
Journal of Asian and African Studies, No.93, 2017
論　文

九・三〇事件とインドネシアの華僑・華人社会
レス・プブリカ大学襲撃事件から見えること
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September 30th Incident and Overseas Chinese Community in Indonesia
Seen from Attack of Res Publica University

KURASAWA, Aiko

September 30th Incident of Indonesia in 1965 and the following unprecedented 
political upheaval brought various forms of harassment, conflict and split 
within society. Harassment towards ethnic Chinese was one of them. In modern 
Indonesian history ethnic Chinese almost always became the target of popular 
anger and discontent at the time of social-political unrest. After September 
30th Incident, Chinese also became victims: some were physically attacked and 
lost their lives. Many more had their houses, shops, and schools destroyed.

However, not all harassment on ethnic Chinese at that time cannot be nec-
essarily interpreted as ethnically motivated. If we look at each case carefully, 
we can see diversity: the target of the attack was not Chinese as a whole, but 
usually one particular group of them. In fact the attacks were often directed 
to the Chinese considered as leftist/communists because of their relationship 
with China, which had been suspected as being behind the September 30th 
Incident. In such case the attack was instigated not only by anti-communist 
indigenous population (pribumi), but also by pro-Taiwan Chinese. Thus the 
actor of the attack was also very diverse.

This paper will take a case of attack on a leftist Chinese organization, 
Baperki, and destruction of Res Publica University managed by it. This attack 
was not triggered by racism but rather was motivated by political factors, and 
the ethnic Chinese were also found among those who attacked. The main reason 
of the attack was because Baperki and Res Publica University were considered 
as leftist. However there was another political factor behind it.

From the early 1960’s there had been dispute between two groups of ethnic 
Chinese concerning the way to adapt themselves with indigenous (pribumi) 
society. One group is called “assimilationist” who advocated for the total 
assimilation with indigenous society by discarding their Chineseness. And the 
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はじめに

インドネシアでは，1965年 9月 30日の未
明に勃発したクーデター未遂事件（九・三〇 
事件）は，その背後にインドネシア共産党 
（Partai Komunis Indonesia以下本稿ではPKI 
と略す）がいたとされ，その後スハルトによ
る新体制確立まで反共派と容共派の辛辣な権
力抗争が発生し，社会全体を巻き込んだ未曾
有の殺戮，略奪などの大混乱が続いた1）。そ
こにおいて生じた争いは，単にこれを機に共

産主義者を一掃するというイデオロギー的な
対立だけではなく，それまでこの社会に内在
していたさまざまな矛盾，住民間の経済的利
害の対立，宗教的・文化的相違に基づく憎し
みなどが一挙に噴き出し，さらにある種の政
治的意図をもって背後で操る力が加わって，
多様な形の混乱が展開された。
筆者はこの事件後の社会混乱や虐殺（倉沢

2002, 2007, 2009, 2011），周辺諸国の関与（倉
沢 2016a），あるいは和解と名誉回復（倉沢
2016b）等に関し，これまで，文献とフィー

other group was called “integrationist” who insisted that the ethnic Chinese 
should be acknowledged as one of the suku (ethnic groups) in Indonesia by 
keeping its Chineseness.

The integrationists were, by chance, mostly found among Baperki mem-
bers who were considered leftist. On the other hand the assimilationists were 
mostly found among anti-communist Catholic activists. On 14 October 1965 
Res Publica University was attacked and burnt by demonstrators, and the writer 
considers that the assimilationist Chinese took an important role in this attack.

After the collapse of Baperki the integrationists not only lost its influence 
but many of them were arrested or even had to leave the country as political 
refugees. On the contrary the assimilationists took active role in reviving the 
destroyed university as a new institution under the name of Trisakti. They 
also exerted some influence over formation of Suharto’s new policy towards 
Chinese, which tried to erase Chineseness by prohibiting the use of Chinese 
language, culture, ritual and religion.

This article takes the interpretation that the attack on Res Publica Univer-
sity had symbolic and significant meaning for this “victory” of assimilationists.

はじめに
第 1章　 国
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籍協商会攻撃とレス・プブリカ大
学焼き討ち事件

　（1）攻撃の矛先となった国
バ ペ ル キ

籍協商会
　（2）レス・プブリカ大学における政治活動
　（3）レス・プブリカ大学焼き討ち事件
第 2章　同化主義者の関与
　（1）同化主義と統合主義論争
　（2） ウレカ襲撃における同化主義者＝カト

リック＝そして国軍
第 3章　 トリサクティ大学の誕生と統合主義

者の排除
　（1）トリサクティ大学への改組
　（2）統合主義者の排除
　（3）中国への引き揚げ
　（4） 同化主義者の「勝利」とスハルト政権

の「脱華人性」政策
おわりに

1） ただし本稿で「九・三〇事件」というときには，必ずしも 1965年 9月 30日に発生した将軍暗殺
事件のみを指すのではなく，この政治・社会変動も含めて使う場合もある。
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ルド調査をもとにいくつかの論考を発表して
来た。そのなかで，ジャワの農村部で発生し
た大量殺戮の場合には，イスラーム信仰への
スタンスや文化潮流に起因する社会的亀裂に
加えて，農地改革をめぐる経済的対立があっ
たことを指摘した（主として倉沢 2007参
照）。またバリにおいては同じく農地を巡る
対立や，宗教実践の在り方を巡る対立に加え
て，カーストを含む既存の社会関係や，独立
戦争時代の立場の違いによる権力者間の亀裂
などが要因になっていたことを指摘してきた
（主として倉沢 2009参照）。また，また西カ
リマンタンにおいては，サラワクの共産系ゲ
リラの一掃というイデオロギー的な問題の他
に，土地や資源をめぐってダヤク族を扇動し，
華僑・華人2）の追い出しをはかろうとした当
局の策動があったことを指摘した（主として
倉沢 2014: 187-200参照）。いずれにおいて
も，そこに見られる対立の様相は極めて多様
であることを一貫して示してきた。さらにま
たすべての殺戮の背後には国軍による扇動が
あったことを指摘して来た。
一連の混乱が終息したのち登場したスハル
トの「新体制」をみると，これらの全く別個
の様相をもった混乱が，最終的にはひとつの
新たな体制作りに「貢献」していたことがう
かがわれる。つまりすべての対立や混乱は，
新体制によって都合のよい方向に収斂され
て，奇妙な「安定」を作り出していったよう
に思えるのである。
本稿はそのような混乱の一側面として，華
僑・華人が，地域・社会集団などをまとまり
として集団的に被ったネガティブな体験―
これをとりあえず「迫害」と称しておく―
の一例を取り上げ，その背後にあった要因を
さぐるとともに，それが最終的にはどのよう

な形で収拾され，新政権による政策や華僑・
華人社会内の関係にどのような変容をもたら
したのかを分析しようというものである。

先行研究にみる九・三〇事件後の華僑・華人
攻撃―その多様性
インドネシア史において，政権や社会情勢
が不安定な時には人々のいら立ちが暴力的な
形をとって華僑・華人に向けられることは植
民地時代からしばしばあった。そしてこれま
でその問題の研究ではエスニシティーが強調
されることが多かった。しかし九・三〇事件
後に華僑・華人達が被った被害は，果たして
一様にエスニックな要素をもった「排華」と
して扱って良いのかどうかということに関し
ては大いに疑問がある。そこには，さまざま
な側面があり，地方によって，時期によっ
て，また社会のどの位相で発生したかによっ
てその性格は多様である。多くの場合プリブ
ミ（外来の住民に対して，従来からインドネ
シアに住んでいる先住の人たちを指す）の側
からの華僑・華人に対するエスニックな反感
が常に根底にあったことは否めないが，しか
しその要因は複合的かつ多様であった。一見
エスニシティーを理由としていて，表向きは
プリブミ対華僑・華人という図式が想定され
がちであるが，実は中華人民共和国（北京）

支持派と国民党（台北）支持派というイデオ
ロギー的な対立や，あるいは国民統合に対す
る「路線」やコンセプトの違いなど，華僑・
華人社会内部の分裂や対立に誘発された事件
もあったと思われるのである。しかも攻撃対
象は華僑・華人「全体」ではなく，ある種の
グループに対して分別的に選ばれている場合
が多い。
九・三〇事件にまつわる華僑・華人問題の

2） 一般に「華僑」とは，移住後も引き続き出身国中国の国籍やその文化・社会慣習などを維持してい
る中国系住民，一方「華人」とは，移住先の国の国籍取得者を指す用語として使われる。九・三〇
事件当時のインドネシアでは，国籍選択手続きが未完了で，国籍が必ずしも彼らの社会的・文化的
対応と一致していないケースもあり，いわゆる「華僑」と「華人」の区別をするのが難いケースが
多々あった。そのため，本稿においては，明確にいずれか一方のみを指す場合を除き，国籍を問わ
ず中国系住民をあらわす概念として両者を併用する。
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「迫害」に関しては，すでに多くの研究がな
されている。チャールズ・コッペル（Charles 
Coppel）が，早い時期から著作を発表し

（1976, 1983），ジャワ，バリにおいて共産主
義者に対する殺戮が猛威を振るっていた時
期，華僑・華人に対しても多くのハラスメン
トが見られたが，それらは中国政府に抗議す
るデモとの関連や，当時の一般的な反共的行
動の一環として発生したものであり，中国人
であるがゆえに殺害されたというケースは，
実際にはそれほど多くなく，しかも中国人の
犠牲者はせいぜいで 2000人程度と思われる
としている（1983: 58）。
コッペルはこの視点をその後も堅持し，

2009年にロバート・クリッブと共著で書い
た論文の中では，中国系の人々が多数殺され
たという間違った神話のことを，「存在した
ことのない大量虐殺」という表現を使って強
く否定している。彼はその神話・誤解は主と
して欧米の，学者ではない人々によって書か
れたものに由来するようであるとして，その
いくつかの例を列挙している。そして今なお
この誤解が強く残っている理由として，自由
民主主義においては，反共主義者が政治的動
機でこのような大量虐殺をやったのだとは認
めたがらず，それよりも，もっと人種的なあ
るいは人間の根源的な結束に基づく枠組みで
理解する方がたやすいからだと解釈している
（Cribb & Coppel 2009: 451-455）。
スハルトの権威主義体制下では，SARA，

つまり種族（suku），宗教（agama），人種
（Ras），住民集団（antar-golongan）に関す
る研究は，国民統合や社会の安定を脅かす懸
念のあるセンシティブな問題だとしてほぼタ
ブーであったうえ，九・三〇事件の研究は硬
直した公定の歴史解釈以外のものを提示する
ことはほぼ不可能であったため，その後九・
三〇事件後の華僑・華人の被害に関連する研
究はあまり進まなかったが，1998年の同政
権崩壊後は，いくつか注目に値する成果が出
てきている。この民主化以降の研究は，各地

方によって表象のあり方が異なることに注目
し，国家レベルでの研究よりも，特定の地方
のケースに焦点を当てたものが多い。
たとえば台湾人研究者エン・リン・ツァー
イ（Yen-ling Tsai）はダグラス・カーメン
（Douglas Kammen）と共同で，中国系住
民の割合が大きかった北スマトラに関して
2012年に研究を発表しており，そのなかで，
コッペル，マッキー，クリッブらと同じく，
対華僑・華人殺害について人種的な要素が強
かったかのような神話がはびこっているが，
中国系であること自体が迫害の原因ではな
く，あくまで，国

バ ペ ル キ

籍協商会などの左翼華人団
体関係者などに対する反共産主義的な性格の
ものであった，と主張する。そして人種主義
的な見解がでてきたのは，事件直後データが
不足する中で新華社の報道などに依存する部
分が多かったためであるとする。そして本研
究では，あらたにアメリカの公文書や現地で
の聞き取り調査に依存して研究を再構築した
（Yen-ling Tsai & Kammen 2012: 131-132）。
一方，ジェス・メルヴィン（Jess Melvin）
は，アチェの事例を取り上げ，少なくともそ
こにおいては，初期においては PKI関係の
華僑・華人への攻撃，次いで国

バ ペ ル キ

籍協商会関係
者への攻撃という選択的な性格をもっていた
が，最後は華僑・華人一般に対する無差別的
な攻撃になり，その意味で人種的な大量虐殺，
つまりジェノサイド，つまりある人種やある
宗教に属する人たちを全滅させようとして行
われる行為として解釈できるのではないか，
と提起している（Melvin 2013）。
次いでしばしば研究者の注目をひいている
のが，西カリマンタンのケースである。ここ
では奥地に潜むサラワクの共産ゲリラ一掃と
いう必要性に迫られた国軍が，ダヤク族を扇
動して，（ゲリラの保護者となっているとい
う口実のもとに）華僑・華人を追い出すとい
う事件が九・三〇事件から二年たった 1967
年に発生している。西カリマンタンのケース
は，すべての中国系住民をターゲットにして
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いたこと，そこにおいて現地住民（ダヤク族）

の経済的利害が喚起された点など，一見エス
ニックな要因による反華僑・華人迫害と性格
を一にするところもあるが，しかし実はこの
事件は，インドネシア領にたくさん潜入して 
いたサラワク・共産ゲリラが，奥地に住むイン 
ドネシアの華僑・華人に助けられているので， 
その根源を断ち切るという政治的な目的があっ 
てインドネシア政府が仕掛けたものである。 
これに関しては，Davidson & Kammen 2002 
やPeluso 2006, 松村2013などの研究がある。
なお，ジャワに関しては，華僑・華人団体
の各種の活動の本部であった首都ジャカルタ
において，全国的な性格をもった迫害や攻撃
が発生したケースについて述べられているも
のは多いが，この地域に特化し，その地方性
を強調した研究はほとんどない。しいて言え
ば，東ジャワにおいては地方政府並びに軍管
区の主導で特異な反華僑・華人政策が行われ
たことが指摘されているが（Coppel 1983: 
59　ならびに相沢 2010: 28-30），それに焦
点をあてた詳細な研究はない。
これらの海外での研究の他に，日本では，
近年中国や台湾の文献を中心にまとめた馬場
公彦の研究がある。彼は，中国は一連の「迫
害」を，インドネシア政府による「排華反華」
だとして，メディアや集会などで避難キャン
ペーンを展開したが，台湾当局はそれと対照
的に，インドネシア華僑の受難は「匪共陰謀
の犠牲である」「インドネシア軍民が強烈な
反共である今日，インドネシア華僑は決して
望みを匪共の「保護」に託することはできず，
「匪共産」と「キッパリ縁切り」をしなけれ
ばならない」として，事件がイデオロギー的
なものだという見解を主張していたことを紹
介している（馬場 2016: 85）。

同化主義 vs統合主義論争の一環としての
国
バ ペ ル キ

籍協商会攻撃
以上のように，華僑・華人攻撃には様々な
表象があるが，本稿では，九・三〇事件後た

だちに始まった華人団体国
バ ペ ル キ

籍協商会への攻
撃，ならびに同団体の経営によるレス・プブ
リカ大学の焼き討ち事件（1965年 10月 14
日）に焦点を当てて考察する。国

バ ペ ル キ

籍協商会は，
中国系住民の国籍取得問題で広報活動や指導
を行うために 1954年に設立された全国的な
大衆組織で，多くの華人が参加していたが，
その指導者たちはスカルノ主義者で，その
ために必然的に PKIとも良好な関係をもち，
容共派とみられていた。
従って先行研究においては，この団体並び
にレス・プブリカ大学の攻撃は，反共という
イデオロギー的なものとして理解されてきた
のであるが，本稿では，この事件は，そのよ
うな性格の他に，インドネシアという国民国
家への統合のあり方をめぐって，1960年代
初めからプラナカン華人（peranakan 現地
生まれで文化的社会的に現地社会に順応した
中国系住民）内部で顕在化していたいわゆる
同化主義者（golongan asimilasi）と統合主
義者（golongan integrasi）の対立の一つの
表れとしても見ることができるのではないか
という仮説を提示する。
同化主義者は，インドネシア国籍を取得
した華人は，中国系住民としてのコミュナ
ルな集団性を放棄し，言語，文化，氏名や
生活様式などすべてにおいて中国的なものを
排除し，インドネシア民族として溶け込んで
しまうべきであると主張する。一方，統合主
義者は，中国系インドネシア人は一つのスク
（suku　インドネシアを構成する一種族）と
してのまとまりをもったものであるから，そ
の独自の文化は保持し，他のスクと差別なく
平等に扱われるべきだと主張し，その多くは
親スカルノ・親北京的な国

バ ペ ル キ

籍協商会に結集し
ていた。それゆえに，統合主義者たちの多く
は九・三〇事件ののち「共産主義者撲滅」と
いう旗印の下に，大規模に排除されることに
なったのであるが，その際に国軍と組んで排
除の先鋒にたったのが，同じプラナカン華人
の同化主義者たちであったと筆者は考える。
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これまでの研究で，同化主義と統合主義の
対立という視点から九・三〇事件後の華人迫
害にも触れたものとしては，古くは前述の
コッペルの研究がある3）。彼はもともと同化
主義者に焦点を当てて，九・三〇事件後の
華人迫害の硝煙がまだ収まらない 1968年に
インドネシアでの調査を開始し，その成果は
1976年ならびに 1983年の著作に紹介されて
いる。ただ，いずれも新体制の真っ只中で行
われた研究であるので，当然資料的な制約が
大きく，「勝者」となった同化主義者の側か
らの情報は比較的入手しやすかったと思われ
るが，「敗者」である統合主義者の側からの
視点を取り入れることは困難であった。
華僑・華人史，とりわけスハルトの新体制
下の華人政策との関係で，九・三〇事件周辺
の同化主義と統合主義の対立の重要性を指摘
したもう一人の研究者は貞好康志である。す
でに 1990年代からこの問題に取り組んでき
た貞好は，最近『華人のインドネシア現代史
―はるかな国民統合への道』と題する大著
を刊行した4）。彼は両派の論争を歴史的に詳
細に分析し，両派とも「インドネシア志向」
という点で共通していることを指摘したうえ
で，現地ナショナリズムという視点からこの
問題を捉えている。そして九・三〇事件期の
両派の攻防の中で，同化主義者たちが新体制
の姿勢を先取りし「露払い」の役割を果たし
た，としている。つまりこの事件に起因する
体制転換の渦中で，スハルト政権のその後の
華人政策の基礎が敷かれた，つまり同化主義
者はこの事件を経て「勝利」を得，スハルト
時代の華人政策立案に一定程度の影響力を
もったという重要な視点を提示している。（貞
好 2016: 199, 203-204）ただしレス・プブリ
カ大学焼き討ち事件に関しては特に紙面を割

いておらず，ムスリムの青年団によって襲撃
されたという従来の解釈をとり（貞好 2011: 
141），かならずしもこの同派の対立の視点
からはとらえていない。

1998年にスハルト体制が崩壊し，多文化
主義者ワヒド大統領による華人政策の見直し
が始まると，ようやくこれまで発言を抑えら
れていた人々が口を開くようになった。その
動きの中でインドネシア華人自身による研
究も出てくるようになった。そのひとつは，
2008年に刊行されたベニー・スティオノ
（Benny G. Setiono）の大著で，この中で自
身統合主義者であった彼は，同化主義との対
立問題や，自分自身の母校であったレス・プ
ブリカ大学焼き討ちについても触れている。
また国

バ ペ ル キ

籍協商会会長シャウ・ギョク・チャン
（Siauw Giok Tjhan䔥玉燦）の伝記（Siauw 
Tiong Djin 2010）もその息子によって出版
され，これも同化主義と統合主義の対立問題
について触れている。
本稿は，そのような新しい情報や視点を加
味して，九・三〇事件発生直後に華僑・華人
が被った迫害の多様性を強調し，その一つと
して，国

バ ペ ル キ

籍協商会（統合主義）攻撃と同団体
が経営するレス・プブリカ大学焼き討ち事件
を例としてとりあげて実証し，そこから見え
てくる華僑・華人内部の対立の構造と，それ
を巧みに利用しようとした権力側の意図を分
析し，この時期の歴史を再度多面的に見直す
ことを試みるものである。
本稿は，日本の外交文書や新聞に依拠した
が，文献資料は極めて少なく，それを補うた
めに，インドネシアならびに中国・香港で関
係者とのインタビューを数多く行い，その成
果を取り入れている。まず 2013年には，こ
の事件でインドネシアを追われた統合主義者

3） 同化主義と統合主義の対立の問題は，これより先，メアリ・ソマースが 1965年 6月にコーネル大
学に提出した博士論文の中で取り上げているが，九・三〇事件以前に執筆されたものであり，当然
事件と関連づけて触れてはいない（Somers 1965）。

4） 同著は，同氏が 2011年に提出した博士論文を基礎としており，本稿においては博士論文のみで言
及されている事柄を除き，基本的に新刊書から引用した。
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たちを訪ねて香港・中国へ赴き聞き取りを
行った。その後 2014年 3月に，国

バ ペ ル キ

籍協商会
の創始者シャウ・ギョク・チャン生誕 100
周年にあわせて西ジャワで開催されたレス・
プブリカ大学の同窓会に出席して世界各地か
ら集った人々から多くの証言を得るととも
に，その際に公開された同窓生たちの回想録
（Ureca: Berperan dalam Pembangunan Bangsa
［ウレカ：民族建設における役割を担って］）
にも多くを依存した。また 2016年には，同
化主義の中心的人物であった華人ハリー・
チャン（Harry Tjiang Silalai）ほかの華人
や，その周辺にいたカトリック教会関係者か
らの聞き取りを加えた。

論文の構成
まず第一章では，九・三〇事件直後の

1965年 10月に始まった国
バ ペ ル キ

籍協商会攻撃にふ
れたのち，同団体経営のレス・プブリカ大学
焼き討ち（10月 14日）の経緯を詳細に追う。
この事件に関してはこれまでほとんど詳細が
伝えられていなかったが，本稿では関係者か
らの詳細な聞き取りや当時の新聞報道などを
掘り起こして実証的に考察する。
第二章は，レス・プブリカ焼き討ち事件の
背後には，1960年ごろから顕在化していた
同化主義者と統合主義者の対立があったとい
う本稿の中心的なテーマを論じ，さらに前者
がカトリック勢力や国軍と結びついていたこ
とを実証し，事件の性格を分析する。これま
でレス・プブリカ大学襲撃事件の中心的な実
行者は，華僑・華人に反感を抱くイスラー
ム勢力であったという説明にとどまってきた
が，他の左翼系大学は閉鎖されただけで焼き
討ちされるまで至っていないのに，なぜ華人
系のレス・プブリカは徹底的に破壊されねば

ならなかったのかを改めて検証して，筆者の
仮説を論証してみたい。
第三章は，この事件は最終的には同化主義
者の「勝利」という形で終結し，レス・プ
ブリカ大学が同化主義者によってトリサク
ティ大学として再建されたこと，その一方で，
国
バ ペ ル キ

籍協商会や同大学関係者がいかにして社会
の前面から排除され，抹殺されていったかに
ついて述べる。レス・プブリカ大学の活動家
たちは身を隠して声を潜めていたが，官憲に
追われることになり，逮捕されてブル島やヌ
サカンバン島へ送られたものも少なくない。
さらに多くの学生が逮捕を逃れるために，あ
るいは大学閉鎖により絶たれた勉学の道を模
索するために，中国へ「帰国（＝引き揚げ）」
した。本章ではこれまでほとんど歴史で記述
されることのなかったその引き揚げの実態に
ついて，それに至る経緯や，両国政府の思
惑，さらに引き揚げ後の中国での体験も考察
する。本章では最後に，このような華僑・華
人社会内部の闘争において「勝利」した同化
主義者たちは，その後スハルト政権によって
導入された脱中国的な華人政策の立案に関与
したのか否かを考察し，この問題の歴史的意
義を考える。

第 1章　国
バ ペ ル キ

籍協商会攻撃とレス・プブリカ
大学焼き討ち事件    　　

（1）攻撃の矛先となった国
バ ペ ル キ

籍協商会
早くも 1965年 10月半ばには，九・三〇
事件は PKIが起こしたものであり，その背
後には中国政府が関係していたとして，中国
の外交使節への攻撃が，さらに華僑・華人の
多くは親中国，すなわち容共派であるとみな
されて5），彼らに対する攻撃が始まった。
九・三〇事件の朝，クーデターの首謀者た

5） 確かに比較的多くの華僑・華人たちの間で左翼政党や組織は好意的に迎えられていたが，それは必
ずしも北京の影響によるものではなかった。ジャワでは，1963年の反華僑・華人暴動に際して治
安当局の動きは遅く，パルティンド（Partindo）党や PKIなどの左翼政党や組織の力を借りて自
衛に当たらざるを得なかったため，このことが華僑・華人たちを左翼支持へと向かわせる大きな要
因になったといわれる。たとえばタンゲランのブン・テック廟（Boen Tek Bio）理事のウィ・チン・
エン（Oey Tjin Eng）によれば，この街のいわゆるチナ・ベンテンとよばれるプラナカンたち ↗
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ちが名乗った革命評議会なる組織のメンバー
のなかに，会長シャウ・ギョク・チャンの名
があったことが国

バ ペ ル キ

籍協商会攻撃の直接の口実
となった6）。前述したようにこの団体は，二
重国籍廃止というインドネシア政府の方針を
受けて，インドネシア国籍の選択をめざす華
僑・華人の利益を守る為に 1954年 3月に結
成されたものである。翌年 10月には全国で
142支部，会員四万人を数える大組織に発展
し（Coppel 1976: 46），最終的に九・三〇事
件直前の 1965年 8月には 409支部，28万人
に膨らみ（Coppel 1983: 44 & 186n36），戴
國煇によれば，インドネシア国籍華人の約
10％が加入していたという。（戴國煇 1974: 
160）この団体はスカルノ大統領を強く支持
しており，同大統領の左傾化に伴って徐々に
左翼的な立場をとるようになり，1957年に
実施されたジャワの地方議会選挙7）に際して
は PKIと投票協定を結んで共同歩調をとっ
ていた（後藤 1993: 91-93）。
とはいえ，革命評議会に会長の名が入っ
ていたというのはシャウ一族にとってまっ
たく寝耳に水であった。実は，ちょうど 10
月 3日にシャウ・ギョク・チャンの弟シャ
ウ・ギョク・ビー（Siauw Giok Bie）の娘，
シャウ・ティオン・スワン（Siauw Tiong 
Swan）が交換留学生として平壌に出発する
予定であったため，その見送りのためにマラ
ンから弟の家族もジャカルタに出てきて親族

が一堂に集まっていたのであるが，出発予定
は当然延期になり，誰もがそのような成り行
きにただ驚いた（シャウ・ティオン・スワン
とのインタビュー）8）。
国
バ ペ ル キ

籍協商会は 10月 4日になって声明を発
表し，事件への関与を否定した。しかしなが
らシャウ・ギョク・チャンは事件を反革命
と位置付けて非難することは控え（Coppel 
1983: 54），前日 3日の朝ラジオで流された
スカルノ演説に倣って，この事件が陸軍内
部の問題であるという立場をとった（Siauw 
Tiong Djin 2010: 378）。
やがて各地で国

バ ペ ル キ

籍協商会支部に対する攻撃
が組織的に開始され，17日には，スカブミ
支部が自主解散した（Coppel 1983: 56）。つ
いでカラワン支部やその他の支部も解散して
いったが，その後，国

バ ペ ル キ

籍協商会は中国といっ
しょになって PKIに資金を供給していたと
訴えられて組織全体の解散が要求されるよう
になった。各地の国

バ ペ ル キ

籍協商会役員は投獄さ
れ，メンバーの多くが職を失った（Coppel 
1976: 62-63）。会長シャウ・ギョク・チャン
は，1965年 11月 4日にジャカルタの自宅で
逮捕され，翌年 1月には国民協議会議員な
どすべての公的役職を免職になったのち，そ
の後 12年間の拘留生活を送ることになった
（Siauw Tiong Djin 2010: 382, 385 & 410）。
11月9日には，ジャカルタ戒厳令司令官令で，
国
バ ペ ル キ

籍協商会および同系列の団体の活動が一時

↗ の間で PKI関連組織，特に人民青年団（Pemuda Rakyat）への加入が急に増えたのは，1963年
の暴動の際に警護をしてくれ，そのために被害が最小限にとどまったことへの感謝の念によるもの
だったと述べている（同氏とのインタビュー）。しかも重要なことは，タイ共産党やマラヤ共産党
などと違って，PKIは華人の党員は非常に少なく，あくまでインドネシア人プリブミを中心とす
る政党だったということである。

6） 革命評議会には，反スカルノでない限り多様な背景をもったさまざまな人物のグループの名前が列
挙されていたので，シャウの名前が挙がっていたからと言って，実はそれだけで攻撃の対象となる
ほどの決定的なファクターではなかったと思われるが，口実に使われたのであろう。なお，評議会
メンバーとして全く一人も名前が入らなかったのはカトリックの政治家だけであったとユスフ・ワ
ナンディは述べている。彼によればスカルノの場合は，人選するときどのような場合でもバランス 
を取るために必ずカトリック関係者を一人か二人入れていたということだった（Wanandi 2014: 43）。

7） 1957年の地方政府基本法施行に基づいてジャワなどで施行された地方議会選挙を指すものと思わ
れる。

8） この後シャウ・ティオン・スワンの北朝鮮留学は何度も延期させられた挙句，結局キャンセルと
なった。
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停止することが決められた（外交史料館文書 
A’0211 823）。かくして 12月 3日までに全
国の 25の国

バ ペ ル キ

籍協商会支部が解散させられた 
り，あるいは自主解散した（Coppel 1983: 56）。 
また国

バ ペ ル キ

籍協商会系とみられた華人に対する略
奪その他のハラスメントも発生した9）。
その過程で最も激しくまた影響の大きかっ
たのは，国

バ ペ ル キ

籍協商会が各地で運営する教育
機関にたいする破壊活動と閉鎖命令である。
当時国

バ ペ ル キ

籍協商会系の教育機関は全国で約 100
校，生徒数約 2万 8000人，ジャカルタだけ
でも小学校 14，中学校 7，高校 3，大学 1で
生徒数約 1万 5000人，大学生約 5000人で
あった（貞好 2016: 186-187）。最終的にはこ
れらはすべて閉鎖に至るのであるが，その先
駆けとなったのが，10月 14日のレス・プブ
リカ大学の焼き討ち事件である。この事件は
国
バ ペ ル キ

籍協商会に対する本格的な攻撃が開始され
るよりも早く発生している。しかもこれは単
に大学が消滅したと言うだけでなく，そこで
学生運動にコミットしていた多くの華僑・華 
人青年たちのその後の運命を大きく変えるこ
とになった。しかし，インドネシアのその後
の歴史ではひとこと「焼き討ちされた」と述

べられているだけで，その詳細に関しては殆
ど研究がなされてこなかった。以下華僑・華
人が被害にあった事件のひとつとしてこれを
取り上げ，なぜこの大学が襲撃されたのか，
その背後にはどのような思惑があったのか
を，考察してみよう。

（2）レス・プブリカ大学における政治活動
レス・プブリカ大学は，華僑・華人系の若
者たちの国立大学入学が困難であった現状に
鑑みて10），自分たちの大学を設立する必要性
を感じたことから創設されたものである。当
初，当時最大の華僑・華人系社会団体であっ
た新明会（Sin Min Hui）11）による大学設立
が検討されたが，しかし社会団体にとってそ
の荷は重すぎるのではないかということで
国
バ ペ ル キ

籍協商会がそのイニシャティブをとること
になった（Go Gien Tjwang in Ureca 2014: 
62-63）。国

バ ペ ル キ

籍協商会の大学は，最初からキャ
ンパス用の土地を購入し，総合的な設計図を
描いてまとまった資金や人材を投入して一挙
に建設されたものではなく，少しづつ積み重
ねて作られていったものである。
最初は国

バ ペ ル キ

籍協商会系の小中高校の教員養成

9） 当初北京政府は九・三〇事件について公の発言を控えていたが，10月 19日に新華社が初めて報道
するとともに，中国並びに中国系住民への攻撃の背後にいる「右翼の将軍たち」を非難した。北京
政府は 11月 4日と 19日にインドネシア政府に口上書を提出して，インドネシア政府は，中国人
の迫害責任者を処分し，中国人を釈放し，全ての損害を補償することなどを強く求めた（外交史料
館文書 A’0211 1628-1632）。一方台湾政府は当初，「今次政変はインドネシヤ（ママ）人民に共産
党の脅威を認識せしめたものであり，喜ぶべき事件である」という見解を発表していた。ただし攻
撃が，華僑・華人にまで及ぶに至って，10月 26日付の微信新聞報社説などで「反共と排華を混同
してはならない」という論調をとるようになっていった（外交史料館文書 A’0211 1634-1635）。

10） 1958年にジャカルタのピントゥ・アイルの高校を優秀な成績で卒業し「学徒の星 Bintang Pelajar」 
に選ばれた中国系の生徒がインドネシア大学医学部に不合格になった。メディアで騒がれたため最
終的には合格になったが，これが国

バ ペ ル キ
籍協商会系大学を設立する直接的なきっかけとなったという。

法的規制が有ったわけではないが，中国系市民の国立大学入学枠は 10%（のちに 5%）に制限され
ていたと彼らの多くは述べている（Go Gien Tjwan in Ureca 2014: 61）。国立大学には，政府高官
とコネがある者しか入れなかったという証言もある（Wu & Ngo 2016: 199）。

11） 新明会というのは，1946年に中国系住民の社会活動や福祉のために作られた団体で，ジャカルタ
のガジャマダ通りのチャンドラナヤ会館（Gedung Candra Naya）内に事務所が置かれた。病院
設立，集会場運営，各種の講習会運営などを行っていた。ちなみに，新明会は 1959年に独自にタ
ルマネガラ大学を設立し，先ず経済学部が，ついで工学部が同じくグロゴールに，レス・プブリカ
大学に隣接して建設された。この大学は，同じく華人系でありながら九・三〇事件後も破壊される
ことなく現在まで存続している（ただし新明会とのつながりは現在は切れている）。ということは
九・三〇事件以後，華人系の組織や人物が受けた一連のハラスメントは，決して華人全体に対する
無差別な人種的なものではなかったことを示唆している。
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のための物理・数学アカデミー（Akademi 
Fisika dan Matematika）を，コタのバン
デンガン・スラタン通り（Jl. Bandengan 
Selatan）にあった倉庫を使って 1958年に
開設した（Siauw Giok Tjhan in Ureca 2014: 
29）。ついで 1959年 9月にパサル・バルの
クレコト・ブンダル通り（Jl. Krekoto Bun-
dar）にあったシン・ホア中・高等学校の建物
を夜間に借りて最初の学部歯学部が創設され
た。当時「大学」という名称を使うには三学
部が必要だったが，翌 1960年に法学部が出
来，これにすでに教員養成所としてスタート
していたアカデミーを工学部に改組して加え
ると，ようやくそれが可能になり，1960年
10月 28日に青年の日を期して正式に大学に
なった（Sie Ban Hauw in Ureca 2014: 103）。
当初はバペルキ大学と称したが，3年後の

1963年 10月に，レス・プブリカ大学（Uni-
versitas Res Publica）と改名された。「レス・
プブリカ」は，スカルノが 1959年に憲政会
議（Konstitutente）の sidangで行った演説
の中で使った用語からとったもので，「公共
の利益のために」という意味であった（Sie 
Ban Hauw in Ureca 2014: 102-103）。この大
学は，略してUreca（ウレカ）と呼ばれた（以
下本稿においてはこの略称を使用する）。
その間 1961年には医学部，1964年には文

学部が設立された。1961年にジャカルタ市
長スマルノが西ジャカルタのグロゴールにあ
る新明会経営のスンブル・ワラス（Sumber 
Waras）病院の横に土地を寄付して歯学部，
医学部，法学部を収容するキャンパスを建
設，次いで 1963年には，その近くのキヤイ・
タパ（Kiyai Tapa）通りの中国人墓地を買い
取って工学部の為の新たなキャンパスを建設
した。地方都市でも分校が開校され，1963
年にスラバヤに工学部，法学部，薬学部が（事
務局はアルゴ・プロ通りの国
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籍協商会の事務

所内に置かれたが，キャンパスはなく，映画
館等の建物の一部を借りて授業していた），
スマランに医学部，1964年にはジョクジャ
カルタで経済学部（キャンパスは王宮前広場
近くの中華青年会 Chung Hua Tjung Nien 
Hui内），メダンに経済学部並びに教育学
部が創設された（Siauw Tion Tjin in Ureca 
2014: 30 & 33; Yap Tjay Hian in Ureca 2014: 
223）。またマランにも開設準備がすすめら
れていたが，実現しないうちに 9・30事件
が発生した（Heru 2014: 93）。
教授用語もカリキュラムもインドネシア教
育省の規定に従って運営され，あくまでイン
ドネシア国民としての知識人養成を目標に掲
げていた。そしてあらゆる人種や宗教の者に
門戸を開いていたが，現実には中国系の子弟
が圧倒的多数を占めていた。他のいかなる大
学とも異なる点は，中国籍で，中国語学校を
卒業した者も受け入れたことである。当時中
国籍の両親から生まれた子供は，インドネシ
アでは高校まで中国語による中国式教育を受
けることができたが，それ以上勉学を続けた
い場合は中国へ「帰国」することが想定され
ていた。彼らは，インドネシアで生まれ生活
しているので，インドネシア語の会話能力は
あるが，大学で学ぶとなると困難があった。
しかも 1962年からは，大学入学の為には国
家試験をパスして，国家が認定した高校の卒
業証書が必要ということになっていた。その
ような事情で実際彼らがインドネシアで大学
教育を受ける道は閉ざされていたのである
が，ウレカでは移行期の方策として彼らを
受け入れることにした（Eben Ezer Siadari 
2013: 6）。とりあえず入学させて一年以内に
その国家試験受験の機会を与えたので，中国
式教育を受けてきた若者もかなりのパーセン
テージを占めることになった（ベニー・ス
ティオノとのインタビュー）12）。その結果学

12） ウレカの学生運動の活動家であったベニー・スティオノによれば，これらの学生を積極的に受け入
れた一つの理由は，トト（中国からの移民一世）からの寄付金を期待していたためであったという
（同氏とのインタビュー）。
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内では中国語も飛び交い，中国語で話す学生
たちは「北京放送」といってからかわれた
という（ナンシー・ウィジャヤとのインタ
ビュー）13）。
エスニックな要素を少しでも払拭するた
めに，初代学長には，シャウの友人で医師
でありインドネシア人民連合党選出の国会
議員でもあったバタック人，フェルディナン
ド・ルンバン・トビン（Ferdinand Lumban 
Tobing）を充て，1963年に彼が死んだ後は
空軍参謀長夫人で同じくプリブミのウタミ・
スルヤダルマ（Utami Suryadarma）女史を
就任させた。また学部長の多くにもプリブミ
を充てた。実際，インドネシア大学やバンドゥ
ン工科大学の教授に非常勤で教鞭を取っても
らうケースが多く，教員の多くはプリブミで
あった。文学部では，左翼作家のプラムディ
ア・アナンタ・トゥル（Pramudia Ananta 
Toer）もインドネシア文学を担当していた

（Go Gien Tjwang in Ureca 2014: 71-73）。
当時の多くの大学がそうであったように，
キャンパスでは政治活動が活発で，政党やイ
デオロギーによって色分けされた学生団体が
大学内に支部を結成して活動していた。その
主なものとしてはインドネシア国民党系のイ 
ンドネシア国民学生運動（Gerakan Mahasiswa  
Nasional Indonesia　以下GMNIと略す）， 
カトリック学生連盟（Perhimpunan Mahasiswa  
Katorik，以下 PMKRIと略す），インドネシ 
ア・キリスト教学生運動（Gerakan Mahasiswa  
Kristen Indonesia　GMKIと略す），PKI系 
のインドネシア学生運動集団（Consentrasi  
Gerakan Mahasiswa Indonesia　以下CGMI 
と略す），マシュミ系のイスラーム学生連盟 
（Himpunan Mahasiswa Indonesia，以下HMI 
と略す）などであった。最大のイスラーム団 
体であるナフダトゥル・ウラマ（Nahdatul 
Ulama　以下NUと略す）は，独自に PMII 

（Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia）

を組織していたがまだ新しく，それほどの影
響力はなかった。
当時のインドネシアの学生運動全体のなか
でもっとも強固に反共を掲げ共闘していた
のは，HMIと PMKRIであった。PMKRI
の全国組織のリーダーだったユスフ・ワナ
ンディ（Jusuf Wanandi，中国名はリム・ビ
アン・キー Lim BianKie　林綿基）によれ
ば，同じキリスト教でもレイメナ副首相の
率いるプロテスタント系の Partai Kristen 
Indonesia（Parkindo）は親スカルノで，し
かもムスリム勢力を恐れていた。そのことか
ら必然的に PKI寄りになっていたので，共
産主義と闘うにはHMIと共闘するのが最適
だとPMKRIは考えたのだという（Wanandi  
2014: 22-23）。当時ファフミ・イドリス（Fahmi  
Idris）が議長を務めるHMIは，スカルノ
によって禁止に追いやられていたマシュミ党
系のムスリム学生が中心で，当時共産系の学
生たちはHMIも禁止するようスカルノに要
求していた。HMIが標的になっているのを
見て PMKRIが連帯を表明したのだともい
われている（Arief Mudatsir Mandan 2001: 
51）。HMIは学生団体のなかで全国的にもっ
とも多くのメンバーを抱いていたが，華僑・
華人が大多数を占めるウレカにおいては少数
派で，ここではカトリック系の PMKRIが
優勢だった。
この他ウレカには，もともと植民地時代
からあった大学学生会（Ta Hsueh Hsueh 
Sheng Hui）という中国系学生の組織が 1957
年に改名されてできたプルヒミ（Perhimi,  
Perhimpunan Mahasiswa Indonesia）もあ
り，多くのメンバーを持っていた。ウレカの
関係者は，プルヒミは華人の組織ではあるが
共産系ではなかったとしているが，当時の日
本の外務省文書（A’0211 728-729）ではこれ
も「中共系華僑組織」と記されている。
このようにウレカにおいて当初はプルヒ

13） しかし実は学生たちの間でもっとも多く使われた言語は中国語ではなく，彼らの出身地のジャワ語
であったともいわれる。
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ミや PMKRIが大きな勢力を持っていたが，
やがて PKI系の CGMIが，「新入生のシゴ
キ（perpeloncoan/mapram）」というオラ
ンダ時代からの荒っぽい伝統に反対して新入
生に歓迎されたり，中国語の学校を卒業した
中国籍の学生たちのためにインドネシア式カ
リキュラムへの適応や国家試験合格をサポー
トしたりして人気が高まり，急激に勢力を
拡大した（ベニー・スティオノとのインタ
ビュー）14）。
ウレカの学生自治組織としては学部ごと
に自治会（Senat Mahasiswa）が，さらに
その上に大学全体の全学学生会議（Dewan 
Mahasiswa）が設置されており，上記の各
種の学生団体がその主導権を争っていた。
1963年～1965年度，つまりウレカ焼き討ち
事件当時の全学学生会議議長には，工学部在
籍でPKI系CGMIのシー・バン・ホウ（Sie 
Ban Houw）が選ばれていた。しかし学部に
よって政治的色彩は多少異なり，PMKRIが
多数派を占めている学部もあり，学内対立は
激しかった。
シャウ・ギョク・チャンは，1963年ごろ
からこのように学生組織が左右に分極化し，
ウレカが左傾化していくことを憂えていた
と，息子シャウ・チョン・ディン（Siauw 
Tiong Djin）は記している（Siauw Tiong 
Djin in Ureca 2014: 39）。大学全体の政治色
としては，社会主義の実現を目指したスカル
ノの政治宣言（Manipol, Manifest Politik）
をベースとし，またナサコム（NASAKOM
民族主義，宗教，共産主義のバランスの上
にたった政治）を支持しており，毎年シャ
ウ・ギョク・チャン自身が新入生に対しこの
ようなイデオロギーに基づいた公民の講義を
担当した（Go Gien Tjwan, Sie Ban Hauw, 
Benny S in Ureca 2014: 76, 107 & 137）。
この頃学生たちが参加した学外の政治活動

としては，アジア競技大会開催支援，新興国
協議会（Ganefo）開催支援，アジア・アフ
リカ・ジャーナリスト会議開催支援，外国
基地反対闘争（KIAPPMA Konferensi In-
ternasional Anti Pangkalan Militer Asing），
マレーシア粉砕闘争などがあった。また農村
などに入って勤労奉仕（Baskos, Kebaktian 
Sosial）をする活動が行われ，これは“トゥ
ルバ（turba，“turun ke bawah”の略で「下 
放」の意）”とよばれた（Kwan Siu Hwa, Tan  
Sien Tjhiang, Yap Tjay Hian in Ureca 2014: 
162, 197, 224）。
シー・バン・ホウが全学学生会議の議長
になってからその下部組織として芸術チー
ム（Seksi/Tim Kesenian） が 編 成 さ れ，
国
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籍協商会の青年部や，PKI系の文化団体
レクラ（Lekra）と提携して活動を展開し
た。また当時レクラの招待で 1963年に半年
間インドネシアを訪れて公演した日本の新
制作座による技術指導も受けたという（Sie 
Ban Hauw in Ureca 2014: 118）。レクラとウ
レカ学生たちの交流は，たとえば，前述のよ
うにレクラのメンバーの一人であった著名な
作家プラムディア・アナンタ・トゥルがウレ
カ文学部で非常勤講師として教鞭にたってい
たり，また 1960年に『インドネシアの華僑
（Hoakiau Indonesia）』と題する華僑・華人
に同情的な本を出版していたことなどからも
伺える。
このウレカ芸術団は日常的な活動として，
インドネシアの伝統芸能を学んだりしてい
たが，1964年末から 1965年初頭にかけてバ
スとトラックを仕立てて 10日間に渡るジャ
ワ島巡回芸術公演を行い，約 40名が参加し
た。巡回公演の出し物のなかには，地主に苛
められて若いのに髪の毛が真っ白になってし
まった小作農民の運命を描いた中国のバレー
劇「白毛女」などもあった。このような中国

14） 当時 CGMIの全国組織の議長で，国会議員でもあったジャワ人ワルドヨ（Wardoyo）の妹マリア・
ハリアティ（Maria Hariati）も，ウレカ文学部に在籍し，CGMIで活動していた（マリア・ハリ
アティとのインタビュー）。
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共産党的な社会活動や芸術活動の主体となっ
たのは当然左派の学生で，中国籍の華僑が多 
かったという（（Sie Ban Hauw in Ureca 2014:  
121; Nancy Wijaya in Ureca 2014: 171）。

（3）レス・プブリカ大学焼き討ち事件
さて，このウレカは九・三〇事件後間もな
い 10月 14日15）に焼き討ちに遭って校舎は
大破し，廃校に追い込まれることになる。早
くも 10月第一週には PKIやその関連団体の
事務所に対する攻撃が始まっており，10日
頃になるとウレカも襲撃されるという噂がど
こからともなく飛び交っていた。11日には
高等教育大臣決定（Surat Keputusan PTIP）
によって，ジャカルタ，スラバヤ，マラン，
ボゴールの 14大学16）の閉鎖と CGMIなら
びにプルヒミの活動の暫定的停止が命じられ
た。「九月三〇日の反革命との関係が疑われ
るので，その調査のために一時的に閉鎖され
たものだ」という（外交史料館文書　A’0211　
728-729）。この中にはウレカも含まれてい
た。すでにレクラ，人民大学（Universitas 
Rakyat，PKI系の大学），人民青年団（PKI
系青年団体）などが襲われていたので，ウ
レカの襲撃も予想され，左派の学生組織
CGMI系の学生たちはキャンパスを死守す
る意気込みで，泊り込んで警戒態勢をとって
いた。
実は九・三〇事件直前の 9月 29日に，

CGMIの全国大会がスカルノや PKI議長の
アイディット（Aidit）も出席してジャカル
タで盛大に開催されていたのだが，この会議
に地方から参加した学生たちの一部がまだ出

身地に戻れないまま，CGMIの牙城であっ
たウレカのキャンパスにも泊りこんでいた。
そして彼らも共に防衛を固めた。これに対し
て，国

バ ペ ル キ

籍協商会教育財団の事務局長であった
ゴ・ギエン・チワン（Go Gien Tjwan）は，
シャウ・ギョク・チャンやウタミ学長と相談
のうえ，焼き討ちの当日，他大学の学生が
泊まっているのは，「闘牛に際しての赤いス
カーフ（een rode lap op een stier）」のよう
なもので，相手を刺激するから撤退してほし
いと伝えに行ったのであるが，そのオランダ
語のたとえの意味が理解してもらえず，説明
しようとしていた矢先にすでにデモ隊が入り
込んできたのだという（Go Gien Tjwan in 
Ureca 2014: 77）。
ウレカの学生は石，自転車のチェーンや竹
槍などを集め，いくつかの分隊に分かれて警
備体制を強化し，医学部や歯学部の学生は顕
微鏡などの機材を隣接するスンブル・ワラス
病院（新明会の経営）へ避難させた。大学幹
部の所有するメルセデスベンツも同病院へ
避難させた（Benny Setiono in Ureca 2014: 
150-151）。

CGMIメンバーで医学部自治会の副議
長であったタン・ピン・イエン（Tan Ping 
Ien）の記憶によれば，この日カトリック系
の PMKRIメンバーだったチオ・ケン・リ
オン（Tjio Keng Liong）と，イスラーム系
のHMIのアユブ・サニ（Ayub Sani）の二
人が狼狽して，ウレカに立てこもる彼のとこ
ろへ駆け込んで来た。二人とも政治路線を異
にするが同じ医学部の同級生だった。彼らが
出席していたサレンバのインドネシア大学

15） ウレカ焼き討ちの日付に関し，ウレカ関係者の回想録やマッキーの著作（1976: 112）等によると
すべて 15日となっている。しかし日本大使館から外務省にあてた報告書や，日刊紙コンパス紙，
朝日新聞，読売新聞などのメディアは，14日と報じている。ここでは当時の文書による記録が正
しいと判断し，それに従うことにする。

16） その対象となったのは，レス・プブリカのほかには，ジャカタのインドネシア人民大学，ALlARCHAM 
社会科学院，BACHTARUDIN政治学院，ANWARI工業学院，RIVAI新聞学院，MULTATULI
文学学院，RATULANGI経済学院，RONGOWARSITO歴史学院，RAKJAT大学，スラカル
タのスラカルタ市立大学，スラバヤの SUPRATMANジャーナリスト学院，マランの TERUNA 
PATRIA出版学院，ボゴールの EGOM農業学院で，いずれも PKI傘下の団体によって設立され
たものだということであった（Berita Yudha 1965.10.13）。
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キャンパスでの諸大学合同会議において，今
から大臣宅や，高級官僚宅や，省庁とともに
ウレカを襲撃することを決定したので，危険
だから撤退しろと密かに警告しにきてくれた
のだった。そうこうするうちに赤，緑，青の
ベレーをかぶった軍隊が到着したためその二
人の友人はあわてて手を振って別れを告げて
立ち去っていき，やがてバスやトラックでた
くさんの群衆が押しかけてきたという（同氏
とのインタビューならびに Tan Ping Ien in 
Ureca 2014: 306-307）。国
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籍協商会教育財団
の事務局長のゴ・ギエン・チワンは門まで
行ってデモ隊に「代表を出せ。話し合いた
い」と掛け合ったがかき消された（Go Gien 
Tjwan in Ureca 2014: 78）。
この日朝日新聞の特派員林理介が自らの目
で一部始終を目撃していた。それに基づいて
彼が報じた記事を紹介しよう。「中国系大学
焼き討ち―ジャカルタで一万人デモ，軍隊と
中国学生，射撃戦」と題して一面に掲載され
た八段組み写真付きの大きな記事で，インド
ネシアのどの新聞よりも詳細である。

　回教徒を中心とするインドネシア右翼勢
力の反共デモは，14日，ついに反華商デ
モ，反中国デモにまで発展した。中国系の
レス・ピュブリカ大学（ママ）が焼き討ち
され，付設の工業高校は破壊された。デモ
隊は一万人以上に上り，さる 8日のインド
ネシア共産党（PKI）本部焼き討ちを，さ
らに数倍も上回る大規模のデモだった。大
学構内に立てこもった中国人学生たちも反
共デモ隊と徹底的に戦い，最後には警戒の
陸軍，警察軍の兵士たちがデモ隊側に同調
して中国人学生たちを射殺した。
　私（筆者注：林特派員）はデモ隊がジャ
カルタ市の中心部を進発した午前 11時半
からレス・ピュブリカ大学の炎上する午後
一時過ぎまで……この光景をすべて目撃し
たが，それは白昼の市街戦といってもよい
すさまじさ，血なまぐささであった……デ

モ隊が投石しながらワッと押しかける。中
国人学生たちも必死になって石を投げ防戦
する。……激闘数分，ようやくかけつけて
きた軍人は四，五人しかいない。……やが
て赤いベレーをかぶった回教学生連盟行動
隊のトラックが数台ついた。……前より
も激しい投石合戦……兵士たちが空砲を
撃って制止しようとする……群衆は……
二，三十人ひとかたまりになって校門にか
けあがり，侵入する。兵士は傍観している
だけだ。……狂気のようになって，大学の
ガラスをうちわってまわるもの，手当たり
次第にとって投げるもの，へいや看板をひ
きちぎって歓声を上げるもの……二階に
パット火の手があがった。ガソリンをまい
て誰かが，放火したらしい。……そのとき
「ダ，ダン……」という連続的な銃音がひ
びいた。陸軍の兵士が……デモ隊側に並ん
でいきなり校舎めがけて射撃し始めた……
中国人学生がピストルで応戦したので，兵
士が発砲したのだという。……市街戦のよ
うなフンイ気だ。火の手が一校舎をまる
ごと包んで燃え上がる……（朝日新聞　
1965.10.16）

状況が手に取るようにわかる非常に詳細な
記事で，事件の激しさがひしひしと伝わって
くる。林記者は，「反共デモ」と位置付け， 
「回教徒」の学生が中心になっていること，
軍隊は最初傍観していたがのちにデモ隊と一
緒になって銃撃したことなどを明確に報告し
ている。ただ「回教徒」の学生といっしょに
攻撃に参加していたカトリックの学生のこと
は触れられていない。筆者のウレカ関係者と
のインタビューではもっぱら，PMKRIの
学生たちに対する憎しみが強く伝わってくる
のであるが，林記者はそこまでは読み取って
いない。銃撃に関しては，「中国人学生がピ
ストルで応戦したので，兵士が発砲したの
だという。」と記しているが，これに関して
は日刊紙Kompas（1965.10.15）も，立てこ
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もっていた学生たちがデモ隊に発砲したた
め，官憲が発砲体制をとり，撃ち合いになり，
そののちにデモ隊による焼き討ちが始まっ
た，と記している。また，政府系の Berita 
Yuhda紙（1965.1.15）は，「革新的革命的
学生や青年たちが，大学校舎を接収して政
府に引き渡そうとしただけなのであったが， 
CGMIの学生たちが横柄な態度で学外に向
かって投石などしたため，大衆の怒りを買
い，大衆がいっせいに侵入したため建物の破
壊にまで至ってしまった」と述べている。ま
た 19日付の同紙は，CGMIと Perhimiの
学生自身が火をつけたと教育大臣が語ったと
報じている。一方構内に立てこもっていた
学生たちはデモ隊に向けて発砲したことは
なかったと強く否定する。ウレカ学生側か
らの発砲に関連して，ジャヤカルタ学生連
隊（Resimen Mahasiswa Jayakarta，略して 
Resimen Mahajaya）という民兵組織のウ
レカ大隊員17）であったリム・チワン・ギー
（Liem Tjwang Gie）が，空軍参謀長から借
りていたピストルを持っていたことを認めて
いる。そして BMW製のバイクに乗って攻
撃側にいたインドネシア大学の PMKRI幹
部で，のちに反共学生組織，インドネシア
学生行動戦線（Kesatuan Aksi Mahasiswa 
Indonesia　以下KAMIと略す　10月 25日
に結成）のリーダーになったソフィアン・ワ
ナンディ（中国名はリム・ビアン・クン Lim 
Bian Khoen林綿坤）をもう少しで射殺する
ところだったが，仲間に静止されて思いと
どまったと述懐している（Liem Tjwang Gie 
in Ureca 2014: 180ならびにリエム・ヘン・
ホンとのインタビュー）。このように学生 
連隊の隊員たちの一部が軍から貸与されたピ 
ストルを所持していたのは事実のようである。
日本大使館から本省へ送られた 10月 15
日付の電報（外交史料館文書 A’0211 737）

では以下のように報告されている。

14日回教政党，独立擁護連盟，キリスト
教等傘下の反共系青年学生および大衆団体
加入者はレス・リパブリカ大学（ママ）（中
共の援助で建てられた共産党系の華僑団体
国籍協商会の付属大学で総長はスルヤダル
マ夫人）を占拠する目的で同大学に押し寄
せ……校舎に放火し半焼せしめた。

次いで翌日の電報（外交史料館文書 
A’0211 747）では次のように報告されている。

　……最初数名の警察官がおり反共デモ隊
および同校学生双方の数は約 500名程度
で，投石乱斗があったが午後一時頃になっ
て武装兵士数十名が到着し校内に向けて射
撃を始めた。これにより同校学生は逃去り，
5000名にふくれあがっていた反共デモ隊
が校内に乱入し放火した由。

ウレカの元学生たちによれば，一時間ほど
持ちこたえていたが，やがて軍隊が来て発砲
し，また群衆がキャンパスの塀の中に入っ
てきて面と向かって攻防が展開され，火が
放たれた，という（Benny Setiono in Ureca 
2014: 152）。ウレカの学生たちは，襲ってく
る群衆に向かって石を投げたり，自転車の
チェーンを振りかざして抵抗し，負傷者や煙
を吸って失神する者も出た。前述の朝日新聞
によれば一名の中国人学生が殴り殺され 250
人が負傷したという。火は燃え盛り，校舎
を焼きつくしたため，こもっていた学生た
ちも裏の職員宿舎の方へ撤退した。Kompas
（1965.10.15）によれば，消防が駆けつけた
が手のつけられない状態であったという。
この日，シャウ・ギョク・チャンは，直ち
にスカルノに助けを求め，二人は一緒にヘリ

17） 学生連隊というのは 1959年にナスティオンの発案で作られた学生から成る民兵組織で，ウレカ
には 1963年に大隊が設けられ，各学部には中隊が組織された（Liem Tjwang Gie in Ureca 2014: 
176-178）。
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コプターに乗って状況視察に繰り出したので
あったが，スカルノにはもはや焼き討ちを阻
止する力が無く，シャウは無念を抱えて夕方
キャンパスの焼け跡に戻ってきたのであった
（Siauw Tiong Djin 2010: 380）。キャンパス
で抵抗した学生のひとりは，「焼け跡でみな
泣いていた。シャウ・ギョク・チャンや事務
局長のゴ・ギエン・チワンもやってきて涙を
流した。」と回想している。（Benny Setiono 
in Ureca 2014: 153）また学長もやってきて
涙を流した。タン・ピン・イエンは「一番悲
しかったのはキャンパスの裏手に住んでいる
住民たちが私たちに対して敵対的な態度を
示したことだ，いつもは良い関係だったの
に」と述懐している（Tan Ping Ien in Ureca 
2014: 309）。
ジャカルタに次いで，各地の分校も閉鎖を
余儀なくされた。ジョクジャカルタ分校は
10月20日，そのキャンパスのすぐ南側にあっ
たアルンアルン（町の中心になる広場）で
PKI撲滅を目指す集会（Rapat Akbar）が
開催されたとき襲撃された。学生たちが校舎
防衛にあたり，国軍に守られたため襲撃は避
けられたが，多くの学生が逮捕された（Yap 
Tjay Hian in Ureca 2014: 225ならびにピ
ピットとのインタビュー）。スマランのウレ
カもジャカルタのように襲撃を受け，学生た
ちはこれに抵抗した。スラバヤのウレカは事
務局が焼き討ちに遭った（トゥシモならびに
ウイ・ヒエム・ヒーとのインタビュー）。

第 2章　同化主義者の関与

俗に華僑大学などとも呼ばれ，中国系住民
と同一視される傾向のあったこのウレカが，
これほど激しい攻撃を受けて焼き尽くされる
に至った背景としては，一般には運営母体
の国
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籍協商会が親 PKIであったうえ，学生
会議においても共産系の CGMIが主流派で

あったことから，共産主義との関係が問題に
された，すなわち左右のイデオロギー的な対
立が原因だったと解釈されている。当時の新
聞報道も，この大学は，「九・三〇事件と関
係があるとみなされて」いると記述している
（Kompas 1965.10.15）。筆者はそれも重要な
要因であったことを否定しない。しかし，実
際にはそれに加えてさらに複雑な華人社会内
部の対立要因もあったと見ている。ウレカの
元学生たちは「ウレカは，PKI系学生組織，
CGMIが強かったために襲われたのだ」と
いう解釈を否定し，問題はむしろ，華人社会
内部の「統合主義者」と「同化主義者」の対
立であったことを指摘する。本章ではその二
つのグループの論争を紹介しその対立とはど
のような性格の問題だったのかを概観すると
ともに，九・三〇事件前後の同化主義者たち
の政治的立ち位置を分析し，その解釈の妥当
性を検証したいと考える。

（1）同化主義と統合主義論争
まず，貞好の論考（2011: 105-124ならび
に 2016: 156-180）に依拠して，同化主義者
と統合主義者の論争を歴史的に整理しておこ
う（その先行研究に関しては本稿の「はじめ
に」を参照されたい）。同化主義者といわれ
る人々が，グループとしての存在を現したの
は 1960年代の初め頃であった。彼らは 1960
年 2月から 6月にかけて，雑誌「スター・
ウィークリー（Star Weekly）」18）を中心に主張
を発表したが，その当初の中心人物は，この
雑誌の編集長で，のちに日刊紙Kompas社
の創設者になったオヨン（Petrus Kanisius 
Ojong　中国名 Auw Jong Peng Koen）と，
当時インドネシア大学文学部の学生で，のち
にインドネシアを代表する著名な歴史家とな
るオン・ホッカム（Ong Hok Ham　1933
年生まれで当時 27歳）であった。オン・ 
ホッカムは，スラバヤの富裕な華僑の家庭に

18） インドネシア語の出版界における植民地期からの華人ジャーナリズムの伝統を受け継いで 1946年
に創刊された週刊誌（貞好 2016: 156）。



41倉沢愛子：九・三〇事件とインドネシアの華僑・華人社会

生まれ，プリブミや中国系の住民はほんの一
握りのエリートしか入学を許されなかったオ
ランダ人子弟向けの中等学校HBSで教育を
受けたプラナカン華人である19）。「プラナカ
ンの同化」と題する 2月 27日号の投稿が最
初の明確な同化論であり，彼は，華人がイン
ドネシア社会のマジョリティーとの衝突を解
消するためには「同化，すなわち 100%の融
合，つまりは“アスリ”のインドネシア人
（orang-orang Indonesia asli　筆者注：「プ
リブミ」を指す言葉として当時使われた）に
なること」が必要であり，マイノリティー・
グループの一員としてのアイデンティティー
をなくすことが必要であるが，しかしマイノ
リティーをいっきょに同化に導くことはでき
ないので，自分をマジョリティーの中に同化
する個人が増えることによって可能だと考え
た（貞好 2016: 160-161）。これをきっかけ
として，賛成，反対双方から熱心な投稿があ
り，論争が続いた。
次いで 3月 16日号では，オンやオヨンを
はじめとする 10名の華人有志が「自発的な
同化を目指して」という声明を発表する。そ
れは，「マイノリティー問題は，あらゆる領
域における積極的（aktip）かつ自由（bebas）
な，自発的同化（asimilasi sukarela）を通じ
てのみ，解決することができる」という趣旨
であった（貞好 2016: 161）。
ちょうど，村落部における外国人の小売業
や居住を禁止した大統領令 10号（PP10）が
施行され，華僑・華人社会が大きな「差別」
を受けていたこの時期，また 1960年 1月に
中国との条約が発効して二重国籍解消にむけ

て二年以内にいずれかの国籍選択を義務付け
たその時期に，インドネシア社会への適応の
あり方をめぐって華人社会内部にこのような
同化主義を提唱する勢力が浮上したことは特
記すべきことである20）。
このような同化主義者たちの主張は，そ
の批判の矛先として，血統を重視する
国
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籍協商会を念頭に置いていた。それに対し
て国
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籍協商会会長シャウ・ギョク・チャンは
4月 2日号の Star Weeklyに投稿して反対意
見を述べ，改名・通婚・改宗などを強制する
ことは人権に反し，民主的でなく賢明でもな
いと批判した。彼によれば中国系インドネシ
ア人は，一つのスク（suku　インドネシア
を構成する一種族）であり，その独自の文化
は保持したまま，他のスクと差別なく平等に
扱われるべきだというのである。そして，差
別が引き起こされるのは，マイノリティーの
側よりも，むしろそれを受け入れる社会の側
に問題があるとし，公正で繁栄した社会の実
現，すなわち社会主義の実現により差別の解
消は可能だとした。この「公正で繁栄した社
会の実現」は，スカルノの政治目標として掲
げられていたものであり，このような見解を
スカルノ大統領も支持していた。やがてシャ
ウはその投稿の中で自分のような考え方を
「統合主義（integrate）」という用語を使って
説明した（貞好 2016: 163ならびに Coppel  
1976: 54-57）。
その後1961年1月に同化主義者によって中部 

ジャワのアンバラワで国民的自覚（Kesadaran  
Nasional）セミナーなるものが開催され，閉
会時に 30名が署名して21）同化憲章（Piagam 

19） コッペルは同化主義者たちの多くは「大都市のスーパーカルチャー（metropolitan super culture）」 
の中に身を置く都市のエリートであったと述べている（Coppel 1976: 54）。

20） ソマースも，コッペルも，また貞好も，そのタイミングに注目している（Somers 1965: 257; Coppel  
1976: 52 & 貞好 1996: 5）。

21） ジャカルタ，スマラン，バンドゥン，スラバヤなどジャワ各地からの参加者が名を連ねており，そ
のなかにはオン・ホッカムの名も見出されるが，その後同化主義のリーダーとして名をはせるシン
ドゥナタ，ハリー・チャンやリム・ビアン・キーらの名はまだない。なお，同憲章の冒頭には，「一
つの民族，一つの祖国，一つの国語」という 1929年の「青年の誓い」のスローガンが掲載されて
いるのが興味深い。
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Asimilasi）（Jajasan Pembinaan Kesatuan 
Bangsa 1965: 33-35に原文，ならびに貞好
1996: 22-23に全文の和訳が掲載されている）

が採択された。貞好は，これは個々の寄稿者
や読者からなるに過ぎなかった同化派が，よ
り組織的な同化運動へ発展する節目となった
としている（貞好 1996: 7）。
同化「運動」を軍が庇護する構図は，

1962年 6月陸軍参謀本部の中に設置された
民族一体性育成事務所（Urusan Pembinaan  
Kesatuan Bangsa UPKB）22）によって明らか
になった（貞好 2016: 188）。国軍の側が同化
主義者を支援してこのような組織を立ち上げ
た背景として貞好は，PKIに近い国

バ ペ ル キ

籍協商会 
を一掃することに意味があったことに加え，
「華人は同化すべし」という同化派の理念に
軍の考えが基本的に一致していたことをあげ 
ている（貞好 1996: 9）。しかもそこにはUPKB 

執行部の議長として名を連ねることになっ
たシンドゥナタ（Kristroforus Sindhunatha　
中国名は王宗海Ong Tjong Hai）23）の関与が
大きかったものと推定される。当時シンドゥ
ナタは弱冠 28歳であったが，インドネシア
大学法学部卒業（1961年）後海軍中尉になっ
ており，華人でありながら軍に籍を置いてい
たというその特異なポジションを陸軍側が重
視したものであろう24）。つまり同化主義者と
国軍を結ぶ重要な接点に位置していたのであ
る。ここで重要なことは同化主義者が国軍へ
の接近を強めていく過程で，当初同化主義の
論客であったオン・ホッカムやオヨンらは表
面から姿を消し25），シンドゥナタに加えて， 
彼がインドネシア大学在学中に同じく PMKRI 
の活動仲間であったユスフ・ワナンディ（当
時はリム・ビアン・キー）やハリー・チャン
らがやがて中心になってきたことである。彼

22） これ以後同化主義者の組織にはほぼすべて kesatuan bangsa（民族の一体性）という名称が使われ
ていることが大きな特徴である。コッペルによれば，類似のインドネシア語であるが，persatuan
（union）は「様々な要素が互いに連携しそれぞれは別個のアイデンティティーを保持している」
ものであるのに対し，kesatuan（unity）は，「すべての要素が化学的に融合し，各要素は消滅す
る」というニュアンスがあるのだという（Coppel 1983: 76）。なお，同化主義者たちが出している
Assimilasiと題する冊子においては「ネーション・ビルディング」という英語がしばしば使用され
ている（Jajasan Pembinaan Kesatuan Bangsa 1965: 37 & 89）。

23） シンドゥナタは医者の息子として 1933年にジャカルタに生まれた。海軍中尉として 1963年から
67年までは，最高司令部KOTI（Komando Operasi Tertinggi）の第五統合部門G-5に所属して
いた（Suryadinata 1981: 117-118）。これは 1961年にイリアン奪還闘争の過程で作られた司令部で，
当初はスカルノが最高司令官，ナスティオンが副司令官，アフマッド・ヤニが参謀長を務めていた。
相沢によればこの第五部門は政治社会部門の長官に相当し，スハルト体制当初には政治・安全保障
部門において，もっとも重要なポジションの一つであったという（相沢 2010: 41）。

24） 貞好によれば，海軍参謀長のマルタディナタ（Martadinata）が，かくも小さなグループでこれほ
ど大きな問題にとりくもうとしているシンドゥナタの決意に驚嘆し，国軍指導部へ同化派の考えを
取り次ぐよう確約したのだという。また彼は，陸軍大佐スチプトや陸軍参謀長のナスティオンらと
接触していた（貞好 2016: 188）。なお，ナスティオンが PMKRIの学生たちに接近していたこと
はホイケン神父も述べている。（Heuken 2009: 157）

25） そのことをハリー・チャンは，オンは同化主義が政治イデオロギーになるのを好まなかったからだ
と述べている（Harry Tjan Silalahi 2007: 146）。ちなみに，オンが九・三〇事件期の活動にほとん
ど姿を現さなかったことに関し，追悼集の中で歴史学者のラピアンは，オンが東ジャワで共産主義
者に対する極めて残虐な虐殺を目の当たりにしてショックを受け，そのしばらくのちにインドネシ
ア大学で行われたある歴史学科学生の追悼の席で不穏な発言をしたため逮捕されたことを記述して
いる。そのとき国軍の信頼の厚かったオンの先輩ヌグロホ・ノトスサント（Nugroho Notosusanto 
のちにスハルト政権下で国軍史研究所長，インドネシア大学学長，教育文化大臣）が助けに入り，
結局は釈放されたのであるが，オンは拷問に遭っても「PKI万歳，アイディット万歳！」などと
叫び続けていたため，ヌグロホも救出に苦労したという（Lapian 2007: 11-12）。なお，オンが逮
捕されたのは，コーネル・ペーパーの執筆者であったベネディクト・アンダーソンに情報提供して
いたと疑われたためであったという説もある（コーネル大学出身の政治学者ベニー・スビアントの
談話）。
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らはその後の九・三〇事件後の体制変動期に
おいて「66年世代」の活動家として活躍し，
さらにそれ以後の新体制下でも国軍のシンク
タンク戦略国際問題研究所（CSIS, Center 
for Strategic and International Studies）の
設立メンバーとして重要な役割を果たすよう
になる。
やがて，1963年 3月にジャカルタで開催さ 

れた同化主義討論会（Musyawarah Assimilasi） 
において，民族一体育成協会（Lembaga 
Pembinaan Kesatuan Bangsa，以下 LPKB
と略す26））の設立が決定された。これは，そ
れ以後同化主義の中心として決定的に重要な
存在になるのであるが，この組織においても
シンドゥナタが会長に選ばれるとともに，ユ
スフ・ワナンディやハリー・チャンも重要な
役割を果たすことになる。LPKBは当初は
民間団体であったが，その後 1963年 7月に，
情報省の一部局として組み込まれることにな
り，同省大臣アブドゥル・ガニの下に置かれ
るようになった27）。
統合主義者は，西ジャワにおいて 1963年
に展開された一連の反華僑・華人事件の多く
は，LPKBの教化チームがその地を訪問し

た直後に発生した（Coppel 1976: 57）こと
をとりあげ，それらの事件は同化主義者の宣
伝によって鼓舞されたものだと批判したが，
これに対して同化主義者たちは，中国人が閉
鎖的で，贅沢をみせびらかすからこのような
ことになるのだと声明した（Benny Setiono 
2008: 828）。
貞好は，これらの論争を総括して，いずれ
の根底にも共通な要素として「インドネシア
志向」があったことを主張している。そして
華人という帰属性よりもインドネシアへの
一体性を重視する点で実はシャオ・ギョク・
チャンも同化派と一致していると述べている。
しかし LPKB派（同化主義）と国

バ ペ ル キ

籍協商会 
派（統合主義）の二派対決の形式は，ますま
す固定化していった28）。同化主義者の背後に
は国軍の支援が見られ，一方，国

バ ペ ル キ

籍協商会は
スカルノ寄りで左傾化していったため，統合
主義はすなわち左翼と同一視されるように
なった。このことが同化主義と統合主義の論
争を，それぞれの背後にいる国軍対 PKIの
対立とだぶらせていくことになり，九・三〇
事件後には極めて政治的な動きへとつながっ
ていく道筋をつけた。この二つの主義の論争

26） 弘文堂の「華僑・華人事典」（2002年）では国民統合促進協会と訳されているが，本稿では貞好の
訳に従った。なお，同組織の正式英語名は，Institution for Promotion of National Unityになっ
ている。

27） 貞好は，民間団体としての LPKBを「民族一体性育成協会」，政府組織になってからの LPKBを「民
族一体育成機関」と訳して区別している（貞好 2016: 189-190）。LPKBのメンバーには，他にア
ニス・イブラヒム（Anis Ibrahim　華人であるが 1962年に改姓）や，華人ではないがカトリック
教徒であるコスマス・バトゥバラ（Kosmas Batubara）らも参加していた（貞好 2016: 193）。な
おスカルノはこの組織の設立大会に祝辞を寄せ，組織を公認したが，心情的には統合主義を支持し
ていたと国

バ ペ ル キ
籍協商会関係者は口を揃えて言う。貞好も，1963年 3月に同化派の行事と国

バ ペ ル キ
籍協商会

の全国大会が重なった際，スカルノは後者に出席し，自分がどちらを支持しているかを明らかにし
た，と解釈している（貞好 2016: 197）。

28） そのような中で同化主義と統合主義のあいだに立つ第三の立場を主張するグループが存在したこと
を貞好は指摘している。それはヤップ・ティアム・ヒェン（Yap Tiam Hien）らを中心とするもの
である。ヤップは国

バ ペ ル キ
籍協商会創設以来副会長を勤めていたが，やがてその後シャウの左傾化に反対

して，この組織から離れた。貞好によれば，ヤップは，敬虔なプロテスタントの人権派弁護士で，
人権侵害という観点から華人への差別問題に注目し，華人への差別＝インドネシア社会の病理とと
らえ，同化とは双方向の過程である，としていた（貞好 2016: 164-166）。またこの論争の中でプリ
ブミ知識人からの反応としては，当時インドネシア大学の歴史学科でオンの先輩だったヌグロホ・
ノトスサントらが，「華人系国民は，インドネシア社会に自己適応し，同化の方向へ進まねばなら
ない」として同化主義者への賛意を寄せている。またプリブミ側からは華人への差別をもたらした
要因として経済格差を指摘する意見もあった。経済格差という要因は華人側からはほとんど無視さ
れていたファクターであった（貞好 2016: 170-172）。
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は，ウレカのキャンパス内でも話題に上って
いた。医学部の学生だったトニー・スティア 
ブディは，「ウレカでは，国

バ ペ ル キ

籍協商会と LPKB 
の対立が激しかった。私が 5年生の学年委
員をしていたとき，有機化学の教員であった
タン・テック・セン（Ir. Tan Tek Seng）に
呼び出されてヨハネス・レンボン（Johanes 
Lembong）という人物が同化について書
いたものについての知識を問われた。また
LPKBについても尋ねられた。その時初め
て私は 2つのグループの間に対立があること
を知った。」と記している（Tony Setiabudi 
in Ureca 2014: 262）。ちなみにヨハネス・レ
ンボンとは，インドネシア大学を卒業した医
師で同化主義者の一人である29）。

（2） ウレカ襲撃における同化主義者＝カト
リック＝そして国軍

ところで，同化主義者の大きな特徴のひと
つは，カトリック教徒が多かったということ
である。カトリック教徒の華人は，一般に
中国的な宗教慣習や祖先崇拝などエスニシ
ティーへのわだかまりが比較的弱く，植民地
時代はオランダ人社会と，また独立後はプリ
ブミのエリート社会と近い人々であったとい
われている。つまり，中国系としてのアイデ
ンティティーを捨ててインドネシア社会へ同
化することに抵抗が薄い人々が多かったと見
ることができる。貞好も同化運動とカトリッ
クの親和性を指摘し，その理由として，①同
化派華人の母体となった都市のプラナカン知
識層一般に，ヨーロッパ人の宣教活動やミッ
ション・スクールでの教育を通じキリスト教
に親しむ傾向が植民地期以来みられたこと，
②カトリックの教会・学校制度が，やはり都

市知識層に属する一部のプリブミとプラナカ
ンの間に共通の出会いの場を提供したこと，
③それらの場で，肌の色など人種的出自の別
を超える（べき）「普遍的」な信仰世界を共
有した体験が，「同化」を唱える際の裏付け
になりえたこと，などをあげている（貞好
2016: 194）30）。そしてまた同化主義者は，宗
教も儒教のような中国的なものを捨てプリブ
ミと同化すべきだと主張していたので，カト
リックに入信するものが多かったのはうなず
ける。ただ，なぜカトリックであって，プロ
テスタントではなかったのかということが大
きな疑問であるが，これに関しコッペルは，
インドネシアのプロテスタント教会は，地域
別，エスニック・グループ別に会派を作って
いて，華僑・華人の教会も別個に存在してい
たため，華僑・華人としての集団性を否定す
る同化主義運動とは親和性を欠いていたこと
や，プロテスタント信者はジャワ島には比
較的少なかったことをあげている（Coppel 
1976: 71）31）。
そのようなことからカトリック系学生組織

PMKRIの華人のなかには，実は同化主義
者の主張に近いものが数多くいたことは偶然
ではない。ウレカを襲撃した群衆のなかに，
HMIと並んで，同じ大学のカトリック系学
生組織 PMKRIの華人学生たちが多数いた
ことを元学生のベニー・スティヨノは強調す
る。彼の記憶によれば，襲撃当日トラックで
やってきたデモ隊のなかには，着用している
ジャケットや帽子の色から PMKRIとわか
る者たちが多数おり，その中にはウレカの学
生も何人かいるという報告があったという。
またウレカの事務局長のゴ・ギエン・チワン
は，ウレカ襲撃の日，最初にやってきたデモ

29） 中国名はOng Joe Gie。ナビル財団の創設者エディ・レンボンの兄。ジョコウィ政権下の商業大臣
トーマス・レンボンの父。

30） 中国系インドネシア人とカトリックの共通性として，コッペルは都市的，高学歴，欧米化，裕福，
国家以外に忠誠の対象をもっていること，をあげている（Coppel 1976: 71）。

31） 同化主義者として知られている中で，ヤップ・ティアム・ヒェンは唯一プロテスタントであった
が，彼は同化主義が政治運動化していく過程では当初から中心的なグループとは路線を異にしてい
た上，九・三〇事件までにはその論争からは距離を置くようになっていた（注 28参照）。
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隊の先頭に居た学生が胸で十字を切ったので
「ああ PMKRIの学生だ」と思ったことを記
している（Go Gien Tjwan in Ureca 2014: 78）。
つまり PMKRI（カトリック）＝同化主義
＝反共というおおよその傾向が見られたので
ある。PMKRIの中心的な活動家の中には，
同化主義のイデオローグとして知られていた 
華人のハリー・チャン・シラライ32），ユスフ・ 
ワナンディ（当時はリム・ビアン・キー）33），
その弟のソフィアン・ワナンディ（当時はリ
ム・ビアン・クン）34）ら，がいた。さらにバ
タック人 PMKRIリーダー，コスマス・バ
トゥバラも LPKBに参加していた。
同化主義者は PMKRIのみならず，カト

リック党とのつながりも見受けられる。ハ
リー・チャンはカトリック党の事務局長で
あったし，ハリー・チャンが会長を務める同
化主義華人のもう一つの民間組織「民族の
芽」協会の名誉会長にはカトリック党のフラ
ンシスカス・セダ（Fransiscus Seda）が就
任していた（貞好 2016: 194）。そして彼らは
強い反共であった。

PKI撲滅に対してカトリック教会が全体
として何らかの明確な方向性をもって関与し
たかどうかは不明である。しかし少なくとも
聖職者たちが虐殺に対して全く口をつぐんだ
こと，それどころか一部の神父たちがそれに
向けて信徒たちを激励したことがしばしば指
摘されている。九・三〇事件が発生した時，

インドネシアの重要な聖職者たち，つまり 6
人の大司教と 19人の司教（その多くはオラ
ンダ人）が，9月 14日から開催されていた
バチカン公会議の第四会期に参加するために
任地を離れていた（Giebels 2005: 176）。法
王庁は，司教達が事情がよくわからない状態
で帰国してスカルノ支持に利用されることを
懸念し，帰国を遅らせて様子を見るように勧
めたが，ジャカルタ教区のジャヤスプートラ
（Djajasepoetra）大司教だけはただちに帰国
した（Heuken 2009: 154）。
カトリック教会も決して一丸ではなく，一
部にはスカルノに近い聖職者もいたが，この
ジャヤスプートラ大司教は，その一夫多妻や
容共主義的な政治姿勢のゆえにスカルノに対
しては断固反対していた。彼は強固な反共主
義者で，たとえば，1960年にフルシチョフ
がインドネシアを訪問した際，カトリック
系の学校の生徒が沿道で歓迎することを禁
じたと言われる（Heuken 2009: 152, 154 & 
156）。ジャヤスプートラ大司教が九・三〇
事件後になんらかの反共的な行動を取ったと
いう記録はないが，一部のより若手の聖職者
たちの関与は取りざたされている。
その一人は事件当時 PMKRIジャカルタ
支部の正式なチャプレン（指導担当神父）で
あったイエズス会のオランダ人神父ダニエル
ス（Daniels）で，彼は PMKRIの指導以外
にも，カトリック系の中・高等学校が主催す

32） あらためて経歴を紹介すると，ハリー・チャンは 1934年看護士の息子としてジョクジャカルタで
生まれた。二年間だけオランダ式中国人学校（HCS）でオランダ語教育を受けたが，その後はイ
ンドネシア語教育を受け，カトリック系の高校を卒業して最終的にはインドネシア大学法学部で
学び PMKRIで活躍した。九・三〇事件後接収した中国語学校の校長を務めたこともある。1965
年には反共団体フロント・パンチャシラの事務局長を務めていた。1967年にシラライ家の養子と
なったためバタック姓を名乗っている（Suryadinata 1981: 116ならびにハリー・チャンとのイン
タビュー）。

33） ユスフ・ワナンディは 1937年西スマトラのサワルント生まれ。カネシウスのカトリック学校で教
育を受けてインドネシア大学法学部入学。在学中の 1955年から PMKRIの活動家であったが九・
三〇事件当時はすでに卒業し，大学の助手を務めるとともに DPA（Dewan Pertimbangan Agung）
の副議長をしていた政治家の秘書を勤めていたため，国政の中枢部に近いところにいて大統領宮殿
にも出入りしていた（Suryadinata 1981: 165ならびにWanandi 2014: 11）。

34） ソフィアン・ワナンディはユスフ・ワナンディの弟で，1941年サワルント生れ。兄と同じくイン
ドネシア大学法学部に学び PMKRIの幹部，また 1965年～68年まではKAMIのジャカルタ支部
で活躍した（Suryadinata 1981: 164-165）。
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る修養会（retreat）に講師として招待される
など，直接若者たちに影響力を行使する機会
があった。彼は自分の相続した個人資産を投
じて，1958年にジャカルタ市メンテン地区
のサム・ラトゥランギ通り 8番地に学生寮を
開設し（Heuken 2009: 155），そこをユスフ・
ワナンディらは PMKRIの本部として使っ
ていた（Wanandi 2014-41）。
ダニエルスにもまして強い影響力があった
と語られているのが，同じくイエズス会のオ
ランダ人神父ヨープ・ベーク（Joop Beek）
である。そのフルネームよりも，一般にオ
ランダ語で神父を表す「パーテル」を付け
て「パーテル・ベーク（Pater Beek）」とい
う呼称で知られている。彼は 1937年にイエ
ズス会の見習い修道士としてインドネシアに
派遣され，日本占領時代には敵性国民として
収容所に入れられた経験を持つ。戦後オラン
ダに戻って司祭として叙階されたのち再びイ
ンドネシアに送られ，強い反共主義者とし
て PMKRIの学生たちにもっとも大きな精
神的影響を与えた人物であった。当初ジョク
ジャカルタ教区におり，1957年から 59年ま
ではレアリノという学生寮の寮長として若者
たちを指導する立場にあった。1960年にジャ
カルタに移り，グヌン・サリ通りに居住して
マリア信徒集団（Kongregasi Maria）と呼

ばれるグループで若者たちの精神的霊的指導
や訓練にあたることになった。そしてその際
には前述のダニエル神父が開設したサム・ラ
トゥランギ通りの学生寮も根拠地の一つと
なった。そしてこれらの訓練を通じてジャカ
ルタ地区の PMKRI学生たちにも大きな影
響を与えたという（Soedarmanta 2008: 93-
132）35）。
ジョクジャカルタのカトリック系高校の生
徒だったころからその影響を受けていたハ
リー・チャンによれば，ベーク神父は，カト
リック教徒は祈祷をしているだけでは不十分
で，社会的・政治的活動に乗り出さなくては
ならないという考え方を持っており，それ
を学生たちにも実践させたという（ハリー・
チャンとのインタビュー二回目）。ベーク神
父は非常に規律に厳しい人で，彼の訓練は
時には軍隊的であった（Soedarmanta 2008: 
187）36）。
若者たちの育成と同時にベーク神父は，

1961年に国営のアンタラ以外の通信社が閉
鎖されて情報源が制約されてきたことから，
イエズス会の業務の一環として資料局（Biro 
Dokumentasi）を設立して様々なメディア
から情報収集を行い，それに基づいて政治
分析をしてニュースレターを発行し，カト
リック界に自らの姿勢を反映した政治情報を

35） ヘミッシュ・マクドナルドによればベーク神父は，オーストラリアの国家市民委員会など海外の強
力な反共カトリック組織と接触を保っており，その財政援助を受けていたようだという（マクドナ
ルド 1982: 109）。この委員会を主宰していたイタリア系オーストラリア人 B. Aサンタマリア（B. 
A. Santamaria）なる人物は，強固な反共主義者で，当時はヴェトナム，インドネシアなど東南ア
ジア諸国で反共勢力を養成していた。なお，ベークには同じく神父をしている兄弟が香港にいて東
南アジアにおける CIAを指揮していたという噂もあるが（Tempo 12 Okt. 2014: 70），その人物は
中華人民共和国成立時に中国を追われ，香港を根拠地として中国関係の情報収集をしていたラスズ
ロ・ラダニ Laszlo Ladany神父ではないかとも思われる。「兄弟」というのは信じがたいが，親し
い関係を持っていたらしく，ユスフ・ワナンディらは香港へ行くといつもこの神父と連絡を取って
いたといわれる（Made Supriatma 2016: 16）。

36） ベーク神父はのちに 1966年末から，東ジャカルタのクレンデルにあるウィスマ・サマディ（Wisma 
Samadi）という名のカトリックの修養施設（rumah retret）にカトリックの若者を集めて集
団生活させ，幹部養成のために一ヶ月間軍隊式スパルタ教育を実施するカセブル（Khasebul，
Kadarnisasi Sebulanの短縮形）というプログラムを実施したことで知られている。これは軍事的
な訓練と，思想的な訓練を併用したもので，PMKRIの学生たちの多くがそこで訓練を受けていた

（訓練の参加者の一人であったスダルミンタ神父とのインタビュー，Tempo 12 Okt. 2014: 70-71 な
らびにGiebels 2005: 182）。そのあまりにもミリタントな訓練を懸念してイエズス会は彼を 1969
年にオランダへ呼び戻したという（ホイケン神父とのインタビュー）。
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提供する活動にも従事した37）（Soedarmanta 
2008: 135-136）。
九・三〇事件が発生すると，ベーク神父ら
は，当時いくつもに分かれていた反共学生組
織を一つにまとめる必要性を痛感し，ダニエ
ルス神父が開設していたサム・ラトランギ
通り 8番地のカトリック学生寮に集まって，
その工作に奔走した。その後 PKI撲滅に大
きな力を発揮したパンチャシラ戦線（Front 
Pancasila）や，学生行動戦線（KAMI）の
結成にあたっては，彼の指導が大きな意味を 
もったとギーベルスは評価している（Giebels  
2005: 182-183）。
ここでKAMI内部におけるカトリックの
華人活動家たちと他の反共勢力との関係を述
べておこう。九・三〇事件後の PKI関係者
に対する攻撃の中で，カトリック勢力は，マ
シュミ系の改革派イスラーム学生組織HMI

と並んで，当初からもっとも戦闘的であっ
たといわれる38）。しかし九・三〇事件が発
生した時には，NUの若手指導者スブハン
（Subchan ZE）39）とも親密な共闘がうかが
えた。ナサコムの一環を担っていたNUは，
九・三〇事件発生直後は組織全体としてはス
カルノ支持を捨てきれずに曖昧な態度を取っ
ていた。しかしそのようななかで，スブハン
はキヤイたちとは異なったバックグランドを
もっていた。彼とカトリック勢力とのつなが
りは，どちらかというと組織全体というより
は個人的な連帯であった。ハリー・チャンは
1964年にスブハンと知り合い，その後しば
しば情報交換などを行っており，共産主義者
が反共派を襲撃しようとしているという噂を
めぐって，九・三〇事件発生の少し前にも会
合を持っていたという。そのような準備過程
があったので，事件発生直後から連日顔を合

37） ユスフ・ワナンディはその著書のなかで 1964年にパサル・バル近くのグヌン・サリ通り 88番地
に資料センター（Pusat Dokumentasi）が作られて彼も参加し，新聞の切り抜きをして，カトリッ
ク党やインドネシア教会管理者会議Konferensi Waligereja Indonesiaへの報告を作成した，と述
べている（Wanandi 2014: 18）。彼はまた，ここでの資料分析を通じて彼らは九・三〇事件前にす
でに PKIが何か企んでいることを掴んでおり，ハリー・チャンがナスティオンに報告したと述べ
ている。しかし，自分たちは何をしたらよいかと尋ねたところ，ナスティオンの回答はオマル・ダ
ニが閣内にいるので，自分は何もできないというもので彼らをがっかりさせた（Wanandi 2014: 
39-40）。ニュースレターの役割に関して 9・30事件当時 PMKRI会長だったコスマス・バトゥバ
ラは「共産主義者や反共主義者たちの活動についての資料整理のシステムを構築したという点で
ベーク神父の功績は非常に大きい。それによりわれわれは共産主義者たちがその勢力拡大のために
使おうとしているテーマは何なのかを正確に知ることが出来た。」と述べ，非常に評価していたと
いう（Soedarmanto 2008: 161）。また，ベーク神父からの情報はオーストラリアの強い反共団体
パシフック協会のサンタマリア会長（注 35参照）にも届き，彼とオーストラリア諜報部とのつな
がりから，当局にも伝わっていた可能性があるという指摘もある（Made Supriatma2016: 4）。

38） カトリック勢力は数が少ないが，反共という点において非常に強固であったうえ，他の反共団体と
の共同戦線を構築していたので，重要な役割を果たした，と当時バンドゥン工科大学学生会会長で
あったサルオノ・クスマアトマジャも語っている（同氏とのインタビュー）。ユスフ・ワナンディ
によれば PMKRIはジャカルタのグヌン・サリ通りのベーク神父らの住居で，一方HMIはプン
チャック近くのメガメンドゥンの丘陵地帯のスブハンの自宅で，それぞれ密かに軍事訓練を実施し
ていたという（Wanandi 2014: 39）。

39） スブハンは，政治的には極めて急進的で，カトリックとも積極的にネットワークを築き，強い牽引
力を持って反共路線を推し進め，イスラーム寄宿塾の教師（キヤイ）たちを中心とするNU主流
派からは幾分乖離していた。それは 1955年の選挙で一挙に躍進して議会での議席を得たNUが，
人材不足を痛感し，キヤイになる人材の育成だけでなく，それ以外のパイプを持ち，政治的にも活
躍できる人材の育成や，NU系以外からの人材のリクルートを積極的に進めるという方針を積極的
に取った結果出てきた新しい世代であった。彼は陸軍エリート特にナスティオンとも近く，当時
34歳という若さですでにNU執行部の役職についていた（野中葉氏のご教示ならびに Bruinessen 
1994: 68-70による）。スブハンはスハルト体制確立に貢献し，1967年にはNU副議長に選ばれるが，
その強硬な姿勢がNU長老やキヤイたちに受け入れられず，また国軍からも警戒され 1972年には
失脚した。
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わせて善後策を討議しており（Harry Tjan 
2001: 285-286），早くも 10月 4日にはスブ
ハンが委員長，ハリー・チャンが副委員長と 
してKAP （Kesatuan Aksi Pengganyangan）- 
Gestapu（ゲシュタプ40）粉砕行動委員会）が
結成された。これはまもなくパンチャシラ
戦線になる。また 10月 25日に結成された
KAMIにおいてはNUの同じく若い世代の
ザムロニ（Zamroni）が代表に選ばれている

（Bruinesssen 1994: 78）41）。このように同化
主義者の華人達は，ムスリム勢力とも共闘し，
KAMIにおいても重要な役割を果たしたの
だった。
話をベーク神父に戻そう。ギーベルスが，
スカルノがその権力から追放される経緯を
綴った『隠蔽された虐殺』（原本は De Stille 
Genocideと題してオランダ語で刊行。ここ
ではインドネシア語訳から引用）と題する著
作のなかで，「ベーク神父はジョクジャカル
タ時代の自分の二人の教え子が，毎日少なく
とも共産主義者一人を始末するという考え
を持っており，それを 1965年 10月 16日に
実践したと語った」と述べている（Giebels 
2005: 177）。国

バ ペ ル キ

籍協商会書記で，なおかつ同
教育財団の事務局長でもあったゴ・ギエン・
チワンによればオランダ人ジャーナリスト，
アード・ファン・デル・フーベル（Aad van 
den Heuvel）がStenen Tjidperk ［鋼鉄の時代］
と題する著作（1991年）のなかで，かつて
ヴェルトハイム（インドネシアを専門とする
オランダの社会学者）から，ベーク神父こそ
がウレカ襲撃を命じた張本人であったと聞い
たと書いている。そしてゴはこの説を信じて
いるようである。ゴはさらに，ベーク神父が，
ナチスが共産主義粉砕の為に反ユダヤ人感情
を利用したことから教訓を得て，ジャカルタ

で中国人粉砕と共産主義者粉砕を同時にやり
遂げるために反華人感情を利用したと指摘し
て，「同化主義的な考えをもった華人たちが，
国
バ ペ ル キ

籍協商会と PKI粉砕の過程で，自分たち
自身の仲間（golongan）に対してジェノサ 
イドを行った……」と述べている（Go Gien 
Tjwan in Ureca 2014: 83-85）。このような見
解は筆者が会った多くのウレカ関係者が多か
れ少なかれ抱いている。これだけではベーク
神父が，ウレカ襲撃の背後にいたと断言する
には不十分であり，また実際ベーク神父個人
の影響力が，それほど強く働いていたとは思
えないが，しかし，例えばハリー・チャン自
身認めているように，カトリック系華人の
リーダーたちが同神父の精神的影響を受けて
いたことは否定できない（同氏とのインタ
ビュー）。
さて，ウレカ襲撃に際しては，イスラーム
と連帯したカトリックの役割と並んで，国軍
の関与も重要であった。先にも述べたとお
り，すでに 1963年頃から，同化主義者たち
は陸軍中央の庇護を仰いでいたが，ウレカ焼
き討ちに際しても，カトリック系学生を中心
とするデモ隊と国軍が一体となっていたこ
とはさまざまな証言から明らかになってい
る。前述のウレカ医学部学生タン・ピン・イ
エンは，抵抗しようとしている学生たちを解
散させるために，攻撃部隊より一足先に来た
陸軍部隊の指揮官サントサ（Santosa）少佐
が，押し寄せてくるデモ隊を指して「彼ら
は学生じゃない。君たちの相手にできるよう
な連中じゃない」と言って暗に彼らが実は私
服姿の軍人であることをほのめかし，抵抗を
止めるように諭したと述べている。またその
サントサ少佐は，ウレカが焼け落ちて事件が
鎮まったのち深夜まで学生たちの取り調べを

40） 「ゲシュタプ（Gestapu）」はGerakan September Tiga Puluh（9月 30日運動）というインドネシ
ア語を短縮したもので，反共側が，この事件とナチスの残虐なイメージを重ねさせるためにつけた
名称だと言われる。

41） ブルイネセンは，NUの若手リーダーにあえて重要なポストが与えられたのは，NUを運動に引き
込むためのシャリフ・タイブ高等教育相の意図であったと述べ，あくまでNUはこの時期の反共
的行動においては消極派であったことを強調している（Bruinesssen 1994: 78）。
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行ったが，彼自身は非常に学生たちに同情的
で，君たちの行為は自分たちの所有物を防衛
しようとする行為だから逮捕する必要はない
といい，自宅へ帰ることを許したという。し
かし国軍の他の部隊は必ずしも同様の態度を
とらないことをほのめかし，「今後軽率なこ
とはするな。これは革命じゃない。撲滅作戦
なのだから」と言い，夜間外出禁止令が出て
いるが，キャンパスからロキシーの交差点ま
では自分の部下が警備していて安全なのでそ
こを通るように言い，誰

すいか

何された場合に必要
な暗号も知らせてくれたという（同氏との
インタビューならびに Tan Pin Ien in Ureca　
2014: 308-311）。国軍関係者の思惑や姿勢も
一様ではなかったことを示すエピソードで 
ある。
これ以降，スカルノ打倒の動きが激しく
なっていく過程では，ワナンディ兄弟やコス
マス・バトゥバラらカトリック系の学生リー
ダーと陸

コ ス ト ラ ー ド

軍戦略予備軍司令部（Komando 
Cadangan Strategis Angkatan Darat，略
してKostrad）との接点が目立っていっ
た。1966年 2月 25日にスカルノ政権によっ
てKAMI解散命令が出された後，彼らはス
カルノの命令下にある大統領親衛隊（チャ
クラビラワ）から狙われ，身の安全に不安
を感じた。そしてソフィアン・ワナンディ
はクボン・シリ通りにあったアリ・ムル
トポの事務所（Markas Kopur II Kostrad　
陸
コ ス ト ラ ー ド

軍戦略予備軍司令部の第二闘争司令部）に
匿ってもらい，3月 11日の政変（スカルノ
からスハルトへの強制的な権力移譲）までそ
こで過ごしたという（Wanandi 2014: 65）42）。

第 3章　トリサクティ大学の誕生と
 統合主義者の排除

このように，ウレカ焼き討ちは，インドネ
シア社会への適応をめぐる姿勢の違いによる
華人社会内部の対立がイデオロギー的対立と
入り混じり，もっとも強硬な反共集団であっ
たカトリック教会や，更に背後にいた国軍の
意向を受けていっそう強硬な形に出たもので
あると思われる。つまり，カトリックや国軍
と結んだ同化主義者たちは，統合主義者との 
闘いにおいて，「反共」を利用することによって 
「勝利」を得，統合主義者の排除に成功した。
そしてそのことはこれ以後の大学再建の動
きをみていくとより鮮明に理解できる。それ
は完全に同化主義者たち主導で行われ，統合
主義者は参画できなかったばかりか，彼らは
場合によっては官憲に逮捕されるなどして社
会の主要部分からも排除されていくことに
なった。

（1）トリサクティ大学への改組
ウレカ・キャンパスは，焼き討ち後軍当局
に接収されたが，国

バ ペ ル キ

籍協商会教育財団事務局
長のゴ・ギエン・チワンによれば，同財団は
その任務の遂行ができないので，ウレカの運 
営を政府に委ねる旨の文書を用意してシャウ・ 
ギョク・チャンと共に高等教育省へ赴き提出
した43）。反共勢力側からも，宙に浮いてしまっ
た 5000人もの学生をこのままほっておくの
は治安上危険だという声があがり，早急に再
開が検討された（Eben Ezer Siadari 2013: 
16）44）。そして 10月 19日には，シャリフ・

42） ちなみにこの時（1966年 2月）ベーク神父も身の危険を感じて，国外へ逃げ，3・11政変後に再
びインドネシアに戻って来た。グヌン・サリ通りの居宅にあったすべての資料は，すべて燃やして
くれと同居していたドイツ人のホイケン神父らに依頼して逃げたという。（Heuken 2009: 157）

43） しかし国
バ ペ ル キ
籍協商会側はその時すべての権限を移譲したとは考えていなかった。この時の考え方の違

いがその後も尾をひき，現在トリサクティ大学側と旧国
バ ペ ル キ
籍協商会関係者との間で生じている所有権

争いの原因になっていった（アスヴィ・ワルマン・アダムの談話）。
44） コッペルによればは，LPKBは軍隊や教育省と協力して，国

バ ペ ル キ
籍協商会系の他の教育施設も攻撃し

たが，その際，建物は破壊せず，事務職員や学生を追放し，そののちに排他的でない性格に衣替え
して出来るだけ早急に再開することを目指しており，その良い例がレス・プブリカ大学であったと
いう（Coppel 1976: 63）。
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タイブ高等教育相からウレカ再開に関する決
定が出された（Eben Ezer Siadari 2013: 24）。

11月 17日に大学再建のための委員会が組
織されたが，これは高等教育省，国軍（警
察）ならびに LPKBという三つの機関が中
心になっていた（Eben Ezer Siadari 2013: 
19）。警察幹部のシスワジ（Siswadji）が委
員長に，LPKBのフェリ・ソネヴィル（Ferry  
Sonneville）が副委員長兼啓蒙・教化部長に， 
高等教育省のエコ・プルオト（Eko Purwoto） 
が学生担当部長に就任した。（Kompas 
1965.11.27）実質的にはソネヴィルが再建の
中心になったといわれる。彼は著名なバドミ
ントン選手であったが，オランダ系混血で
あったことからオランダからの資金援助や，
また中央銀行の副頭取（direktur muda）で
あったため，同銀行からの資金援助も容易く
受けることができたといわれる（ジョセフ・
ダルマブラタとのインタビュー）。また彼は
輸出の繰り延べ支払い制度の割り当てを政府
からもらっているので，その資金を再建費
用に充てたということであった（Eben Ezer 
Siadari 2013: 25）。なお，オランダからの資
金援助についてはコッペルも言及しており，
のちに一部オランダの資金援助を得て学生た
ちのボランティア労働によって建物も再建さ
れたという（Coppel: 1976-63）。

LPKB関係者が再開の主導権をとったこ
とで，ウタミ・スルヤダルマ前ウレカ学長
は LPKBがウレカを奪い取ろうとしている
と抗議し大統領に訴えた。大統領はウタミと
ソネヴィルをともに呼んで調停した。ソネ
ヴィルは，ウレカを閉鎖したのは LPKBで

はなく政府であり，それはウレカが政治的に
あまりにも極端に傾いていたためであると大
統領に訴えた。大統領はその訴えを理解し，
大学再建におけるソネヴィルの役割を認めた
（Eben Ezer Siadari 2013: 19）。再建された
大学側の関係者がのちにまとめた書籍の論調
であるので，どの程度真実かはわからないが，
ともかくもはや以前のウレカ関係者の手から
はまったく引き離されてしまったようである。
当初はウレカを「復旧」することが考えら
れていたが，やがて全く新しい大学として設
立する方向で検討されるようになった。そし
て，まもなく 1965年 11月 29日にトリサク
ティ大学と名前を変えてあらたに開校され
ることになった。「トリサクティ」という名
称は，「政治，経済，文化の自律」という意
味を込めたサンスクリット語である（Eben 
Ezer Siadari 2013: 22-23）。
ウレカの元学生はイデオロギー的なスク
リーニングを受けたのち，思想的に問題な
いと見なされれば，トリサクティ大学への
編入が認められることになった45）。それより
先，シャウ・ギョク・チャンは逮捕前にソネ
ヴィルに会い，すべてのウレカ学生を受け入
れてくれるよう頼んだが，その要望は受け入
れられず，多くの学生が排除された（Siauw 
Tiong Djin in Ureca 2014: 42）。再建委員会
のメンバーのなかにウレカ出身者はいなかっ
たが，受け入れ学生のスクリーニングのた
めに，CGMIとプルヒミを除く各学生団体
からウレカの元学生が一人ずつ選ばれるこ
とになった。ウレカの PMKRIから選ばれ
たジョセフ・ダルマブラタ（Joseph Dharm-

45） たとえば歯学部の三年生で芸術チームのメンバーであったクアン・シウ・ホア（Kwan Siu Hwa）
の場合は，1969年になって編入を申し出たところ在籍記録がまだ残っていて受け付けて貰えた。
スクリーニングに当たったのは PMKRI系のウレカの学生で，彼に「君はよく踊りを踊っていた
ね」といわれてヒヤッとしたが「でもどの組織にも入っていませんでした」と答えると合格させて
くれたという（Kwan Siu Hwa in Ureca 2014: 165）。同じく歯学部の最終学年であったジョージ・
タバルヤン（George Tabaluyan）は，襲撃の日病気の親族を見舞うためたまたま故郷へ帰ってい
て事件に居合わせなかった。そのためかブラックリストにも載らず，トリサクティへの編入が許さ
れた。編入後最初の勤労奉仕は焼き討ちの後の残骸を片付けることだったと述懐している（George 
Tabaluyan in Ureca 2014: 246）。
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abrata）は，KAMIが主導権を握ることは好
まず，あくまで元ウレカの学生たち自身がス
クリーニングを行ったという。彼は，各方面
から再入学に関して陳情を受けたが，かつて
プルヒミや CGMIに名を連ねていたものは
一律再入学を不可とすることにした（同氏と
のインタビュー）。外国籍の学生は，政府の
特別な承認があれば入学を許可されることに
なったが，これも政府間の学生交換に限られ
るということで，実際には中国籍の華僑に対
しては門戸が閉ざされた（Coppel 1976: 225 
n143）。再入学を申請した約 5000名の中か
ら許されたのは 2200人ほどであった（Eben 
Ezer Siadari 2013: 27）。

11月 29日にはシャリフ・タイブ高等教育
相列席のもと，スクリーニングの合格証を
所持した学生たちが集まって開校式が行わ
れ，破壊された校舎で授業が再開されること
になった。この新大学では宗教の授業が義務
付けられた（Kompas 1965.11.27 & 30）。一
方，公民の授業は，国

バ ペ ル キ

籍協商会的な国家建設
のイデオロギーを強く反映していたウレカ時
代のものを廃止して，同化主義的なプログラ
ムに重点を置く民族建設のコンセプトが強く 
取り入れられた（Eben Ezer Siadari 2013: 29）。
ちなみに，スラバヤのウレカ分校は，1966
年に同じく同化主義者たちによってトリサク
ティ・スラバヤ校として再開され，その後 
1968年にスラバヤ大学（Universitas Surabaja  
UBAJA）となった（トゥミソならびにウイ・
ヒエム・ヒーとのインタビュー）。
ところで，再建されたトリサクティ大学の
華人学生は，KAMIなどちょうどその頃作
られた反共の学生連帯組織に積極的に参加
し，反中国的な政治行動にも参加するように
なった。この頃，中国系の住民自身が中国の
政府機関の襲撃を企てるという現象がしばし
ば発生した。たとえば彼らは 1966年 4月 2

日にはメダンの中国領事館を，また 15日に
はジャカルタの大使館を襲撃した（戴國煇
1974: 155-156）。当時留学生としてインドネ
シアに滞在し，朝日新聞の取材を手伝ってい
た吉川嘉彦は，4月 15日のデモで華人青年
たちがトラックの後ろからバックで中国大使
館の正門に向かって突入していくのを目撃し
たという（同氏とのインタビュー）。ここで
注目すべきことは，ファフミ・イドリスに率
いられた学生民兵組織，アリフ・ラフマン・
ハキム部隊（Laskar Arief Rachman Hakim
デモで死亡したインドネシア大学学生の名を
冠していた）46）のトリサクティ大学小隊が，
中国大使館襲撃の正面を切ったと，自身トリ
サクティ大学の再建に関与したカトリック系
同化主義者の華人で，実際にこの襲撃に参加
したジョセフ・ダルマブラタが述べているこ
とである（ジョセフ・ダルマブラタとのイン
タビュー）。戴國煇は華人たちが当局から攻
撃を受けないために，自衛策としてインドネ
シア共和国への忠誠を示したと解釈してい
る。しかし筆者は，このような行動に出たの
は華人一般ではなく，反共の右派，とりわけ
国軍と結んでいた同化主義者たちが中心だっ
たのではないかと考える。

（2）統合主義者の排除
再建されたトリサクティ大学への入学を許
されなかった CGMI系および統合主義者の
学生や国
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籍協商会関係者たちのその後の運命
は悲惨であった。国

バ ペ ル キ

籍協商会等の組織で主導
的な役割を果たしていた人たちは，シャウ・
ギョク・チャンをはじめとして逮捕され，そ
うでないものも社会に居場所を失った（シャ
ウ一族のその後の運命については倉沢 2016: 
66-71参照）。またウレカの学生も，3・11
政変以後当局に追われる身になった者が多
い。特に学部自治会や全学学生会議の委員

46） ユスフ・ワナンディは，「KAMIはアリフ・ラフマン・ハキム部隊へと変身した」と述べ，学生運
動家の意識の中ではこの民兵組織が，2月 24日にスカルノによって解散を命じられたKAMIに代
わるものであったことを示している（Wanandi 2014: 66）。
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だった者に対する追及は厳しかった。多くは，
ジャカルタを離れて故郷へ戻ったり，各地の
知人宅に身を寄せて逃亡を続けた。
事件当時 CGMIのウレカ支部長をしてい

たベニー・スティオノは，三年間逃亡生活を
続けた末に，1969年にスマランで逮捕され
た。たまたま幸運にも軍隊に縁故をもつ友人
がいて上手く立ち回ってくれたため，五か月
後に病気扱いにして身柄を病院へ移してもら
い，やがてそこからも釈放された（同氏との
インタビュー）。一般に華人の逮捕者の拘留
期間が比較的短かったのは，国軍当局から密
かに金品を要求され，それに応じてうまく折
り合いを付けたためであるとベニー・スティ
オノを含む複数の当事者が証言している。
しかしなかには，不幸にしてブル島やヌサ
カンバンガン島など過酷な囚人島送りになっ
た者もいる。たとえば事件当時文学部自治会
の議長をしていたタン・シン・チャン（Tan 
Sien Tjhiang）はそのひとりである。彼は事
件当日工学部のキャンパスにいて現行犯逮捕
されたが，その時は一晩で釈放された。その
後各地を転々としていたが 1967年にスマラ
ンで逮捕され，ヌサカンバンガン島を経てブ
ル島へ送られた。そこにはウレカ関係者が数
人送られており，文学部でインドネシア文学
の教鞭を取っていた作家のプラムディアとも
そこで再会することになる（同氏とのインタ
ビュー）。
全学学生会議の議長であったシー・バン・
ホウは，身を隠してスラバヤの製薬工場で働
いていたところ，1969年に密告されて逮捕
された。密告したのは，もとウレカの教員で
あったジャワ人だという。この人物は中国
留学経験のある左翼で，PKI系のインドネ
シア学士連盟（Himpunan Sarjana Indone-

sia）のメンバーだった。同じくスラバヤの商
店に身をひそめていた元文学部の女性活動家
ヒー・キム・ホア（Hie Kim Hua）も同じ
頃同じ目に遭った。彼女が働いていた商店へ
やってきて騙して連れ出したのは，ウレカの
経済学部の秘書をしていたジャワ人で，彼も
また中国への留学経験者であった。シー・バ
ン・ホウも逮捕後自分を尋問したのはこの元
秘書だったと述べている。これらの二人の
ジャワ人はすでに逮捕されていたのである
が，おそらく拷問に耐えかねて，或いは自分
の罪が軽減されることを願って密告したのだ
と思われる。のちにこれらの密告者とともに
シー・バン・ホウは囚人島ヌサカンバンガン
へ送られたのであるが，そこで再会したとき
怒りを隠せず，復讐の為にこの二人を殴った
という（シー・バン・ホウならびにヒー・キ
ム・ホアとのインタビュー）。
インドのパンジャブ出身のインド系学生ハ
リンデル・シンギ（Harinder Singgih）47）は，
焼き討ちの日キャンパスに居合わせたのであ
るが，その後故郷のアチェに戻ったところ，
それが「逃亡」とみなされて国軍の地区司令
部（Kodim）に逮捕され，同じくウレカの
学生であった兄と共に一年ほど拘留された
（同氏とのインタビュー）。上記のジャワ人大
学関係者と同じく，華僑・華人系以外からも
逮捕者が出ていたことがわかる。

（3）中国への引き揚げ
逃亡生活に不安を感じて「祖先の地」中国
へ逃げる道を選んだ活動家もいる。また活動
家以外にもさらに多くの国
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籍協商会系の者や
あるいは無党派の者が，インドネシアでの生
活に希望を失って中国への「引き揚げ」を決
意した48）。中国籍のものだけでなくインドネ

47） ハリンデル・シンギは，パンジャブ出身のインド系三世で，アチェで生まれ，バンダアチェ，次い
でメダンで高校まで中国語教育を受けたのち，ウレカに入学した（同氏とのインタビュー）。彼は
1998年の民主化後，華人を中心とする「インドネシア多様性の中の統一党の書記」になった（ク
ワルタナダ 2000: 126）。

48） たとえば，ウレカに在籍していたが政治的には無党派で，軍の地区司令部の命令のもとでジャ ↗
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シア国籍を取得していた者の中にも引き揚げ
者は多かった。それはこれまで築いてきたイ
ンドネシアにおける生活のすべてを捨てる選
択であるから非常に大きな決断であった。
国を出るというのは，これまでも華僑・華
人たちが，大きな迫害に直面したときに，し
ばしばとった最後の解決策であった。独立後
のインドネシアからの大きな引き揚げの歴史
をみると，まず最初の波としては，オランダ
による主権委譲（1949年 12月）に伴ってま
とまった数の華僑が出国し，オランダや中国
へ移動した経緯がある。それ以後は中国で高
等教育を受けるために出国した若者が絶えず
存在した。しかし政治的・社会的不利益を
被って引き揚げるというケースは 1950年代
にはほとんど見られなかった。1957年以降
の北京政府の華僑政策は，近隣諸国との外交
関係を悪くしたくないという配慮から，華僑
はできるだけその居住国の国籍を取得し，現
地の教育を受け，同化してゆくように指導し，
それらの国々の国内問題には干渉しないこと
を基本方針としていた。しかしながらその一
方で華僑と現地社会のあいだに紛争や対立が
生じた時に，その国の政権との関係を悪化さ
せない範囲で保護を差し伸べることはどの程
度可能かと常に煩悶していた。（Fitzgerald 
1972: 141-147）1959年にはインドネシア政
府が華僑に農村部での居住や小売業を禁止す
る規制（PP10）を課したことから，翌年中
国政府は積極的な受け入れ政策をとり，多く
の華僑が帰国した。
九・三〇事件以後の一連の動乱のなかで，
再び華僑・華人の引き揚げ問題が出てきたわ
けであるが，その段取りは決してたやすい
ことではなかった。ここで注目すべきこと
は，彼らの出国が始まったのは 1966年 3月

11日の政変以降のことだということである。
すでに 1965年 10-11月頃国

バ ペ ル キ

籍協商会やウレ
カは弾圧を受け解散しているのであるが，そ
の関係者は 3・11政変まではまだ何らかの
望みを託して様子をうかがっていたようであ
る。貞好も述べているように 3・11政変でス
カルノが事実上権力を失い，翌日 PKIが正
式に禁止されてからは，学生や反共運動の矛
先がいっそう「中国」と「華人」に集中する
ようになった（貞好 2016: 200）。そして，中
国人を追い出せと言う巷の過激派の要求も高
まった。「すべての外国籍中国人を追放せよ」
とか，「中国系住民の国籍を再審査すべきで
ある」というような世論が飛びかっていた
（Coppel 1976: 63）中で，同化主義者の有力
活動家であった華人ユスフ・ワナンディは，
バンテン広場で「タンジュンプリオクに船を
用意しろ。すべての中

チ ナ

国人を乗せて……中
国へ追い返せ」と演説したという（Go Gien 
Tjwan in Ureca 2014: 85）。ここで「中

チ ナ

国人」
というとき，ユスフ・ワナンディが具体的に
どのような中国系住民を指していたのかは不
明瞭である。しかしおそらく国籍のみなら
ず，同化に対するスタンスや，左翼的イデオ
ロギーを基準にした発言であり，統合主義者
や国
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籍協商会系の人々を指していたのではな
かったかと思われる。
そして中国政府は，1966年 4月 12日に駐

北京インドネシア大使ジャオト（Djawoto）
に覚書を手渡し，迫害を受け，家を失ったり，
生活の手段を奪われた中国系住民を帰国させ
るためにインドネシア政府がその交通手段を
用意するよう要求した（Coppel 1983: 68）。
中国政府は PP10にまつわる 1960年の大量
帰国の際のネガティブな経験を踏まえて，あ
まりにも多数の華僑が帰国することに関して

↗ カルタ学生連隊の訓練や，KAMIの反スカルノ・デモに動員されていたある華人学生は，「自分の
生まれた国に定住し，その国に仕えるつもりでいた」にもかかわらず，通りすがりにしょっちゅう
「チャンコロは帰りな！“Cino Pulang”」などと罵声を浴びせられて，「同じ民族の兄弟たちから
そんな目に遭うとは思ってもみなかった」ためひどくショックを受けた。そして将来飛躍するため
にはこの国を去るしかないと思い，海外で勉強することを真剣に考えるようになったという。その
心境が自伝の中で詳細に綴られている（Wu & Ngo 2016: 197-199）。



54 アジア・アフリカ言語文化研究　93

は消極的であったし，インドネシア政府もそ
れがインドネシアの経済に与える影響を憂慮
していた。インドネシア政府は結局中間を
とって，船を用意することまでは承服しな
かったが，帰国したい中国籍保持者は自由に
帰国するようにとの回答を出した。そこで中
国政府はその翌月，これまでの要求を引っ込 
めて自前で船を用意することにした（Coppel  
1983: 92）。
そして中国政府の船光華号が，難民を輸送
するために四次にわたってメダンへ送られ
た。最初の引揚船は，1966年 10月にメダン
へ送られ，1006人を収容し祖国へ向かった。
その後この船はさらに三回（1966年 11月
に 1076人，1967年 2月 に 1000人，5月 に
1099人）に渡ってメダンへ来て，計 4181人
を広東省湛江へ輸送した（馬場 2012: 155）。
しかしメダン以外の地域に中国からの引き
揚げ船が迎えに来たという記録はない。それ
以外の者は，自費で，航空機や民間の船舶を
利用して帰国した。1966年 8月 6日付の朝
日新聞によると，光華号での引き揚げ開始以
前の 1966年 8月 5日夕方，中国人 142人が，
ジャカルタからシンガポール経由でみずから
船賃を払って中国に海路帰国していき，その
帰国の模様がジャカルタ在住の外国人記者団
にもはじめて取材が許されたという。

1966年 5月に両親や兄弟と共にジャカル
タから引き揚げた女性の話によると，彼ら
はインドネシアの旅行社によって団体で香港
まで運ばれ，そこから中国の旅行社に引き継
がれたという（梅州市東南亜帰僑聯誼会にお
ける合同インタビュー）。また別の帰国者は，
その頃香港や中国方面への航空便は連日満席
だったため，イタリアの客船で帰国したと述
懐している。いずれにせよそれらは比較的経
済的に余裕のある人たちであった。
「中国人を追放せよ」という激しい世論の
一方で，たとえば東ジャワ軍管区司令官のス
ミトロは，中国へ帰還するインドネシア国籍
取得者に対してはこれを厳しく監視・注意せ

よという指令を出していたという。またスミ
トロは，中国へ引き揚げるために東ジャワ各
地からスラバヤへ集まる華僑の道中の安全確
保のための治安費用として，中国人あるい
は無国籍者に対しひとりあたり 2500ルピア
の人頭税を徴収したという（相沢 2010: 28-
29）。また，意思に反しての「送還」のよう
なケースもあった。たとえば西部ジャワ地区
軍司令官ダルソノ（Darsono）少将は 8月 7
日，同地区の入国管理局に対して，すでに活
動を禁止されている中国華商組織（筆者注：
国
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籍協商会を指すものと思われる）の幹部，
少なくとも 100人を強制送還するため，準
備を開始するよう指令したという（朝日新聞　
1966.8.8）。
そのようにして苦労して中国へ「帰国」し
た人たちを中国で待ち受けていたのは，決し
て好意的な状況ではなかった。「人民日報」
によれば，中国国内では華僑・華人の返送と
帰国受け入れのためにインドネシア帰国華僑
委員会を設立し，これにあたらせた（馬場
2012: 155）。しかし，中国国内での政治状況
の変化に伴って，中国側は徐々に受け入れに
消極的になっていった。それは 1966年 6月
から始まっていた文化大革命が徐々に強まっ
てきたことと無関係ではない。北京政府の対
華僑政策に関する研究のなかでフィッツジェ
ラルド（Fitzgerald）は，この引き揚げ事業
の中心になっていた僑務委員会関係者が造反
派の紅衛兵の批判にさらされつつあったこと
を指摘している。彼によれば，「インドネシ
アからの第一回目の引揚者が 1966年 10月
に到着したときには，僑務委員会の廖承志委
員長や林一心副委員長らが出迎えた。第二陣
が 11月に到着したときは，毛沢東，林彪，
周恩来からの心遣いの念を伝える電報を廖承
志が渡した。しかし 1967年 5月に第四陣が
到着した時には，僑務委員会関係者は誰も出
迎えなかったし，シンパシーを込めたメッ
セージもなかった。」として僑務委員会幹部
が徐々に追い詰められており，それに従って
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引き揚げ者への態度も悪化していたことを示
している。現にこの頃僑務委員会幹部はメ
ディアやインドネシア政府への抗議集会の場
に全く登場しなくなったという（Fitzgerald 
1972: 162-166）。廖承志らへの批判は一つに
は，「インドネシアの中国人に対して，現地
の反動分子と戦うよう支援せず，中国に引き
揚げるよう指導したのは許せない」というも
のであった（アレキサンダー 1973: 99）。文
化大革命の闘士たちは，インドネシアの華
僑・華人は帰国すべきでなく，その地にと
どまって大衆的な自己防衛闘争を展開すべ
きであると考えていたのだった（Fitzgerald 
1972: 147）。
相沢は，文革期に中国政府の華僑・華人に
対する政治的位置づけが肯定的なものから否
定的なものになったことを指摘している。そ
れまでは華僑・華人の投資や海外送金は中国
にとって重要な外貨収入であったが，文革期
には，華僑送金による収入はむしろ資本家に
よる「搾取」と中傷され，むしろ批判の対象
となったのである（相沢 2010: 36）。その一
方で，文化大革命のさなか，中国政府のメディ
アは，「愛国華僑」に対して「毛主席への忠
誠」，居住国の「反動政府の打倒」を呼びかけ，
中国の外交公館は，華人青少年を紅衛兵に組
織してデモ行進させるなどの工作を行ってい
たという（田中 2002: 65）。
中国政府の国策としての引き揚げでさえそ
うだったのであるから，国
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籍協商会やウレカ
関係者などの「個人的な帰国」に対しては
もっと状況が厳しくなっていった。そして多
くの者は当初考えていたような居場所や教育
の機会を与えられず，華僑農場49）へ送られ
たり農村に下放された。たとえば北スマト
ラ・シボルガ出身のある男性は，ウレカ医学
部の二年生であったが 1966年 7月に一人で

航空機で中国へ逃げた。北京へ行って，学業
を続けたいと願い出たが文革で大学が閉鎖さ
れていたため，広東省蕉嶺華僑農場（梅州の
北方 30 km）に収容された。彼は，1979年
までそこで茶の栽培労働に従事したのち，農
場内の学校の英語教師になり，現在は梅州で
年金生活を送っている。家族は全員インドネ
シアに残った。当初の予定では彼が中国で大
学を続け，卒業して落ち着いたら家族も呼
び寄せる予定だったがそれは実現しなかっ
た。その間父は 1977年に，母は 1989年に
インドネシアで死亡したため一度も再会する
ことはなく，葬儀にも参列できなかった（梅
州市東南亜帰僑聯誼会における合同インタ
ビュー）。
同じくウレカ焼き討ち後，自身も官憲に
追われるようになった二人の学生，チェン・
エン・ル（Chen Yen Loe）とヤップ・イ
エ・フイ（Yap Ie Hoey）は，ともに 1966
年 6月 24日にタンジュンプリオクからビク
トリア号で出発し，シンガポール経由で香
港へ行った。チェンはジャカルタの大使館
まで行かずとも故郷スマランの中国語学校
（THKK）で中国のパスポートの取得などを
助けてもらえた。彼は香港から中国へ着くと
海南島へ送られ，三年間に渡り軍隊式の集団
生活をつづけ，ゴム園開設のために未開の森
林を開墾する作業に従事し辛酸をなめた（同
氏とのインタビュー）。ヤップ・イエ・フイ
は，広州に二週間滞在したのち汽車でアモイ
へ移され，そこに二年ほど収容された後，他
の何人かの学生たちと一緒に客家の村へ送ら
れ農家に寄宿して農作業を手伝った（同氏と
のインタビュー）。
ウレカ・ジョクジャカルタ分校の一年生で
あったヤオ・スイ・シン（Yau Sui Sin游瑞
新）の場合も同じだった。彼は，同大学が閉

49） 華僑農場とは主として政治的な事情から移民先の国を追われ，中国に戻った華僑たちを収容するた
めに開設された国営農場である。すでに 1960年に PP10関連で帰国した人たちのために多くの農
場が用意されていたが，九・三〇事件以後の難民受け入れの為にも新設された。華僑農場に関して
は田中（2002）285-314ページを参照。
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鎖されたため，中国大使館でパスポートを取
得し，1966年に単独で航空機を使って中国
へ逃れた。そして九・三〇事件関連の帰国華
僑受け入れのために作られた福建省寧化県の
泉上華僑農場へ送られ，茶の栽培に従事する
ことになった（同氏とのインタビュー）。

CGMIの活動家だったテ・ぺン・キアム
（The Peng Kiam）も同様である。彼女は
1963年にウレカに入学して文学部で学んで
いたところ，大学が焼き討ちにあったため他
の大学への転校の道を探った。しかし左翼系
ということで受け入れてくれる大学はなく，
故郷の中部ジャワ・チレボン郊外のロサリに
戻っていた。やがてジャワの農村部で左翼狩
りが激しくなり，CGMIの友人二人と共に
中国へ逃げることにしたのだった。彼女はイ
ンドネシア国籍であったため，留学と言う名
目でパスポートを取って民間航空機で合法的
に出国し，中国へ渡るとヤオ・スイ・シンと
同じ福建省の泉上華僑農場に収容された。彼
女たちはその農場へ来た第一陣で，古い墓地
を取り壊してお茶と果物栽培の農地に開墾す
る作業から始めた（同氏とのインタビュー）。
国
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籍協商会メダン支部長張希石の甥，チャ
ン・ウェン・ハン（Chang Wen Khan張文
韓）は，勉学への希望もあったが，伯父が追
われているのを目の当たりにして自分も将来
に不安を感じ，飛行機で中国へ向かった。彼
はインドネシア国籍であったため，マカオ経
由でひそかに中国へ入った。マカオの入管 
では，（インドネシアの）パスポートに入国ス 
タンプを押さず，別紙を貼り付けてくれるこ
とになっているため，万が一後にインドネシ
アへ再入国する場合にも中国へ行ったという
痕跡がパスポートに残らない。中国との関係
が悪化して以降，インドネシア国籍の華人が 
一時的に訪問する時に使っていた方法である。 
彼は「訪問」という形で中国へ入国し，祖父
が広州市に所有していたいわゆる華僑アパー
トメントに，前後してインドネシアを出てき
た祖母や従弟たちとともに住んだ。当時中国

の一般住民には許されないことであったが，
海外在住の華僑の場合にはアパートを個人的
に購入して個人所有することが許されていた
のである。張一族が所有していたアパートメ
ントは周辺の住宅からは塀で区切られた別世
界だったという。張文韓は，すでに高校を卒
業していたので，さらなる勉学は必要がない
と判断され，間もなく下放政策で，海南島の
農村へ送られた（同氏とのインタビュー）。
中国へ渡った者たちはこのように辛酸をな
めたが，その後，1971年に周恩来の計らいで， 
海外に両親がいる華僑は国外へ出ることを許
すという措置がとられ，経済的に可能であっ
た者は香港へ移住した。しかし収容された農
場が人里離れたところにあった場合，手続き
のために最寄りの都市へ出ることも簡単では
なく，費用もかかるため断念せざるを得な
かった者も多い。インドネシア国籍だった者
は，すでにパスポートの有効期限が過ぎてお
り，中国国内の原籍の所在地から書類を取り
寄せて，中国人として登録して出国しなけれ
ばならなかったという。その後香港からさら
にオランダなど第三国へ移住した者も多い。
「帰国」華僑たちは，インドネシアから出る
とき一族郎党が全員引き揚げるのではなく， 
単身あるいは核家族程度の小さな単位で出た
者が多い。従って多くが親族をインドネシア
に残し，インドネシアを自分の故郷と認識し
ていた。しかし中国からは出られてもインド
ネシアへの帰国の道は閉ざされていた。1967
年 12月 6日付の大統領訓令 14号により，「華
僑が出国した場合，再入国は不許可とする」
と定められたのである（戴国輝 1974: 160）。
どうしてもそれを望む場合には，密かに名前
を変え，偽のパスポートを不正に取得しなけ 
ればならなかった（何名かの当事者とのイン 
タビュー，匿名希望）。そのような方法を取っ 
て現在インドネシアに戻っている者もいるが， 
パーセンテージは極めて少ない。相沢によれ
ば，インドネシア当局は再度帰国した者たち
を「闇入国者」と呼んで徹底的に監視してい
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たという（相沢 2010: 40n33）。結果的には
香港在住者の数が非常に多く，ここではイン
ドネシアでの出身地別同郷会，あるいは出身
学校別同窓会などの活動が現在活発に行われ
ている（Coppel & Godley 1988: 205-206）。

（4） 同化主義者の「勝利」とスハルト政権
の「脱華人性」政策

以上みてきたように，現地社会に完全に融
合し，華人としての集団性を消し去ることを
唱える同化主義者たちの主張は，国軍の利
害と結びつくことによって大きな力を持ち，
統合主義を唱える華人組織国

バ ペ ル キ

籍協商会を九・
三〇事件後の共産勢力一掃の動きに乗じて崩
壊させ，その有力な構成員たちを排除するこ
とに成功した。そしてこの体制転換の渦中の
1967年前後に，その後約 30年続くスハルト
政権の一連の同化主義的な華人政策が新たに
策定されたのである。
その華人政策は，基本的に中国籍の華僑と
インドネシア国籍の華人との違いを明確にし
たうえで両者を引き離し，後者はプリブミと
の間でまったく法的な区別はなく平等である
とし，国民としての一体性を強調したもので
あった。そして平等であるがゆえに，華人は
インドネシアへの同化を促進しなければなら
ない，という論理であった。一口に言えば，
華人が集団として存在する状況を排し，イ
ンドネシア社会から「中国らしさ（nuansa 
Cina）」あるいは「華人性」，つまり華人と
自認する人の多くが無意識のうちに身に着

け，自分たちの特性だと認識していたもろも
ろの文化，生活慣習などを「見えにくくす
る」方向へ向かったのである。貞好は，スハ
ルトの政策は，「華人性」を抹殺し，華人の
存在と活動を不可視化することによって，反
中国・反華人感情によるインドネシア社会の
騒擾の動きを，あらかじめ封じ込めるという
思惑があった，という（貞好 2016: 209）50）。
そのようなスハルト政権の政策立案に際し
て，華人の同化主義者たちはどの程度影響力
を持ったのか，果たして彼らの意図は引き継
がれたのか，という問題に関して筆者は独自
の情報や資料に基づいた調査を行っておら
ず，十分論考は出来ないが，既存の研究者の
見解を紹介し，概観してみよう。
貞好は，同化主義者は九・三〇事件後の
統合主義者との争いで「勝利」を得，スハ
ルト時代の華人政策立案に，少なくとも露
払い的な一定程度の影響力をもったと，指
摘している。そして同化主義者たちの組織
の中心であった LPKB指導部は，1966年
半ば以降，華人政策の策定過程にも一定の
参画を果たした，とする。彼はその根拠と
して 1966年 6月から 7月の暫定国民協議会
に先立ち LPKBが陸軍と共同で政策提言を
行った事，ならびに 1967年 4月に発足した
軍人主導のチナ問題解決政策立案国家委員会
（Panitia Negara Perumus Kebidjaksanaan  
Penjelesaian Masalah Tjina）においては，軍
人でもあるシンドゥナタが LPKBの代表と
して名を連ねていたことに注目している51）。 

50） ハリー・チャンも筆者に同様のことを語った。彼は，華人性を封じ込めようという政策は，つまる
ところ華人たちを目立たなくして，プリブミからの攻撃を少なくし，彼らを保護するという意図が
あったというのである（ハリー・チャンとのインタビュー　一回目）。

 また，津田浩司は華人としての核やアイデンティティー，あるいは「華人性」なるものを，華人が
あらかじめ持っていることを前提とするような議論に疑問を抱きつつも，同化政策を「華人が華人
でなくなることを旨とする政策」と定義づけている（津田 2011: 184）。ただし一方で津田は，これ
を消去ととらえるのではなく，スハルトの眼目は「華人性」を注意深く継続的に再生産しながらも
常に「抹消の下に」置くことにあったとしている（津田 2011: 14）。

51） しかし相沢は，LPKBからは，わずかにシンドゥナタ―彼は軍人であった―が名を連ねては
いたものの，その他の華人同化主義者達はまったく招聘されていなかったことを指摘し，同委員会
ではスナルソ准将とスキスマン中佐のラインが決定的に重要な役割を果たしたと解釈している（相
沢 2010: 22-25）。



58 アジア・アフリカ言語文化研究　93

そしてこの結果「同化」を基調とする華人
政策の方針作りに貢献した，と LPKB自身
はアピールしているというのである（貞好
2016: 203）52）。
しかしチナ問題解決政策立案国家委員会が
僅か二か月で解散したのち，あとをついで
1967年8月に設置されたチナ問題特別スタッ
フ（Staf Chusus Urusan Tjina, SCUT）の
方にはもはやシンドゥナタも招聘されなかっ
た。さらに LPKBは，その後まもなく 1967
年 12月にその任務は終了したとして廃止さ
れ，その役割は内務省に受け継がれた。ここ
において貞好も「諸政策の策定に LPKBの
存在が不可欠だったか，というと疑問である。
いずれにせよ政策の策定後，華人の同化運動
はいったん「お払い箱」の形となった」とし
て，「結局彼らは，プラナカンを中心とする
華人社会で台頭したバプルキへの対抗馬とし
てのみ利用された，との印象を否めない」と
も述べている（貞好 2016: 204）。コッペル
は，LPKBのリーダーの間で，何とかこの
団体を維持しようという強い情熱が有れば維
持できなくはなかったのであるが，彼らは
国
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籍協商会を消滅させたということでもう十
分と考え，情熱を失っていたと述べ，（Coppel 
1976: 70）LPKBは新政権下の政策立案にお
いては，ほとんど役割を果たせなかったとい
う解釈をとっている53）。相沢もまた，LPKB
はあくまで国
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籍協商会との対抗上重要な存在
であったにすぎず，やがてチナ問題専門家の
ネットワークに吸収されてしまったという解
釈をとっている（相沢 2010: 81）。
廃止に際しての声明の中で LPKB自身が

「自分たちの任務は終わった，同化主義と統
合主義の問題解決のための政治的戦術は新体

制の政策として完全に受け入れられた」と述
べている（Coppel 1983: 144）が，その幹部
であったハリー・チャンは，「華人政策立案
にたずさわった軍人を中心とする委員会は，
すべての華人を同じものとして見て，細かい
違いを理解しておらずそこに限界があった。
少なくとも自分たち華人の同化主義者はそこ
に関与しておらず，もししていたならもう少
しこまやかな（sofisticated）政策を立案で
きたと思う」，と筆者に語った（ハリー・チャ
ンとのインタビュー一回目）。つまり彼の脳
裏の中では，同化主義者たちの意図はスハル
トの華人政策にかならずしも反映されてこな
かったと認識しているようであった。
以上のような状況を見ると，華人の同化主
義者がスハルトの「チナ」政策立案のプロセ
スに大きく関与したとは言い難いかもしれな
い。しかし同化主義者の華人達がスハルト政
権の中枢から排除されてしまったのかという
と，必ずしもそうではない。華人政策策定の
中心になった軍人スナルソ准将はやがて華人
同化主義者たちに近かった大統領補佐官ア
リ・ムルトポとの権力争いに敗れ，彼が率い
る委員会は 1969年 6月には廃止となった。 
そしてスナルソは大統領補佐官の職を解かれ， 
やがてシンガポール大使として中央政府から
遠ざけられていった（相沢 2010: 85-86）。
その一方で，アル・ムルトポは，1971年に，
スハルト政権の重要なシンクタンク，戦略国
際問題研究所（CSIS）を設立し，ハリー・
チャンやユスフ・ワナンディなど PMKRI
のカトリック系の学生たちをその中心的メ
ンバーに据えた。ここでの活動を通じ彼ら
は，政権に対し一定程度の重要な影響力を持
ち続けて行くことになったのである。相沢

52） ただしスハルト政権の華人政策立案に際して LPKBが果たした役割に関して貞好は，シンドゥ
ナタの提言と実際採用された政策との間にはかなり隔たりがあったと解釈している。たとえば，
LPKBが中国語学校や華字紙，華人団体のいずれについても即刻全廃の要求をしたのに比べ，政
策の方はより現実的な例外措置を設けたり，治安維持に支障ない限り私的な領域においては干渉し
ない姿勢を見せるなど，より穏健であったというのである（貞好 2011: 149-150）。

53） ただし彼は新しい改名手続きの導入や，植民地時代からの「外来東洋人」と「原住民」という範疇
の区別の廃止などの実現に際しては LPKBも功績があったとしている（Coppel 1983: 144-145）。
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は CSIS設立メンバー 9人のうち 5人が華人
だったことを指摘し，これは，華人が深く政
治にかかわっており，スハルトには華人を政
治決定の場から徹底的には排除する考えはな
かったことを示しているとしている（相沢
2010: 93）54）。
要するに同化主義者の主張はスハルト時代
の華人政策に反映されてはいるものの，彼ら
はその立案過程においてはかならずしも中心
的な役割を果たしていなかったとみてよいの
であろう。しかし，少なくとも同化主義的な
政策に反対する阻害要因，つまり統合主義者
たちが，九・三〇事件を契機として物理的に
排除されたことは，その政策の実現をたやす
くしたということは明らかである。

おわりに

九・三〇事件後のインドネシアで発生した
一連の華僑・華人「迫害」の根底には，プリ
ブミの反中国人感情があったことは否めない
ものの，多くの場合人種的な「排華」として
の性格は必ずしも強くなかったと筆者は考え
る。すなわち攻撃は華僑・華人のなかの特定
のグループに対して選択的になされており，
プリブミ社会全体から仕掛けられたエスニッ
ク・クレンジング的な要素は薄い。一見エス
ニックな要素が強く出ているような場合で
も，実はその要因は必ずしも人種的な憎しみ
にあるとは限らない。そこには，さまざまな
社会的・政治的要素や多様な集団の利害が働
いていた。
たとえば華僑・華人攻撃が，もっとも激し
く展開された地域のひとつ，アチェの場合に
は，すべての外国籍中国人を州内から追い出
すという過激な手段が取られたのであるが，

それに際しては，それまでなりを潜めていた
少数派の台湾支持者たちが国軍に協力して裏
で画策していたと言われる。また，1967年に 
先住民であるダヤク族が奥地に居住するすべ
ての華僑・華人を一掃するという大混乱が起
こった西カリマンタンの場合は，それらの華
僑・華人が共産系のサラワク・ゲリラの残存
部隊を匿う温床になっているために一掃する
という国軍の目的に，経済的利益を求めるダ 
ヤク族が利用されたと解釈することができる。
本稿では考察対象として九・三〇事件直後
に発生した，インドネシア最大の華人組織
国
バ ペ ル キ

籍協商会攻撃と，その運営するレス・プブ
リカ大学に対する焼き討ちを取り上げ，人種
的要因を否定するとともに，これまであまり
指摘されてこなかった対立の要因を指摘し
て，その仮説の立証を試みた。
同事件は国
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籍協商会がスカルノに近く，左
翼勢力とみなされており，現実に同大学の学
生の間でも共産系の団体が勢力を持っていた
ため，一掃の対象になったというのが一般に
受け入れられている解釈である。本稿ではそ
のような反共イデオロギー的な理由の他に，
インドネシア社会への適応のあり方をめぐっ
て華人社会内部に存在していた対立が重要な
要因になっていたということを指摘し，それ
を立証した。すなわち LPKBを中心とする
同化主義者と，国
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籍協商会を中心とする統合
主義者の間の攻防が背後にあったという仮説
を立て，それを検証した。
その過程で，LPKBを中心とする同化主
義者の多くは反共色の強いカトリック教徒で
あったため，教会からの公式，非公式の支援
があったことも判明した。さらにそのような
華人社会内部の亀裂を，右派の国軍当局者た
ちが巧みに利用し，同化主義者に組して，共

54） なお，CSISに結集した華人達がいかに権力を持っていたかについて同じく 66年世代の活動家で
あったエキ・シャフルディン（Eki Syachrudin）は，ハリー・チャンとユスフ・ワナンディは，
当時 CSISの副所長を兼任していた高等教育大臣ダウド・ユスフ（Daoed Joesoef）が CSISを通
じてキャンパス内での学生運動を一掃しようとしたときに協力したと述べ，彼らがそれまで一緒に
闘ってきたKAMIの仲間たちよりも国軍や政府の側についていたことを指摘している（Eki Sya-
chrudin 2001: 279）。
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産主義と同一視されていた統合主義者を弾
圧・排除しようとする動きもあった。つまり，
カトリック勢力並びに国軍と組んだ同化主義
者が，PKIやスカルノに近かった統合主義
者に対して挑んだ攻撃だったのである。
そして容共的な国

バ ペ ル キ

籍協商会を壊滅させるこ
とによって，同化主義者は統合主義に対し
て「勝利」した。国

バ ペ ル キ

籍協商会系で指導的な立
場にあった統合主義者の華人たちは，逮捕さ
れたり国外―とりわけ中国―に逃れたり
し，政治や社会の表舞台から排除された。本
稿ではその具体的な事実関係を関係者からの
詳細な聞き取り調査で明らかにした。
その後のスハルト新政権の華人政策が目指
した華人性や集団としての華人の存在を否定
する政策は，同化主義者の基本姿勢と類似し
たものであった。インドネシア社会に生き
残った統合主義者たちは居心地の悪さを感じ
ながらも，それを黙々と受け入れ息をひそめ
て生活することになった。そして多くの人が，
国
バ ペ ル キ

籍協商会との関係を疑われて容共主義者と
みられるのを恐れて，より安全と考えられた
カトリックに改宗し，インドネシア名に変え，
インドネシア文化を取り込んでいった。
このように，スハルトは，新体制をかため
るにあたり，華人性を抑え込み，不協和音を
取り除くことによって，華人のインドネシア
社会への完全な同化を試み，安定した社会を
実現しようとしたのであるが，しかしその政
策立案過程においては，必ずしも同化主義者
の華人たちは中心的に関与していなかったこ
とが指摘された。
スハルトと国軍は，反対勢力打倒の過程で，
様々な勢力と共闘を組み，その活力を利用し
て政権についたのであるが，いったん権力を

強固なものにすると，巧みにそれらの勢力の
影響力をやんわりと排除したり，全く別の人
材を登用したりすることはしばしばあった。
たとえば，ナスティオンを暫定国民協議会の
議長に祭り上げ，スカルノの罷免とスハルト
大統領の任命という大役を終えると立法府を
骨抜きにしたり，PKIの武力的な一掃のた
めに自らの手を血で染めたイスラーム勢力が
政権の中枢に入り込まぬようしたり，キャン
パスの「正常化」をはかってKAMIに代表
されるような反共行動戦線を解散に追いこ
み，その急進的な批判の矛先が自分たちに向
けられることがないよう守った。カトリック
をバックとした同化主義者の華人たちに対し
ても，彼らがあまりに政権の中枢に入り，華
僑・華人政策立案のイニシャティブをとるこ
とを嫌ったのかもしれない。
そしてそのスハルト政権もおおくの犠牲者
を出した民主化闘争55）の成果としてついに
1998年に崩壊するのであるが，その時期の
混乱の中で華人の資産に対する略奪，焼き討
ち，婦女暴行などの近年例のないような激し
いハラスメントが発生した。そして少なから
ぬ人々がシンガポールなどに避難した56）。そ
れを目の当たりにしたとき，多くの人はスハ
ルトの華人同化政策が実は何の融合ももたら
していなかったことを痛感した。その徹底的
な中国色の排除によっても，真の「同化」は
進まず，プリブミ社会に存在する華人に対す
る違和感や反感は依然として根強く存続して
いたのであった。
スハルト政権が倒れたのち，それまで 32
年間を通じて堅持されてきた華人政策は，再
び大きく見直されるようになった（民主化後
の政策変更に関しては，北村由美 2014に詳

56） 1998年 5月の政治混乱のなかで，国民の怒りを一挙に高め，政権崩壊にまで至る大きな原動力を
生み出すきっかけとなったのは，トリサクティ大学の学生に対して軍隊が発砲して犠牲者が出た事
件である。1965年 10月に焼き討ちされたレス・プブリカ大学の後身として同化主義者たちによっ
て作られたトリサクティ大学が，このような「民主化の英雄」を排出したことはまったく皮肉な歴
史のめぐり合わせである。

55） このとき約 11万人がシンガポールをはじめとする海外に避難したと言われる（クワルタナダ
2000: 105）。
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しい）。スハルト政権崩壊後，華人性の抑圧
を取り払う上で大きな一歩を記したのは，多
文化主義者として知られるイスラーム指導者
アブドゥルラフマン・ワヒド大統領であっ
た。同政権崩壊後には，全て覆され，今や同
化主義者はほとんど政治的影響力を持たなく
なり，華人の現地社会への「緩やかな統合」
という路線に戻ったのである。
「中国的であること」を捨てることに抵抗
を感じていた多くの中国系の人々は，今自分
たちの組織を作って自己主張をして大きな声
を上げるようになり，ようやく良い時代に
なったと明言する。彼らは中国系住民も，ジャ
ワ人やスンダ人などと同じようにインドネシ
アを構成している「スク（人種グループ）」
のひとつであり，その地方性を維持したまま
国民として統合されることは不可能ではない
と考えている。
しかし，それでもまだ彼らのトラウマや政
権への不信は消えることなく，心の奥底に
残っている。いつまた後戻りするかも知れな
いという警戒心である。それは，筆者の調査
の過程で，彼らに口を開いてもらうことがい
かに困難であったかを考えるとよくわかる。
同じ程度にセンシティブな政治的問題を持ち
出したとき，プリブミのインフォーマントと
比べるとはるかに防御が堅いのである。以上
見てきたように，インドネシアの体制変革や
国際関係の変化をもたらした九・三〇事件
は，華僑・華人社会にも身体的，精神的，物
質的に大きな影響を残したのだった。
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ウィ・チン・エン（Oey Tjin Eng）タンゲランの

Cina Benteng住民　2014年 9月 19日　タン
ゲランにて

ウイ・ヒエム・ヒー（Oei Hiem Hwie）国
バ ペ ル キ

籍協商会 
マラン県支部書記　2017年 2月 21-22日　ス
ラバヤにて

サルオノ・クスマアトマジャ（Sarwono Kusmoatomaja） 
バンドゥン工科大学学生会会長　2016年 3月
31日　ジャカルタにて

シー・バン・ホウ（Sie Ban Houw）ウレカ工学
部学生　CGMI　全学学生会議議長（1963-
65）　2014年 3月 21日　チサルアにて

シャウ・ティオン・スワン（Siauw Tiong Swan） 
シャウ・ギョク・チャンの姪　2014年 3月
22日　チサルアにて

ジョセフ・ダルマブラタ（Joseph Dharmabrata）
ウレカ工学部学生。

 PMKRIから選ばれトリサクティ大学入学許
可者の選別担当　2014年 8月 14日　ジャカ
ルタにて

スダルミンタ（Sudarminta）神父　カスベル参加
者　2016年 3月 20日　ジャカルタにて

タン・ピン・イエン（Tan Ping Ien）ウレカ医学
部学生。CGMI活動家

 医学部自治会副会長　2014年 8月 14日　ジャ
カルタにて

チャン・ウェン・ハン張文韓（Chang Wen 
Khan）1966年に中国へ。

 海南島の華僑農場　2013年 6月 24日　香港
にて

チェン・エン・ル（Chen Yen Loe）ウレカ工学部
学生。1966年に中国へ

 海南島で森林開墾　2014年 3月 22日　チサ
ルアにて

テ・ペン・キアム（The Peng Kiam）ウレカ文学
部学生 CGMI活動家　1966年に中国へ

 三明泉上華僑農場　2013年 6月 23日　香港
にて

トゥミソ（Tumiso）ウレカ・スラバヤ校学生　
Perhimiメンバー　ブル島へ流刑　2016年 3
月 23日　ジャカルタにて

ナンシー・ウィジャヤ（Nancy Wijaya）ウレカ文
学部学生。芸術団メンバー　2014年 8月 12
日　ジャカルタにて

ハリー・チャン・シラライ（Harry Tjiang Sila-
lai）カトリック党事務局長

 一回目　2016 3月 11日　二回目　2016年 3
月 24日　ともにジャカルタにて

ハリンデル・シンギ（Harinder Singgih）ウレカ
工学部学生。インド系学生　2014年 3月 22
日　チサルアにて

ヒー・キム・ホア（Hie Kim Hua）ウレカ医学部
学生。CGMI活動家　2014年 4月 3日　ジャ
カルタにて

ベニー・スティオノ（Benny Setiono）ウレカ経
済学部学生。CGMIウレカ支部長　2014年 3
月 18日，8月 7日　ジャカルタにて

ピピット・アンバルミラ（Pipit Ambarmirah）
ジョクジャカルタのウレカ襲撃で逮捕された
政治犯の娘　2015年 9月 3日　ジョクジャカ
ルタにて

ホイケン，アドルク（Heuken）神父　ベーク神
父と同居していたドイツ人神父　2016年 3月
20日　ジャカルタにて

マリア・ハリアティMaria Hariati （通称 Tiriek）　
ウレカ文学部学生。CGMI活動家　2014年 3
月 21日　チサルアにて

ヤウ・スイ・シン游瑞新（Yau Sui Sin）ジョク
ジャカルタ校学生　1966年に中国へ

 福建省寧化県の泉上華僑農場）　2013年 4月
27日　香港にて

 このインタビューは，中国研究者馬場公彦氏，
インドネシアの華人問題研究者松村智雄氏と
共同で行った。

ヤップ・イエ・フイ（Yap Ie Hoey）ウレカ工学
部学生。1966年に中国へ

 アモイの農家で農作業　2014年 3月 22日　
チサルアにて

リエム・ヘン・ホン（Liem Heng Hong）　ウレ
カ法学部学生　2014年 8月 13日　ボゴール
にて

梅州市東南亜帰僑聯誼会における合同インタ
ビュー　2013年 5月 4日　梅州市にて

 このインタビューは，中国研究者馬場公彦氏，
インドネシアの華人問題研究者松村智雄氏と
共同で行った。

吉川嘉彦（事件当時の留学生）　2011年 8月　ジャ
カルタにて

原稿受理日―2016年 11月 1日


