
241

グローバル時代に
日本へ移動する

若手インドネシア華人

第7章



243242

  1  はじめに

　インドネシア華人がオランダや香港へ政治的、組織的に移動したことは、他の
論文などからもわかるとおりである。一方、日本とインドネシアは第二次世界大
戦後、外交面、経済面ともに密接な関係であると言えるが、インドネシア華人の
日本への目立った移動はないばかりか、華人以外のインドネシア人を含めても
現在まで来日者数、移住者数ともにさほど多いとはいえない。それは、インドネ
シア華人の移動先として先にあげたオランダが旧宗主国であること、中国大陸
や香港などの中華圏が華人のルーツとなる地であることと比べると、とりたて
て移動先となる理由というべきものがないということもある。それに加えて、日
本も外国人の受け入れに積極的であったとはいえない。
　執筆者はこれまで、留学や就労で日本に在住するインドネシア華人について、
主に移動に伴うエスニシティやアイデンティティ意識を調査してきた。対象は
20－30代の若手華人で、スハルト時代にインドネシアで育ち、華人の複雑な立場
を多かれ少なかれ経験してきた世代である。これまでの研究で行ったインタ
ビューでは、彼らがインドネシアにいるときとインドネシア国外へ出たあとの、
自らのアイデンティティや華人意識の変容などに注目してきた。
　このように、インドネシア華人といっても執筆者が研究対象としてきた人た
ちは、主に1960年代にオランダや香港などへ移動した華人とは年代も環境も異
なる。しかしながら1965年以降、インドネシア内で様々な制約を受けての生活
を余儀なくされてきたインドネシア華人たちが、現在、国内外で自らの立場をど
うとらえているのかを知ることは、インドネシア華人移動の現在までの流れの
一端を紐解くことだといえるだろう。本稿では、現代の若手インドネシア華人の
国外移動のひとつとして、日本への移動事例を取り上げる。それによって、現代
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し、定住する人が増えてきているといえる［池上 2009: 64］。
　続いて、労働者であるが、インドネシア人が東アジアに流れるのは、1965年の
政変による台湾や香港への華人移動の流れを除くと、最近では1990年代以降と
なる［奥島 2009a: 23］。日本の船員はもともと外国人が多いのだが、現在日本で
は技能研修生の身分で船に乗るインドネシア人が多くなっている［奥島 2009b: 
96－105］。そのほか2008年に、日本とインドネシアの間で締結された日尼経済
連携協定（日尼 EPA）に基づくインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の受け
入れが開始され、2015年度までに約1,500人がインドネシアから来日している［厚
生労働省 HP］。しかし、日本の看護師国家試験に合格しないと、結局日本で働き
続けることはできず、計画そのものが多くの課題を抱えることとなり、当初の予
測通りに進んでいるとはいえない。
　2016年の時点で日本には、25,516人のインドネシア人が住んでいる［総務省
統計局 2016年10月］。これは、日本における国別在住外国人数としては第９位
になり、ここ何年もの間10位前後の位置にいる。在住者数の多い地域としては、
愛知、東京、茨城、静岡、大阪などと大都市そして工業地域があげられるが、これ
はインドネシア人の在留資格として技能実習生が一番多いことからもわかる。
在日インドネシア人の在留資格で最も多いのが技能実習生、次に留学生、日本人
の配偶者と続き、在住インドネシア人の家族も多い［総務省統計局 2016年６月］。
　日本在住のインドネシア華人については、数字としてはなかなか現れてはこ
ない。2000年代半ばに筆者が調査のため、日本在住インドネシア華人を探して
いたときは、スノーボール式に協力者を探したのだが、それしか方法がなかった
ともいえる。また余談ではあるが、その際、留学生会のメーリングリストを通し
て、仲介をしてくれようとした人が、うっかり内容を他の人に閲覧できるように
してしまったことで、被紹介者が「華人だということが不必要にメーリングリス
トのメンバーにばれてしまった」と不快感をあらわにしたということもあった。
このように見えない存在でもあった華人留学生だが、日本への留学はプリブミ3）

の留学生に比べ、華人は私費留学生の割合が高く4）、そのことからも彼らが経済
的に豊かな家庭の出身者が多いということができる。
　そのほか、一般企業に勤めている人たちもみられる。このような人々は、日本
留学後、就職活動のすえ日本企業などで働いているケースや、欧米に留学して欧
米の企業に就職し、その後日本に赴任したケースなどである。また、日本人と国

までの移動の流れとその様相の変貌を示すことを目的とする。

  2  背景

　データでは、在日インドネシア人の数は把握できても、インドネシア華人とい
うのが正式な統計上にはあがってこないため、正確な数はわからない。そこで近
代の、インドネシアから日本への人の流れを簡単に見ていきたい。
　近代以降のインドネシアから日本への人の流れとしてはまず、留学生の存在
があげられる。日本へ来たインドネシア人留学生としては、1930年代に西スマ
トラから渡日したミナンカバウ族の２人が、最初だと言われている［後藤 1986: 
485］。そのころのインドネシアの華人人口は約123万人で、全体に占める人口比
は2.0パーセントだったといわれている［後藤 1986: 443］。当時、満州事変、上
海事変など日中関係が悪化する中、一部インドネシア華僑1）の対日批判も、鋭さ
を増していたが［後藤 1986: 456］、その一方で、華僑社会の中からも「祖国」を圧
迫している日本に対する関心の高まりも見られたという［後藤 1986: 458］。また、
インドネシアにおける華僑による抗・排日運動は、マラヤ、シンガポールに比べ
ると小規模で日本側に脅威となるほどではなかったようだ。この時期、日本が南
方への関心を強める中、インドネシア国内の民族運動への一種の閉塞状況など
を背景に、ジャワやスマトラを中心とする各地から、留学生の訪日がみられるよ
うになる［後藤1986: 481］。それはオランダ人社会では歓迎されることではなかっ
たのだが、蘭印政庁当局は公的に取りざたすることもなく、インドネシア人の日
本留学が開始されたのであった［後藤 1986: 485］。
　前述の２人は私費留学生だったということだが、第二次世界大戦後はインド
ネシア政府の奨学金を得た学生や、日本の戦後賠償の一環として来日した学生
たちが学んだ。現在、インドネシア人の留学先は、多くの国と同様英語圏が中心
であるといえる2）。日本への留学は、インドネシアまたは日本政府から奨学金を
得て留学するケースと私費で留学するケースがある。もともと物価差などのた
めに私費留学生は多くはなかった。2005年の日本への留学生のうち日本政府に
よる国費留学生の比率が最も高いのはインドネシアで、その比率は43.2パーセ
ントである［池上 2009: 54］。そして留学生たちは日本で何らかの先端技術を身
につけて帰国するケースが多かったのが、最近の傾向として、卒業後日本で就職
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で昼ご飯をとりながら、留学時から現在に至るまでの生活についてインタビュー
した。インタビューはほぼ日本語で行われ、協力者の了解を得て録音し、それを
文字化したものをもとに、執筆者がストーリー化した。

  3  ヘルヤディのストーリー

　ヘルヤディは、ジャカルタ出身で現在35歳である。母親はスラウェシ島ウジュ
ンパンダン5）生まれで、1960年代、子どものときに家族でジャカルタに移動して
きた。父親はジャカルタ出身であるが、母親同様貧乏で、父親の両親は地方から
ジャカルタに移ってきたと聞いているそうだ。ヘルヤディ自身は四世か五世ら
しいが、家でも華語は全く話さず、華人としてのルーツも知らないという。祖父
母も全く華語を使わなかったそうだ。インドネシア華人を指す時に、現地との融
合が進んだ「プラナカン（peranakan）」と、ルーツとなる言語や習慣を維持し、「中
国人」だという意識の強い「トトッ（Totok）」や「シンケ（新客）」に分類されること
があるが、ヘルヤディの家族はプラナカンだといえる。ただ、祖父母を呼ぶとき
にインドネシア語である kakek、nenek とは呼ばず、ンコン、オマと呼んだり、兄
をカと呼ぶなど親族呼称に華語使用が見られる。中国姓はタンだが漢字でどう
書くかは知らないし6）、中国名はない。1965年の政変の恐怖から、両親ができれ
ば子どもにそういう思いをさせたくないということで、中国名をつけなかった
そうだ。実家は、ウジュンパンダン料理のレストランを経営している。提供され
る料理に豚肉は全く使われず、100パーセントマカッサル料理だ。もともと母親
は、ジャカルタに移って学校を卒業してから、家族が食べていくために、ジャカ
ルタの屋台街でイカンバカール（ikan bakar: 焼き魚）の屋台をしていた。周りは中
華料理の屋台ばかりだったため、そこそこ流行って、それで弟や妹も養って、家
も買ったのだという。
　しかし、ヘルヤディの家庭で食べられていたのが、ウジュンパンダン料理ばか
りだったのかというとそんなことはない。ただヘルヤディが幼いころに、両親が
何かスピリチュアルな理由でムスリムに改宗したので、豚肉は出ない。しかし、
ヘルヤディ自身は豚肉も食べる。家族内に全宗教があり、自身はカトリックで母
方はカトリックが多いが、父方はクリスチャン（プロテスタント）が多い。子ども
に宗教を強制することはなく、今でも旧正月も祝うし、中秋節には月餅も食べる

際結婚した人もいる。華人の場合、アメリカやオーストラリアなどの英語圏に留
学し、同じように留学に来ていた日本人と知り合い、結婚に至ったケースも多い。
　インドネシア華人についての先行研究としては、1998年のスハルト体制崩壊
以降の華人のアイデンティティなどについて、日本でもいくつかの研究がある。
貞好［2000、2002、2003、2004］では、主に中部ジャワにて、30年余りの同化政策
の中であやふやとなった華人のカテゴライズについて実態調査を行ってきた。
そして、華語、華人文化が解禁されたからといって、たちまち「華人」としての意
識を高めていき、その存在を主張していくのかについては疑問を呈している。北
村［2014］はスハルト体制後のインドネシアにおける華人文化としての表象の可
視化に注目し、またそれに伴う「インドネシア性」、「華人性」、そしてグローバル
化の中のインドネシア・ディアスポラに伴うカテゴライズの曖昧性を指摘して
いる。そして中谷［2009］では、日本在住インドネシア華人を対象に、移動する
ことでその社会との相互作用によりアイデンティティをどのように変容させて
いくのかについて、インタビューをもとに分析している。各家庭環境、就学や就
職によるこれまで環境からの変化、そしてホスト社会との関わり、他国からの華
人との出会いが、アイデンティティ変容に作用していることが語りの中から示
されている。
　1965年のインドネシアにおける政変の際、華人学校は次々と閉鎖された［松尾
2002: 51］。本科学研究費プロジェクトでの香港および台湾調査の際、この政変
をきっかけとして、中国大陸や台湾に留学し、その後も大陸、香港、台湾にとど
まることとなった華人たちは、中華圏への留学を一様に「回国（帰国する）」と言っ
ていた。このような明らかに中国（や中華圏）を自らの祖国と定義づけるような
意識は、その後の世代のインドネシア華人にはもはやみられない。
　では、現在、海外に在住している華人たちは、どのようなきっかけからインド
ネシアを離れることとなり、インドネシア出身であることや華人であることに
ついてどのような意識をもって海外生活を送っているのだろうか。
　本稿では、2014年夏に30代の日本在住インドネシア華人５人に行ったインタ
ビューの中から、九州在住のインドネシア華人男性をとりあげる。この調査協力
者は、留学生として来日し、現在は大分県でインドネシア料理店を営んでいる。
実は協力者は、執筆者が1990年代後半に日本語教師としてインドネシアに滞在
していたときの教え子である。現在、日本での生活を選択した協力者とは、カフェ
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ことだけを見据え、ゼミもとらなかったし、卒論も大学院に入るには必要だと聞
いて、進学の意志がなかったヘルヤディはとらなかった。
　もともとゲームソフトの会社などに就職したいと思っていた。実は、それは今
でも少し思わないでもない。たまたま大学２、３年のころに卒業後に店をやらな
いかという話があって、東京などの都会はあまり好きではなかったうえに、店を
やるとなると別府に残れるし面白そうだと思った。
　大学２年時から旅館でバイトしており、その旅館の息子と共通の知り合いが
いたことから親しくなった。彼もインドネシアに行ったことがあって好きだと
いうので、一度、帰省の際に一緒にインドネシアに連れて行って実家のレストラ
ンに行った。すると、別府でこういうレストランをやらないかという話になった
ことが店をやるきっかけとなる。店を開くにあたっては、初めはその旅館の息子
の名前でオープンし、旅館のほうから就労ビザを出してもらって雇われ店長と
して働いた。３年後ぐらいしてビザの切り替えの際に、オーナービザを取ること
ができた。店を開くにあたって、不動産屋を通して元レストランだった物件を探
した。オープン時は今よりもう少し駅から離れたところだったが駅に近い現在
の場所に移転する。アルバイトでもずっとサービス業だったから、手探りでは
あったが何とかやってこられた。
　今は結果として、このような状況でいいとは思うが、そもそもは日本にいられ
ればそれでいいという気持ちがあったので、もし店をやっていなかったらどこ
かに勤めていたかもしれない。給料も贅沢は望んでいなかった。店の経営は、時
間的制約などの面でサラリーマンよりいいとも思うが、客の入りがいい時期と
そうでない時期など波があることが大変である。
　日本にいて生活スタイルや食べ物などで困ることはない。はじめは刺身や寿
司も全然食べられなかったが、今は問題ない。「舌って怖い」と感じる。インド
ネシア料理も、今は自分の店で食べることができるのだが、例えばバリに二日間
ぐらい行っていても、急にそばが恋しくなって、日本に戻ったら真っ先に食べる
ほどである。
　しかし、自分がインドネシア人だという意識はもちろんある。それに中国系だ
という意識もある。インドネシア華人だとわざわざ言うことはないが、インドネ
シア人同士であれば言わなくても大体わかるものである。ただ、日本人に「中国
系ですよね」と言われたら、なぜだかわからないが少し嫌な気持ちになる。イン

し、人が亡くなった時の中華的風習も続いている。また結婚など行事のときは、
親戚中が大勢集まる。
　幼いころから、日本のテレビゲームやアニメが好きで、日本語に興味があった。
中学生のころに日本語塾で勉強を始め、いつか日本へ行きたいという思いを抱
き続ける。2000年に大分県別府市に立命館アジア太平洋大学（APU）がオープン
することになって、学費無料のうえ奨学金も得られるということで、念願の日本
留学がかなうことになる。大学入学時は２回目の来日だったのだが、それは期待
以上のものだった。はじめての来日は1996年冬に短期間京都近郊に日本語研修
に来た時だったが、そのときも都会での滞在ではなかったし、どちらかというと
田舎のほうが好きなので、留学先が都会でなくてもかまわなかった。しかし、大
学のパンフレットには海が目の前に見えるようなことが書いてあったのに、来
日してみると、実際海は大学から近いわけではないし、大学まで結構長い距離を
バスに乗らなければならないなど不便だと感じる点はあった。
　来日後１年ぐらいは、大学の留学生寮での生活だった。お兄さんお姉さん的存
在の日本人が、レジデンスアシスタントとしてあれこれ世話をしてくれた。通学
のバス代が高くて定期代もばかにならなかったことと、アルバイトもしたかっ
たということがあり、すぐに原付免許を取得して、バイクを買った。一期生で、
まだ学生自体が多くなかったこともあり、簡単にアルバイトを見つけることが
できた。はじめは大学内の食堂とパソコンルームでアルバイトをした。
　学生も、いろいろな国から来た人がいて、みんなでワイワイと楽しかった。留
学生用の事務所に食べ物をもち寄って食べながら話したりしていた。インドネ
シアからの留学生も13人いたが、すぐに親しくなった。
　数学やパソコンなどの授業は、大変ではなかった。入試は日本語と英語が選択
でき、ヘルヤディは日本語で入学したが、日本語能力試験１級保持が条件の中、
２級保持者であったにもかかわらず入学試験に合格したこともあり、履修必修
科目ではなかった日本語を、せっかくだと思い受講した。他の授業はインドネシ
アの高校で学んでいたレベルと比べても高くはないと感じたが、卒業できれば
いいと思っていたので、却ってそのほうが都合がよかった。ただ、一度うっかり
していて学費の納入に遅れて、そのため退学扱いとなってどうしようもできな
くなった。その結果、卒業は１セメスター遅れた。
　来日時から卒業後も日本に残りたいと思っていた。そのため、仕事につながる
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る。そこには風呂もある。コキ以外にホール係も雇っているが、今のホール係は
インドネシアでは一応料理も作っていたのでコキでもある。このホール係は日
本語の勉強にも結構熱心で、日本の人とデートしたりもしているが、メインシェ
フのコキは日本語を勉強する気もなく、空いている時間はパソコンばかりして
いる。今は、インドネシアとやり取りするのもパソコンを通せば無料だし不自由
はないといえる。
　レストランで使う食材や調味料も、日本にはタイ料理屋などもあるから案外
手に入りやすい。調味料などは一か月に一度ぐらい送料5,000円ぐらいかけて
船便でインドネシアから送ってもらっている。インドネシアの味付けは甘辛い
味など、日本と似ているものも多いから、口に合うと思う。だから、日本人の舌
に合わせていると言われると一番腹が立つ。辛さだけは調節しているが、スパイ
スは日本人に合わせているわけではなく、そのままの味だ。
　商売としては、儲けるためにはもっと店を増やしたほうがいいが、店舗を増や
したら、各店に自分のようにコントロールする人が必要になる。コキに指示も出
せないといけないが、そういう立場の人はビザの関係もあって雇えないから難
しい。シーフードが好きな人が多いから、もう少し広い場所か庭があるような店
がもてたら、外で海鮮バーベキューがしてみたいなどという小さい希望はある。
店の中だと、サテ（sate: 焼き鳥）を焼くのも煙だらけになるし難しい。
　自分がきっかけなのかどうかはわからないが、留学中に弟も同じ大学に留学
に来ることになり日本に３年間滞在していたり、兄が仕事の研修で半年間日本
に滞在していたりと、結局兄弟みな日本在住経験をもつこととなった。現在は二
人とも帰国しているが、両親や祖母も日本に遊びに来たこともあり、日本のこと
がとても気に入っている。
　今後のことはあまり考えていないが、40歳まではいろいろ試してみて、40歳
以降になったら、例えば店は誰かに任せて別の商売をしてみたいなどとも思っ
たりする。先生になりたいというわけではないが、インドネシア語の先生なども
結構楽しそうだと思う。APUにいた時に学生同士のサークルのような機会で教
えることを経験したこともあって、日本語でもインドネシア語でも英語でもい
いから一度やってみたいとも思う。例えば、店は昼間使っていないから、語学教
室などは開けないだろうか。永住権をとったら、ビジネスも自由にできるのだが、
お金もかかるし、将来どうするのかは本当にまだわからない。

ドネシア人だと言われることには全く抵抗がない。
　大学にはいろいろな国から来た人がいたが、留学生同士で、マレーシアからの
留学生のプリブミや中国系の人などと接していても、とりたててどうだとか思
うことはなかった。当然抵抗もなかった。マレーシアにもタイにも中華系の人
はいるので、何も問題はない。インドネシアで1998年のスハルト体制崩壊前に
プリブミによる華人への暴動があって実際怖かった。しかし、APU 開学１年目
にインドネシアからは自分も含めて13人入学し、次のセメスターには20数人入
学したので、１年目だけで約40人になったが、プリブミでも華人でも特に問題は
なかった。皆が部屋に来て、一緒にゲームをしたり、一緒にご飯を食べたりした。
その際「あんたは豚食べないから、豚料理はやめとく」とか「ハムとかソーセージ
もらったから、こっちで食べるね」などとやり取りしていても特に問題はなかっ
た。ただ、インドネシア内にいる時より、インドネシアを離れたほうが仲がいい
とは感じた。
　そんな中でも、国によって人の気質などが違うと感じたことはあった。日本に
来るまでは誰とでも仲良くなれるほうだと思っていたし、大学で、はじめはタイ
人でもベトナム人でも中国人でも誰とでも親しくなれた。しかし、だんだんお国
柄が出てくるというのか、それぞれに身勝手なところが出てきたりして、別々に
行動するようになったりした。しかし、日本はインドネシアの文化に近いと感じ
る。別府の人が特にそうなのかどうかはわからないのだが、社交辞令や遠慮する
ところ、そして親切な面などが似ていると思う。例えば「料理作りすぎたけど、
食べる？」、「空芯菜を市場で見つけたから、店で使うと思って買ってきたよ」な
どといった交流は、まるでインドネシアみたいだと感じる。日本と韓国は仲良く
ないと聞くが、インドネシアも韓国より日本のほうが近いのではないかと思っ
ている。
　日本に15年住んでいるが、日本のこういうところは絶対だめだと思うところ
もない。強いて言えば、と探そうとしても思い浮かばない。でも違う国の人を嫌
いになったことはあり、アレルギーと言えばいいのか、テレビでその国の人が出
ていると、チャンネルを変えるほどだったこともあったので、やはり自分には日
本が合っているのかもしれない。
　レストランのコキ（koki: 料理人）はインドネシアにある実家のレストランのコ
キの中から見繕って連れてくる。彼らはレストランの横にある部屋に住んでい
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で見られた「国内では中国系、海外ではインドネシア人」意識が強いという傾向
と共通する意識なのだろうか。ヘルヤディの中のハイブリッドなアイデンティ
ティ［戴 2005: 107］の可変性と中華系であることについての「外」からのカテゴ
ライズへの反応については、今後さらに検討する必要がある。
　このようにヘルヤディには、習慣や生活スタイルとも現地に溶け込み、国籍や
民族性にとらわれないグローバル社会の現代の一若者像としての姿を見せつつ
も、インドネシア人さらにはインドネシア華人としての意識も変わらずもち続
ける姿が見られるのである。

  5  おわりに

　ヘルヤディ以外の４人のインドネシア華人へのインタビューも加味してさら
に分析すると、現在日本に住むインドネシア華人の生活にはまず、先進国のイン
フラの便利さやライフスタイルの享受があげられる。大学時代から、日本や欧米
に留学していると、先進国で成人し、そのライフスタイルが身についている。イ
ンドネシアではなかなかすることのできない、気ままな旅行やドライブなどを
楽しむ姿は、日本企業に勤める若者と何ら差はない。日本のすべてが好きではな
くとも、協力者たちには日本に住むことのメリットを享受して快適に生活して
いる様子が見られるし、またそのように生活することが可能な社会でもある。
　ヘルヤディは、周りにインドネシア華人がいないが、東京に住むインドネシア
華人の日本でのコミュニティ、人的ネットワークには、もちろん日本人もいれば
日本人以外の同僚など様々な国の人、そしてもちろんインドネシア人の友人も
いる。しかし、インドネシア華人とだけ付き合うという人はおらず、気の合うイ
ンドネシア華人が何人かで集まることはあっても、インドネシア華人だけに限
られたコミュニティはない。ヘルヤディも述べているように、留学で同じインド
ネシアから来た者同士が海外で助け合ったりしたことから、インドネシア内で
のプリブミ対華人という図式はあまり見られないようだ。本人たちの意識も、「来
日当初は（プリブミとの区別は）あったけど、今はあまりない」と言う。
日本にいるとインドネシア華人だとは言っても、日常的にそれを強く意識せず
とも生活できているともいえる。それは日本人と結婚したインドネシア華人の

「海外では様々な人に会う。そこで、その人の宗教と民族ばかり見ていてもしょ

  4  考察

　ヘルヤディのケースはあくまでも一つの事例である。留学後も日本に滞在し
続ける人が増加傾向にあるといっても、冒頭に述べたように多くは都心に住み、
企業に勤めている中、このように自分でビジネスをするケース、そして都会以外
のところに住むケース自体も多いとはいえない。
　しかしながら、ヘルヤディにみられる日本在住の若手インドネシア華人の生
活や海外在住に対する意識は、インドネシア華人特有の意識とはいえない点が
多い。日本の若者と同じように原付バイクに乗り、バイトに明け暮れ、大学では
知識習得より単位取得を優先する。また様々な国の学生と和気あいあいと集い、
その中でやがて気の合う人と気の合わない人に分かれていくなどというのは、
現在の日本の、そして世界の若者の生活スタイルと共通するのではないか。
　ただ、インドネシア料理よりもそばのほうが恋しくなるほどの嗜好でも、自分
がインドネシア人だという意識がないわけではない。あまり民族性や華人性に
ついて言及のなかったヘルヤディだが、一つ興味深い語りがあった。

（自分が中国系だということは）わざわざまでは言わない。で、インドネ

シア人とかだったら、もう、あのー、わかるんです。インドネシア人同士

だったらわかる。でも、日本人とかに聞かれたら「中国系ですよね」って

聞かれたらちょっと嫌な気持ちになる。

　グローバルな時代の中で、国際的環境を目的として設立された、外国人が半数
を占める APU での留学生活は、インターナショナルなものであるともいえるだ
ろう。そのような環境の中で、インドネシア人留学生であったヘルヤディは、イ
ンドネシア人同士では「華人」という位置づけを当然のように受け入れてはいて
も、日本人から「中国系ですよね」と言われることには違和感を覚える。
　そもそもヘルヤディは華語もできず、華人としての文化継承も強くない家庭
に育った。しかし、華人であるという事実は避けようもないし、また華人である
ことについて特に否定的見地をもって育ったわけではないからか、中国系だと
いう意識も強くないわけではないと言っている。しかし、そのルーツを「外国人」
である日本人に指摘されるといい気持ちがしないというのは、中谷［2009］など
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2） 平成26年度のインドネシアから日本への留学生は3,188名である。

3） インドネシアにもともと住んでいたジャワ人やバリ人などの土着の民族を指す。これ
に対するものとして、華人はノンプリブミと称される。

4） インドネシア政府が関わる様々な選考などでは、華人は冷遇されているということが
ささやかれていた。例えば、国立大学の入学者数なども然りである。勢い私費留学生の
割合が高くなる。

5） ウジュンパンダンはもともとマカッサルと言い、1971年にウジュンパンダンに改名さ
れ、1999年にまたマカッサルに戻された。ここではヘルヤディがウジュンパンダンと
言っていたためそのまま記す。

6） タンは「陳」であると考えられ、そうである場合は福建系ルーツである可能性が高いが、
ヘルヤディがそうであるという確証はない。
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うがない」という言葉にも示されるとおりである。将来についても、ヘルヤディ
以外の４人も具体的なビジョンはまだまだ描けていないようだが、まだ30代な
ので無理はないともいえる。
　このように彼らから見えてくるのは、先進国のライフスタイルを享受し、何で
も一人ですることに慣れた今どきの若者としての姿だ。これは、大学で留学生に
日本語を教えており、日ごろ留学生と接している執筆者が出会う様々な国から
の留学生たちと変わらない。
　何人であるということに制約されない「外国人」であることの快適さや自由さ
は、彼らにある種の心地よさを与える。「インドネシアで受け入れられない、大
陸からも受け入れられない、日本ではそれも半々ぐらい」という語りからもわか
るように、インドネシアも中国大陸も日本も確固とした帰属する場所といえな
いのであれば、初めから自分の故郷でもルーツでもないところのほうが、むしろ
快適だといえるのかもしれない。こうして、彼らは、言うならば「グローバル時
代の若手エリートのひとり」として日本に存在しているのだ。
　また、これはインドネシア華人に限らず、先進国に移住している若手エリート
にはある程度共通の姿なのかもしれない。しかし、インドネシア華人のこれまで
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ドネシア華人。そして現在、グローバルな状況において、自ら移動を選択してい
る。そしてその地で自らの「快適な」ライフスタイルを確立し、自分のエスニシ
ティやアイデンティティを意識したり、逆にあまり意識せずにいたりする、とい
うのもまた、非常に興味深い現象だといえるのではないだろうか。

注釈

1） 華僑と華人の定義については様々であり、最近は移住から年月を経ており、帰国を前提
としないケースが主であることから「華人」と称することが多く、執筆者もそれを支持
する立場である。しかしこの時代はまだ「帰国」も念頭に入れた所謂「華僑」と称される
ことのほうが多いことと、参考文献にもそう記されていることから「華僑」と記述して
いる。
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