体というものを古典的に理想化されたものと位置付けないのと同様，この「生活の論理」と
いうものを彼らに生来的

4 4 4

・本源的
4 4 4

に備わっていた「華人性」であるなどと還元的に捉えようとして
いるのではない。津田［���: 註 	�］も指摘するように，「華人であること」や「華人らしさ」な
どと表現されるエスニックな意識や様態というものは，日常的社会生活のやり取りやその中で生じ
た行きがかりなどの諸相を通じて人々が意識化したもの，あるいは歴史的過程で差異あるものと認
知されてきた集団 この場合で言えば「プリブミ」や，「国家」を体現するものとしての役所など
とのさらなる交渉の繰り返しにより帰着・転化された差異の連鎖を，事後的・回帰的にそう名付け
たものに過ぎない［cf.福島 ���	］。つまり，おおよそそうしたエスニックな意識や諸特徴は，自
己／他者の認識を通した何かしらのやり取りや交渉の過程で，実体的に浮かび上がり，積み上がり，
立ち上がってくるということである。

 　ここで改めてⅢの状況というのを見ると，これは一見「華人である」と相互認知し合う理想的で
安定した世界が現出されているようだが，その前提にはやはり彼らが，「華人である」ということ
を第一義的に意識せざるを得ない構造の下に置かれているという現実がある。それゆえその相互
認知の場には，言うまでもなく，すでに他者認識 Ⅰ，Ⅱ ，そしてそれと鏡像をなす形で抽象化
された自己認識 Ⅳ が共に内在化している。そうしたひとつの基準に還元し得ない種々の視線が
交錯する中にあってなお，日々の経験の積み重ねに基づき差し当たり

4 4 4 4 4

「華人である」とお互い折り
合いをつけ了解し合う者同士の間で，日常生活の枠組みでの有効性・便宜性のために差し当たり

4 4 4 4 4

生成されてきたもの，それが，ここで「生活の論理」と差し当たり
4 4 4 4 4

呼ぶものである［cf.松田 ��	�: 
��� ��］。
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となっていたことは本稿冒頭で確認したとお
りである。ただし第 �章第 �節で分析した
ように，体制転換期インドネシアで最終的に
�県 �町に暮らす華人全体を一様に包含する
形で成立したこの連携の仕組み それはまさ
に華商

4 4

ではなく華人
4 4

のネットワークであっ
た は，華人ビジネスマンが取り結んでいる
とされる非定型なネットワークの様態とは多
くの点で異なっていた。まずもってそれは，
相次ぐ暴動やデモ，混乱が予想される総選挙
に向けた危機管理という明確な目的のために
自覚的・意識的に生み出されたものであり，
決して自然発生的なものではなかった。また
ネットワーク構築に当たっては確かに個人的
な繋がりが活用されてはいたが，それとて非
定型で流動的な状態のままにはとどまらな
かった。すなわち，同じ時期に同じような危
機管理目的のためにかなり実体的に成形され
組織化されていた各町の華人コミュニティを
基本単位としつつ，それらをさらにコーディ
ネーターを介して相互に結び付けるという具
合に，相当な形式性を備えたものに組み上げ
られていったのである。
かくして，従来の華人ネットワーク論で論
じられてきたものとは目的も形態も異なる
「華人ネットワーク」と呼び得るものが，現
実に差し迫る危機，そして「チナ」としての
自覚を有無を言わさず迫られたことを引き金
にして，驚くほど短期間のうちにでき上がっ
たのだが，ここで重要なのは，その成立によっ
て，広域にわたって暮らしつつ微妙な立場に
置かれているとの意識を同じくする華人同士
が，目前に迫る危機に向けて互いの情報やノ
ウハウを共有し合うための体制が構築された
ばかりか，軍・警察やイスラーム寄宿学校な
ど「外部」に対しても華人として一体的に対
処・行動していけるようになったということ
である。そしてさらに重要なことに，この連
絡体制に参加した各町の華人コミュニティに
属す人たちにとっては，そのほとんどがそれ
まで直接経験的に認知したことのないような

広がりを持つ新たな華人コミュニティの連な
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

り
4

が， 表向きではないとはいえ 目に見え
実感の持てる形で出現したのである。
このように，単にひとつの町の小さな華人
コミュニティから，日常的な顔の見える交流
の幅を大きく越え出るようなより広い地域を
包含するコミュニティへとその範囲を拡張し
ていこうとする動きは，究極的には印尼華裔
總會 INTI という全国の華人を結集する
運動への参加を検討した点にも端的に見られ
た。また同時にオルガニサシ・クプルドゥリ
アンは，従来町内に個別目的的に存在してい
た華人コミュニティの利害に関わるいくつか
の組織を，自己の傘下に組み入れ再編するこ
とで，より総合的・恒常的な華人組織へと脱
皮を図ろうともした。これもまた，外に向け
られたコミュニティ拡張の動きと同じベクト
ルの別の現れ，すなわち，個別・具体的な濃
淡ある関係の中でゆるやかなまとまりとして
非定型に存在していた華人コミュニティを，
より深く均質的に一元化・制度化していこう
とする動きと見ることができよう。
だが，そのように普遍的

4 4 4

な華人へと想像力
を拡張あるいは深化していく試みは，少なく
とも組織という目に見えた形の上で成功する
ことはなかった。彼らが当面の危機と認識す
るものが未だ去らないうちは，それへの対処
のために連帯・協働しようとの意識も働いて
いたのだが，しかしそうした具体的危機が眼
前から消え，目標自体の切迫性も薄れてしま
うや，一足飛びに抽象的・観念的にイメージ
された華人の大同団結へと進むことはおろ
か，複数の華人コミュニティを束ねて連携す
る体制すらもはや顧みられなくなり，コミュ
ニティの広がりは元の日常的に顔の見える範
囲へと落ち着いてしまうのである。また元々
まとまりとして実感されやすかったそのコ
ミュニティについても，これを一元的に形式
化して総合的な華人組織として表に出して行
こうとする方向に進む以前に�� ，やはり彼ら
の生活の場に根ざしたコミュニティ内部の論
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理，すなわち統率や合意形成の在り方をめぐ
る対立が噴出してしまう。結果的に，「影の
華人組織」は白日の下に堂々と現れ出て発展
することができなかったのはおろか，組織と
しての存在を「影」のままですら維持するこ
とができずに，コミュニティは元の非定型で
流動的な日常性の繋がりの間柄へと立ち戻っ
てしまうのである��� 。残ったのは，ルンバ
ンの華人コミュニティとして一時的なりとも
まとまって行動したという記憶のみである��� 。
かくして，顔の見えるつき合いの中で互い
に「華人である」と認知し合っていた関係か
ら一歩抜け出し，広く一元化された普遍化の
方向へとステップアップを図ったオルガニサ
シ・クプルドゥリアンは，結局組織としては
長く機能せず，短期間のうちに自然消滅して
しまった。だが，ルンバンの華人コミュニティ
を形式的に統合して発展させようとするこの
野心的な企図が完全に諦められたわけではな

い。���年はルンバン福徳廟で ��年に一度
の大祭が開かれる年にあたったが，その祭を
日後に控えた �月 ��日の昼下がり，すでに
賑わいを見せている福徳廟境内の一角にある
事務所内で，ジャカルタから祭の取材に訪れ
た雑誌記者を前に，かのゴーWSは大祭実行
委員長として以下のように弁舌を振るった��� 。

「我々は町の中国寺院を発展させたいとい
う大望 ambisi を持っている。そのため，
慈惠宮の裏にあったトリスノ・ブディには
別の土地を用意して移転してもらい，空い
た土地に寺院来客用の宿泊施設を建てつつ
ある。そもそも福を祈る中国寺院と葬祭用
の建物とが背中合わせというのはおかしな
話だろ。物事には陰 yin と陽 yang が
あるんだ。この福徳廟の敷地の隅には火葬
施設があるが，これもやはり陰であるから，
そのうちどこかへ移したいと考えている。

��  改革の時代に入って中国文化が法的に開放されるや，今までの抑圧を跳ね返すかのように，巷では
いかにも中国っぽいものや中国からそのまま持って来たものなども含め，華人の「自己文化」の表
出の過熱状況が続いている。ただし，こうした「華人性」の主張が行き過ぎると，目下それに同情的・
寛容的でいてくれているプリブミもいずれは反発を示すようになるのではないかという漠然とした
恐れは，少なからぬ華人によって抱かれている。Budiman［���: ���］は，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不安やためらいに結び付い
ていると指摘しているが，いずれにしても ����年半ばの段階では，仮にルンバンのような地方の
小さな町でオルガニサシ・クプルドゥリアンのごとき極めて政治色の強い組織を「影」でなくすと
したら，相当の覚悟が必要であったものと思われる。

���  ここまで見てきたように，註 ���で確認した「生活の論理」には，顔の見える関係で結び付いた人
と人との繋がり，その連なりとしてイメージ
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されるコミュニティの感覚，そしてそれにまつわる情
報や知識，経験，記憶なども含まれてくる。本稿で見た「影の華人組織」が辿ったプロセスは，ま
さにこの日常の有効性・便宜性によって生み出されていた，あるいは有効性・便宜性と共に存在し
ていた非定型で流動的なもの の一部 を，固定化した上で絶対化・普遍化しようという試み ＝
便宜から必然へ［松田 ��	�: ���］ とその破綻であったと言えよう。

���  伊地知［���］は韓国済州島でのスヌルムやチェと呼ばれる共同慣行の観察を通じ，人々が個々
の事情や思惑の絡み合う現実の生活実践の中で，柔軟かつ創発的に断片的な共同性を生成・改変し
ては解体していくさまをも描いている。この中で彼女は，哲学者 J=L.ナンシーの「非完了は共同
体の「原理」なのだ」［ナンシー ���: ��］という言葉を引き，これら伝統的とされる共同慣行が，
当座のコンテクストに合わせて改変されながら未完の共同性を紡いでいると論ずる。ルンバンの華
人たちが結成したオルガニサシ・クプルドゥリアンが彼らの生活に根ざした論理の前に組織として
崩壊したのも，この観点からすれば共同性の消滅ではなく，破綻を共有するという共同性の共有と
捉えられよう［cf.伊地知 ���: ���］。オルガニサシ・クプルドゥリアンについてのみならず，人々
が「ルンバンの華人はまとまって何かやろうとしても難しい」としばしば口にするのは，こうした
共同性のあり方を端的に示している。いずれにしても，「まとまって何事かをなした」という共通
の記憶だけは，人々の暮らしの中でも残り続けるのである。

���  この時取材に訪れていたのは，華人問題を積極的に採り上げる SINERGI INDONESIA誌の記者 
名で，筆者もルンバンの華人コミュニティを長らく調査している者としてゴーWSから呼び出され，
相席している。
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我々ヤヤサン・ドゥウィ・クマラは，ゆく
ゆくは教育をはじめあらゆる分野にさらに
拡大していきたいと考えているところだ。」

オルガニサシ・クプルドゥリアン消滅後，
ルンバンの華人コミュニティ内で機能してい
る恒常的組織として最大のものは，中国寺院
を管理運営するヤヤサン・ドゥウィ・クマラ
である。そしてそのヤヤサンを財政面でも運
営面でも実質的に支えているのは，���	年
危機から ��年近く経ってもなお，リー TB
でありゴーWSであり続けている。そのう
ちのひとり，ゴーWSが，コミュニティ内
の現状を大局的に見通し，一度はオルガニサ
シ・クプルドゥリアンの消滅をもって破綻し
たかに思われたひとつの町内の華人組織を一
元的に管理し統合する方向性を依然胸に抱き
続けていることが，この時筆者には印象的で
あった��� 。
一方で筆者の知る限り，ルンバンの町を越
え出るようなより広い枠組みで華人たちの連
帯を築き上げようとする動きは，あの危機の
際に姿を現した �県 �町の広がりを持つま
とまりが消滅して以来ルンバンでは見られな
いし，コミュニティ内をきっちりとまとめ上
げていこうとする動きを見せるパトロンたち

からも，そのような構想話は聞かない。本稿
で「華人ネットワーク」と呼んだこの連絡体
制が現出した一体性が，実は各町のコミュニ
ティを確固たる基盤とした上でそれらが相連
なることにより生み出されていたことはすで
に指摘したが，こうして考えてみると，確か
にこのネットワークの成立は，ルンバンの
人々に顔の見える範囲を越え出た華人のまと
まりという絵を現実に示しはしたのだろう
が，しかしその想像の広がりのスタイルは，
やはりその組織形態と平行して，あくまでも
華人コミュニティの連なり
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といったものでし
かなかったように思われる。つまりそれは，
彼らの生活実践に裏打ちされたコミュニティ
の想像範囲を拡張するものではなかったよう
なのである。
スハルト新秩序体制が終わり，大統領は �
人目を数えている。この間わずか数年の間
に，「華人であること」や「華人らしさ」，「華
人性」を表明する自由は格段に増した。それ
まで ��年以上もの長きにわたり公共の場で
「チナ臭い berbau Cina 」ものを表出する
ことが抑えられてきたことを考えれば，これ
は全く隔世の感がある。インドネシア華人を
取り巻くこのようなユーフォリア的 ��� な雰
囲気が続く中，ジャカルタで設立された全国

���  体制転換期の危機から数年が経ち，全国的に「華人文化」の表明を積極的に行なうことがブームに
すらなる中，���年 �月 �日にはリー TBが中心となって，ルンバンの華人コミュニティ全体で
中国正月を祝うための会費制パーティーが企画された。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。このパーティーは，それまで中国正月の折に慈惠宮境内で行
なわれてきたオープン・パーティーを犠牲にする形で企画されたこと，ならびに会費が極めて高額
だったことから，町内の華人たちの間からは相変わらず少なからぬ批判の声が聞かれた。とはいえ，
パトロンを中心に町内の華人コミュニティとしてまとまって何かを執り行なっていこうとする機運
が消滅したわけではないのは，こうしたところからも窺える。

 　なお，ルンバンの町には寺院管理運営組織や葬祭互助会など複数の華人関連団体があるとはいえ，
それぞれの成員はわずか数百世帯から成るコミュニティ内にあっては全て顔見知りであり，また各
組織を率先して支えている役員もほとんど重複している。そのため，多くの手続きがいわゆる「な
あなあ」で済まされることにもなるし，またスコラ・ナショナルの件でゴーWSを激怒させたタ
ンKHの弁明にも端的に現れているように，華人関連団体相互間で「寛容さ」をもってお金を融
通し合うとの発想をも可能にしているのだろう。こうした現状が，いっそのことこれら諸組織をひ
とつにまとめようとの考えを生み出す素地になっていると見えなくもない。註 ���でも触れた組織
の形式性を無視するようなあり方がどの程度まで「華人の性向」と言えるのか，それがコミュニティ
の規模と相関関係があるのかないのか，目下のところ筆者には分からない。

���  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 ↗
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規模の華人団体の間からは，インドネシアの
全華人を結集すべく様々な呼び掛けがなされ
始めてもいる��	 。
そうしたナショナルな広がりを持つ「普遍
的な華人性」，あるいは「正統な華人文化」
を意識的に打ち立てていこうとする動きから
見れば，本稿で見てきたルンバンの華人たち
のあり方は，外部から一方的に「チナ性」を
与えられ，危機が来れば一時的に団結し，危
機が去ればまた個人の対人関係やつき合いの
レベルに戻ってしまうといった具合に，いか
にも場当たり的で，大局的な視野に立つに
至っていないように見えてしまうかもしれな
い。それでも彼らは，相変わらず日常的雑事
や個別的利害関係に囚われつつも，顔の見え
るつき合いによって描き出される生活世界の
ゆるやかなまとまりの中で，確かに華人とし
て生きているのだ。彼らの間からは，野心的
な「大望」を抱いて一段高いところから超越
的に華人コミュニティなるものを見渡し，実
際そのコミュニティに対して働き掛けを行な
うような人も出てくるだろう。またこの先，
全インドネシア あるいは全世界 の華人で
大きく連帯していこうというような呼び掛け
も，現実にどこからともなく舞い込んで来る
かもしれない。そのような次元の異なる「華

人性」に向かう動きを横目で見ながら��� ，
ルンバンの華人たちは日々の生活の場で互い
に顔をつき合わせ，時には互いに不平や不満
をぶつけ合う中で，今後も共同性を紡ぎ出し
つつ「華人であること」を生きていくものと
思われる。
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