
215

「もうひとつの海峡世界」
から見る

インドネシア華人の移住

第6章



217216

  1  はじめに

　東南アジアの華僑華人たちは、20世紀国際関係史の生き証人である。中国で
の辛亥革命、日中戦争、太平洋戦争、戦後の国共内戦と中国の分断、東南アジア
における脱植民地化と国民形成、冷戦、アジア通貨危機、東南アジアの民主化、
そして東南アジア諸国で断続的に繰り返される排華運動。これらの大事件に、東
南アジア華僑華人の多くは、自ら主体的にであれ、あるいは状況に強いられて受
動的にであれ大きく関わってきたのである。いいかえれば、彼らの生活史そのも
のが20世紀アジア国際関係史の刻印を色濃く残している。そのなかにあって、
植民地から日本軍政、独立後の議会民主主義体制から容共的な権威主義体制、反
共的な権威主義体制、さらには再度の民主化という目まぐるしい体制転換を経
験したインドネシアは、上記の問題を考察するうえで好個の事例を提供する。
　本稿では、主に北スマトラからマレーシアのペナンに向かうインドネシア華
人の移住に着目する。これは、北スマトラの華僑華人社会が、マラッカ海峡上の
国境を挟んでマレーシア側の同胞と密接な関係を維持してきたというユニーク
な事情による。北スマトラの華僑華人の生活史から現代国際関係史をとらえる、
という作業は、すでに蔡晏霖が行っている［蔡 2014］。蔡の事例研究は、主に
1965年の9・30事件以降に生じた、アチェからメダンへの国内避難民の移住経験
を取り扱っている。これら国内避難民は、アチェで築いてきた生計の基盤から突
如として切り離され、メダンにおいて外界から隔離された一種の収容所生活を
強いられることになるのだが、人々の個人史レベルでの語りからは、在地のメダ
ン華人による有形無形の支援や官憲のお目こぼしなどにより、一定の自由を享
受しうる交渉の余地が存在していたことが明らかになる、というのが蔡の指摘
である。本稿ではそうした蔡の知見をさらに膨らませるべく、北スマトラからペ
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  2  もうひとつの海峡世界

2.1. 「非公式の帝国」と中国移民

　広義の、ないし非公式の海峡世界という用法は、白石［2000］による、19世紀
から20世紀前半にかけての東南アジアにおける「非公式の帝国」に関する議論を
念頭に置いている。彼のいう「非公式の帝国」とは、海峡植民地を拠点に英国が
主導した、領土支配を目的としない影響圏のあり方を指す。そしてこの非公式の
影響圏を支えたのが、海峡植民地に居住する「信用できる中国人 respectable 

Chinese」すなわちババと呼ばれる土着化華僑であった。

　イギリス東インド会社が出先機構を設立し統治したのは海峡植民地だ

けだった。しかし、イギリスの力はここからその周辺に投射された。イ

ギリスの艦艇がここを拠点にマラッカ海峡から南シナ海にかけての海域

を遊弋し、中国人の秘密結社のネットワークがここからその周辺、マレー

半島、スマトラ東海岸、リオウ諸島へと珊瑚礁のように拡がった［白石 

2000: 55］。

　つまり海峡植民地の影響圏は、正式な植民地統治単位としてのペナン、マラッ
カ、シンガポールをはるかに越えて周辺海域を巻き込んで成立していたのであ
る1）。これが、本稿で想定している「広義の海峡世界」である。以下ではマラッカ
海峡を挟んでペナンと隣接するプーケットやスマトラの例から、そうした「広義
の海峡世界」の展開をみてみることにする。

2.2. プーケット

　まずは少し遠回りになるが、ペナンとプーケットとの往来からみておきたい。
20世紀後半の北スマトラからペナンに至る華人の移住史を理解するには、その
前提となる、「広義の海峡世界」をメダンからペナン、さらにプーケットへと横
に貫く人の移動の前史を把握しておく必要があるためである。
　19世紀における英領海峡植民地の発展とそのマレー半島での影響力拡大は、
その北隣のシャムにとっては脅威であった。この脅威に際してシャム政府がとっ
た対応というのは、海峡植民地からの干渉を招く前に自分の手で海峡植民地の

ナン、あるいはそこからさらにタイ領プーケットへの移住といった事例を中心
的に考察する。
　北スマトラの華僑華人社会は、プーケットと同様に旧海峡植民地の影響下に
形成され、海峡植民地（特にペナン）と密接な関係を維持してきたことで知られて
いる。海峡世界あるいは海峡華人（Straits Chinese）の影響圏は、狭義の（公式の）海
峡植民地の版図を越えて広がっていたわけである。19世紀のペナンを中心とす
る福建系ババのビジネス・ネットワークを研究する黄裕端は、海峡華人という視
点が、従来の近代国家単位の視角では見えてこないこの地域の社会的・文化的動
態への接近を可能にする点を強調している［Wong 2013］。彼はそこで、ひとり
海峡植民地のみにとどまらず、周辺のプーケット、ラングーン、北スマトラまで
を含みながら展開された地域の動態を、ペナンの福建系ババの視点を通じて明
らかにしている。本稿がめざすのは、まさにそうした「広義の（ないし非公式の）
海峡世界」の広がりのなかで、インドネシア華人の動態を描き直すことである。
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せるという習慣によってもつい近年まで保たれていた。20世紀初頭にはペナン・
フリー・スクールや聖ザビエル学校、鐘霊中学などがそうした学校の代表で、の
ちには戦後に設立された韓江学校もまた、タイ国から児童を多く受け入れてき
た［Khoo 2013: 317］。実はこうした学校が、戦後のインドネシア・北スマトラか
らの華人移民の受け入れにおいても大きな役割を果たすのだが、それについて
は後述する。

2.3. 北スマトラ

　プーケット同様に旧蘭領東インドのスマトラ島北部においても、海峡植民地
からの非公式の影響のもとで、華僑華人移民の往来が展開された。スマトラ島で
は19世紀から20世紀にかけ、世界市場の需要に牽引されるかたちで、ゴムやタ
バコなどのプランテーションが拡大し、それにあわせブラワン港などの輸出港
の発展が見られたが、同島はオランダ植民地体制下で「外島」と位置づけられた
ため経済インフラ開発へのオランダ当局の関心は相対的に希薄であり、その間
隙を埋めたのがペナンやシンガポールなど海峡植民地からの商人であった。そ
のため19世紀を通じ、北スマトラの経済開発は、主に海峡植民地の中国系交易
商により、海峡植民地（特にペナン）への一次産品の輸出を通じてなされ、特に19
世紀後半には北スマトラからの産品はその50％以上が海峡植民地経由で輸出さ
れるに至っていた［Airriess 1995: 66, 77］。こうした北スマトラの海峡植民地お
よびそこを拠点とする海峡華人商人への経済的依存は、ブラワン港に外洋むけ
大型艦船用の発着施設が建設される1920年代まで続いていた。北スマトラにお
いて1920年代まで海峡ドルが一般に使用されていたという事実や［Airriess 

1995: 77］、メダン華人のあいだではオランダ語教育よりも英語教育が好まれ、
広範に英語が通用していたという事実は、いま述べたような海峡植民地との密
接な関係を反映している［Buiskool 2009: 123］。
　植民地期にメダンとペナンの双方を拠点として活躍した人物の代表が、張煜
南、張鴻南兄弟である。彼らは広東省梅県出身の客家で、メダンに渡ってゴム園
を営み巨富をなし、兄の煜南は清朝政府からペナン副領事（1891－95）、ついで領
事（1895－1900）に任じられ、メダン（デリ）においても蘭印政庁よりカピテンを経
て1906年にはマヨールへと抜擢された。1911年の彼の死後は、弟の鴻南が兄の
後任としてマヨールに任命されている3）［Franke (ed.) 1988: 148, 153］。

模造品を作ってしまう、というものだった。シャム政府はプーケットに、ペナン
など海峡植民地からの中国移民を税制面での優遇をもって錫鉱開発に誘致し、
またそこに海峡植民地のやり方をそっくりまねた統治システムを導入した。す
なわち、鉱山利権や苦力貿易を支配していた海峡植民地出身の中国系秘密結社

（会党）の頭目にシャムの官職を与え、中国移民の管理については彼らの自治にゆ
だねるという方法である。そこから政府が収益を吸い上げる方法としての、阿片
窟や娼館、賭博場の経営、酒の販売などに関する徴税請負制度（これらを会党の頭

目に請け負わせ、会党経由で苦力から徴税する）もまた、海峡植民地の経営方法その
ままだった。プーワドンはこうした一連の政策を、「会党育成政策」と呼んでい
る［Phuwadon 1988］。シャム政府はこうした政策により、中国系会党頭目によ
る強力なリーダーシップをシャム領マレー半島西海岸に確立し、それをもって
英国植民地勢力に対するバッファーとすることをもくろんでいた。
　このように秘密結社に依存した植民地的経営手法が海峡植民地からプーケッ
トに持ち込まれたため、ペナンで競争関係にあった義興、建徳といった主要会党
もまたプーケットに進出し、プーケットはペナンの会党の支部によって実質的
に支配されることとなった。ペナンとプーケットでは19世紀後半を通じて義興、
建徳の両勢力による武力抗争が後を絶たず、その都度両者はともにペナンある
いはプーケットからそれぞれ援軍を仰いでいた［Cushman 1989］。この当時の
プーケットの主要会党頭目やビジネスエリートは、同時にペナンでもビジネス
を経営し、またペナンでの会館や寺廟の建設への寄付を行うなど、ペナン、プー
ケットの双方を活躍の場としていることが多い［Cushman 1991, Wong 2008］。
　こうした往来はその後も継続する。その典型は、19世紀末から20世紀初頭に
かけ、プーケットを中心に一大勢力を築き上げた許氏の例である。許泗漳は
1822年にペナンからシャム領のラノーンに入り、シャム政府の徴税請負人とし
て同国の官界に進出し、貴族称号を与えられた。彼の息子たちはシャム領マレー
半島の各地で行政官として抜擢され、またペナンでのビジネスや社交界にも進
出した2）。許泗漳の末息子の許心美は1900年にプーケット総督となり、また
1902年にペナンに設立された高源公司がペナンとプーケットとの海運を独占す
るなど、20世紀初頭には許氏はシャム領マレー半島の政治的・経済的権益をほ
ぼ支配下におくに至っていた［内田 1982: 38－39 ; Cushman 1991: 9－26］。
　ペナンとプーケットとの密接な交流は、プーケットの子弟をペナンで就学さ
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半島各地に設立した支社を閉鎖し、業務の縮小を迫られることになった。許平等
氏もまた、ペナン支社の閉鎖後はシンガポール本社に戻る予定であったが、ペナ
ンでの同業者仲間等に慰留され、当地で自ら起業する道を選択する。新たに設立
された会社は、孫文の世界大同の精神にちなんで大同公司と名づけられた。大戦
が勃発しマラヤが日本軍政下に入ると、軍政当局の指導下にマラヤのゴム生産 ･
流通を統制すべく北馬護謨組合が設立され6）、許平等氏もまた理事として加わっ
ているが、日本の敗戦後はただちに連合軍の再上陸を祝賀する式典を組織して
いるので、日本軍政期間中は一種の面従腹背を貫いていたものと思われる。なお
北馬護謨組合は、日本軍政下での船運の激減とそれに伴う流通の遅滞により7）、
ほどなくして活動停止となった。
　戦後はペナンにおけるゴム業者の再編により、許平等氏は同業者との共同出
資で新たに大福公司を設立し自ら董事経理に就任するが、ゴムの原料を輸入に
頼っている現状では隣国の政治経済状況に左右されるリスクがあるとして、大
福公司は1949年にメダンに進出し、許平等氏がメダンでの業務に専念すること
となった。
　メダンでの許平等氏は、同業者間での過当競争を緩和するために同業団体と
しての蘇北樹膠公会を設立し（彼自身はインドネシア国籍をもたなかったため理事

には参加しなかった）、また同業者との合弁により友達公司を設立する（許平等氏が

董事部主席すなわち社長に就任した）など当地での産業振興に尽力していたが、非
インドネシア国籍者の農村での商業を禁ずる大統領令1959年第10号（PP10）が
布告されて以降は、自身も非インドネシア国籍華商であった許平等氏のビジネ
ス環境も急速に悪化する。PP10を受けたインドネシア華人の「帰国」運動に対
して許平等氏は当初批判的であったが8）、排華の波が昂ずるに及んで彼の自宅に
も暴徒群集が押し寄せたほか、彼が経営する友達公司もまたインドネシア官憲
の標的となる。1959年に友達公司が税務署の捜査を受け、捜査中は社長である
許平等氏の旅券もまた当局に差し押さえられてしまったのである。10か月にわ
たる捜査の結果、友達公司の無実が証明されると、インドネシアでの事業継続を
断念した彼は、1960年１月に旅券の返還を待ってペナンに戻っている。
　ペナンに帰国後はただちに新同徳公司の設立に参加し、彼自身は経理担当取
締役となる。それ以後の許平等氏は1962年には北馬樹膠公会の主席に、また
1974年には檳州中華総商会の主席に選出されるなど、ペナンの華商を代表する

現在では、インドネシアからの医療ツーリズムの受け入れ先としてペナンが脚
光を浴びつつある。排華期のメダンからペナンに向かうインドネシア華人たち
の再移住もまた、こうした現在にまで続く「広義の海峡世界」の人的往来の伝統
の上で展開されていく。

  3  インドネシアにおける排華と広義の海峡世界

3.1. 1950 年代の排華とペナンへの（再）移住

　メダンとペナンとの密接な往来は、インドネシア、マレーシア両国の独立後も
続いていた。そうした例として許平等4）、許子根父子の事例をまずは紹介したい。
許子根氏は1990年から2008年までペナン州首席大臣をつとめた人物で、ペナン
で生まれるもメダンでゴム園を営む父とともに幼少期を過ごし、インドネシア
での排華が激化する前の1957年に就学のため先がけてペナンに戻っている5）。
父の許平等氏はその後の1960年にペナンに戻り、それ以後檳州（ペナン州）中華
総商会主席などの要職を歴任することになる。父子二代にわたりペナンの商業
と政治を牽引するリーダーを輩出した一族が、メダンとの密接な関係のもとに
成長してきたという事実は、ペナンとメダンとの往来を考える上で象徴的であ
る。以下では許平等氏の回想録［許 1999］から、本稿と関連する部分を整理する。
　許平等氏は1911年にベトナムのハイフォンで生まれる。彼は幼くして父親と
別れて福建省で母親に育てられるが、ほどなくして伝染病で母親を失い、1924
年には父を尋ねてハイフォンに移住する。ただし父の事業が思わしくなかった
ため翌1925年には一家でシンガポールに再移住し、許平等氏は新成茂膠廠とい
うゴム加工会社に就職する。新成茂膠廠が世界恐慌のあおりを受け1933年に倒
産すると、彼はやはりシンガポールのゴム加工業者である民生公司に再就職し、
同年には同公司のペナンへの進出に伴い、新たに設立されるペナン分行の経理

（つまりペナン支社長）に抜擢されてペナンに移住することになる。
　1937年に盧溝橋事件が発生すると、少なからざる南洋華僑が中国本土での抗
日に連帯すべく、南僑籌賑総会を設立して中国への経済支援のための募金活動
を開始した。ペナンにおいても同総会の分会が設立され、許平等氏は７名の財政
担当理事の一人として名を連ねている。欧州での世界大戦を目前にひかえた
1938年には、国際情勢の不安を受けてゴム産業が低迷し、民生公司もまたマレー
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ペナンで椰子の実の加工業を営み、当地で福建人と結婚して1921年に順安氏が
生まれる。
　葉順安氏は父の椰子の実加工業を手伝っていたが、彼が19歳の1940年に家族
をあげメダンに移りゴムの交易に転ずる。順安氏も父の仕事を手伝い、メダン福
建人の謝玉慶と結婚し、のちに玉慶の妹玉珍を第二夫人とする。
　1941年に大東亜戦争（ソンクラーム・マハーブーラパー・エーシア）が勃発すると、
日本軍はインドネシアを占領し、順安氏はペナン、カンタン（タイ国トラン県）と
のあいだの小型船による貿易に進出する。当時は同種の小型船が非常に多く、
100艘はくだらなかったろうと思われる。順安氏はカンタンから米、糯米粉、塩、
胡椒、乾燥エビなどを仕入れてペナンとメダンで売り、メダンではヤー・セン・
チャワー（ジャワ産の薬か？）、ジャガイモ、コーヒー豆、香辛料、材木などを仕入れ、
そのほかペナンからは金をカンタンに運んで売っていた。1943年から1945年に
かけては、カンタンの商売仲間の紹介によりカンタンに拠点を移し、カーオ・ター
ク（米飯を炊いてから乾燥させたもの）の買いつけを主に行った。当時は戦争中の
ためタイ政府は米の輸出を禁じていたが、カーオ・タークは規制の対象外で、ま
たこれは国外の市場でよく売れた。
　戦後は以前の通りインドネシアに戻ってゴムの交易に従事した。しかし独立
後のインドネシアでは共産主義者の影響力が強まり、1965年には共産党が華僑
たちの支持を得て権力を奪取しようという運動が発生したが軍に鎮圧され、共
産党員が多数殺害されたほか、華僑系の大学も焼き討ちにあった。それとともに
華僑に対する軍の姿勢も厳しくなった。そのため葉順安氏の家族は、彼の父を含
め1966年にタイ国に移住した。移住の目的地は、同じ葉姓のイアップ・キムチア
ン（チアン・ワーニット）氏がいるプーケットだった。葉順安氏は住む場所を探すに
あたりチアン氏の支援を受け、また彼が所有するタップサケー錫鉱山（プラチュ

アプキリカン県）の共同経営を任された。葉順安氏はチアン氏から高度の信頼を
受けたため、チアン氏の死後11）は彼の一人息子であるエーカポット ･ ワーニッ
ト氏から疎まれ、仲たがいすることとなった。
　のちに葉順安氏は、錫鉱石から希土類や希少金属を精製する方が収益が高い
ことに目をつけ、自身のタップサケー鉱山の経営権を売却してプーケットに戻
り、1971年にはプーケットにS.A.ミネラル社を設立する。プーケット周辺の錫
鉱は、希少金属類でも特にタンタルの含有量が多く、また世界中もタンタルを精

人物となっていく。おそらくはそうした立場もあり、彼自身はマラヤ独立以来の
連立与党である馬華公会（MCA）を支持していたが、ある偶然から1978年の選
挙で民政党（グラカン）所属のペナン州首席大臣である林蒼祐氏9）の応援演説を
することとなり、その縁で1982年の総選挙に際し、林蒼祐氏は許平等氏の息子
である許子根氏をペナンの選挙区で擁立している。のちに許子根氏は1968年か
ら1990年まで林蒼祐氏の政治秘書をつとめ、さらに1990年からはペナン州首席
大臣となるのは前述のとおりである。
　以上の許平等氏の経歴からは、ハイフォン→福建→ハイフォン→シンガポー
ル→ペナン→メダン→ペナンという移住経路を確認することができる。これら
はいずれも、就職、転職、転勤の連鎖としての移動であり、排華に伴うインドネ
シアからマレーシアへの移住も、その一環としてなされている。1950年代末の
排華運動がなければ彼はメダンにとどまっていたはずであり、その場合はひょっ
とすると（もちろん9・30事件に引き続く再度の排華の波もなければだが）メダン華商
の重鎮として後世に名を残していたのかもしれない。このような、そのときの政
治の風向きによりビジネスの拠点を移していく、という活動の連鎖の帰結とし
てインドネシアからの再移住が行われるケースは、次の葉氏の事例にも見るこ
とができる。

3.2. 9・30事件とペナン、プーケットへの移住

　筆者がプーケットおよびペナンで聞き取りを行ったのは、上記の許子根氏を
除けば、1965年の9・30事件に引き続く排華10）を受けペナンを経てプーケットに
移住した家族と、アジア通貨危機からスハルト退陣に至る混乱期に生じた1998
年の排華を受けてペナンに移住した人々である。
　9・30事件を契機にプーケットに移住した家族については、タイ国で発行され
た『南部華僑』という本の人物編に、インタビューにもとづく経歴が記されてい
る。少々長いので、以下ではその要約を記す。

葉順安氏の事例
　葉順安氏の父は福建省の出身で、家は農業を営んでいたが、貧困のため第一次
世界大戦前にメダンに移住する。その後一時ペナンに居住したあとで、同姓の親
族がいるタクアパー（タイ国パンガー県。プーケットの北隣）に移住し鉱山の苦力
となる。しかし３年後にマラリアに罹患し治療のためペナンに戻る。快癒後は
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である［Suthiwong, Dilok and Prasit 2001: 196］。先に述べたように、葉順安氏の
父は結婚前の20世紀初頭に、やはりパンガー県で錫鉱の苦力を行っているので、
おそらくそこでチアン・ワーニット氏の父と知り合い、それ以後同姓のビジネス・
パートナーとしての交流が、両者の息子世代に引き継がれたのだろう。
　葉順安氏のすみやかなタイ国籍の取得も、ワーニット家との特別な関係を抜
きに考えることは難しい。鉱山の少年苦力として出発したチアン・ワーニット氏
は徐々に独立したビジネスの担い手として頭角を現し、1950－60年代の軍事政
権時代には中央政界や軍部と密接な関係を構築してそれを資産にさらなるビジ
ネスの拡大を行っていた。1967年に彼が、当時のプラパート元帥（副首相兼内相）
を名目上の創業者とするタイ・ウッサーハカム社を設立し、アブラヤシ産業に進
出したことなどはその典型的な例である［Suthiwong, Dilok and Prasit 2001: 200-
201］。当時のタイ国の国籍法によれば、出生地主義の原則にもとづき、非タイ国
籍者の両親のもとにタイ国外で生まれた人物は、そもそも国籍付与の対象外と
なっていた。また上記の葉順安氏の個人史によれば、彼は複数の国籍をもってい
たとある。おそらくインドネシアかマレーシア（あるいはその双方）の国籍を有し、
タイ国への移住に際してはその国籍を離脱せずにタイ国籍をも取得したという
ことになるので、通常の帰化申請によるものでもないだろう。以上を勘案すると、
葉家のタイ国籍取得は超法規的なチャネルによって行われたと考えるのが自然
である。この時期にワーニット家がプラパート内相を含む軍事政権の幹部との
つながりを強めていたことからすると、そうしたチャネルが葉家のタイ国への
移住と超法規的な国籍取得を側面から補助した可能性が高い。
　以上からは、葉家の家族は戦前から、メダン、ペナン、南タイ沿岸部の海域を
往来しながら生計を営んできたこと、そしてインドネシア独立後の排華運動に
際しては、そうした経験とタイ側での人脈を活用してプーケットへの移住を果
たしたことがわかる。彼らが単なる難民ではなく、プーケット有数の富商の親族
兼ビジネス・パートナーとして迎えられたということは（のちにその関係が破綻し

たとはいえ）、インドネシア、マレーシア、タイの三か国を拠点に人間関係を形成
してきたことの効果といえるだろう。葉氏は現在、プーケット市郊外の高級住宅
地に邸宅を構え、市中心部に金行や貴金属店を所有するなど、インドネシア脱出
からわずか半世紀でめざましい成功をとげている。

製可能な施設が数か所しかなかったため、葉順安氏は1979年にタンタル精製の
ために、S.A.ミネラル社を筆頭株主とし、プーケット島内の他の錫鉱山会社と共
同出資するかたちでタイランド・テンタラム ･ インダストリー社を設立する。
　同社の工場が1985年に完成し翌年に操業を開始すると、タンタル精製工場か
らの放射能漏れが地元の環境に悪影響を与えるという噂が流れ、環境保護団体
からの抗議が殺到することになった。問題が拡大すると、環境保護を叫ぶ大学生
たちがプーケットに集結し、1986年６月にこの工場は焼き討ちを受けた。この
まま操業を続けると騒動がさらに大きくなることをおそれ、最終的にタンタル
工場はラヨーン県へと移転された。移転にあたりタイランド ･ テンタラム ･ イ
ンダストリー社は増資を行い、葉順安氏の株式保有率は25% に低下したが、彼
はタンタル精製業からの撤退を望んだためさらに株式を売却して保有率は８%
となった。売却分の株式はドイツ人企業家が取得し経営を行うこととなった。
　葉順安氏は複数の国籍をもつ。タイ国への移住に際してはタイ国籍を取得し、
葉順安からウッティポン・チョーティタンマーポーンへと改名したが、依然とし
て葉順安の名で通用している。彼は中国語が英語よりも堪能で、福建語、広東語、
標準中国語、インドネシア語、マレー語、標準タイ語、南部タイ語を話す。彼は
二人の妻とのあいだに合計11名の子供をもうけた。プーケットで父の事業を手
伝っているのは娘の常青（順安金行を経営）と息子の麒麟（麒麟金行を経営）である

［Suthiwong, Dilok and Prasit 2001: 227－235］。
　筆者も2014年３月22日に娘の葉常青氏に対し、葉家の移住史について聞き取
りを行ったが、語ってくれた内容はほぼ同一であった（葉順安氏は2012年没）。な
お葉常青氏自身は1965年にメダンで生まれ、ペナンで檳華女子独立中学（この学

校については後述）を卒業後、シンガポールのカレッジを経て米国で心理学を学び、
その後にプーケットの両親に合流しているので、おそらく1966年に葉家がメダ
ンからプーケットに移住する際にペナンを経由し、一部の幼少の子女について
はペナンに預け就学させたものと思われる12）。
　先ほどの引用箇所にあるように、葉家のタイ国への移住にあたっては、同じ葉
姓に属するワーニット家の庇護が果たした役割が大きい。チアン・ワーニット氏
は、福建省から来てパンガー県で錫鉱山の苦力となっていた父のもとに1906年
に生まれており、彼自身も幼少期にはパンガーで父と同じく苦力となり、一定の
財産を得た後に同県の錫鉱の衰退に見切りをつけてプーケットに移住した人物
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ネシアから来た人だった。今は学生は300人ぐらいになっている。最近はイン
ドネシアからの入学者が非常に少ないので、校長がメダンに学生募集に行くほ
どである。
　インドネシアから学業で来る人は、クアラルンプールやシンガポールに多い。
ペナンより水準が高いというのが理由である。ただしペナンは、メダンから距離
的に近く、また言葉が同じ（いずれも福建語が広範に通用する）というのがメリット
である。当時、就学目的でメダンからペナンに来た男子生徒は少なかった。男子
の場合は鐘霊学校か韓江学校に行った。ただし彼らのほとんどは卒業後は家に
帰った。
　Ｍさんが檳華女子独中に来たときには放課後に補習をしていた。当時の檳華
女子独中はインドネシア学生が多すぎたので、（中文と英文の補習用に）インドネ
シア出身者専用クラスを別に設けた。そこではマレー語や数学は教えなかった。
中文と英文の補習が必要だった理由は、メダンの小学校ではインドネシア語の
みを教わっていたためである。英語は週一時間しか教えていなかった。華人は
英語を重視するので補習班に行って英語を学んでいた。中国語は（公教育の場で

の使用が禁じられていたため）家でこっそり学んだ。
　Ｍさんは中等後期課程を卒業後にシンガポールのカレッジに行き、卒業後に
ペナンに戻って結婚した。現在Ｍさんは姉妹がシンガポールに一人、オーストラ
リアに一人いる。Ｍさんは春節時には両親がいるシンガポールに帰省（？）する。
　Ｌさんと一緒に檳華女子独中に来た姉は、今ジャカルタにいる。弟は二人とも
クアラ・ルンプールの学校を卒業し、今はメダンにいる。Ｌさん自身は中等後期
課程を卒業後、クアラ･ルンプールのカレッジで今の夫と出会った。夫はペナン
の潮州人で建築業を営む。家では夫の両親と暮らしている。家にはジャワ人の
女中がおり、一日（おそらく一か月の間違い）1,000リンギット（約３万円）で雇用し
ている。Ｌさんのメダンの家には祖母が残っている。Ｌさんは春節時にはメダン
に帰省する。
　二人とも、今でもインドネシアの旅券を使っている。在留資格は５年ごとに更
新する必要がある。10年で永住権が取得可能というが、実際にはマレーシアの
国籍はとりにくい。特に華人の場合はとりにくい。それは政府がイスラム教徒
を優先するためだとＭさん、Ｌさんは考えている。
　以上のＭさん、Ｌさんの聞き取りからは、両者にとって、ペナンがまったく未

3.3. 1998年排華運動とペナンへの移住

　次に紹介するのは、メダンでの排華運動からの避難先をペナンに求めた人た
ちの事例である。すべて1998年排華時の脱出組であり、またすべて女性である（こ

の性別の偏りについては後述する）。インタビューは2015年9月18日に行われた。
また、ペナン側でインドネシアからの脱出組を受け入れた学校で教鞭をとって
いた人物にも、当時の状況について翌日に聞き取りを行った。

Ｍさん、Ｌさんの事例
　Ｍさんは現在28歳、Ｌさんは32歳、いずれもメダン生まれで現在はマレーシ
ア華人男性と結婚しペナンに居住する。いずれもインドネシア国籍者であり、パ
スポート上の正式な名称は漢語名ではなくインドネシア語名である。ただしイ
ンドネシア語の姓（に相当する部分）の一部に自身の漢姓をローマ字表記で取り込
んでいる。
　メダンではＭさんの家は菓子店を、Ｌさんの家は雑貨店を営んでいた。Ｍさん
の家では、1998年の排華のときには警察から金をとられた。暴徒から家を守る
ために、警察に金を払って警備してもらっていた。またＬさんによれば、家の門
の前にイスラム教の文字（アラビア語によるコーランの一節か？）を貼ると暴徒が
入ってこなかったという。
　二人とも1998年にメダンからペナンに来た。Ｍさんは1998年１月に一家を
あげて飛行機でメダンを離れ、Ｍさんをペナンに残し家族はシンガポールに再
移住した。当時Ｍさんは11歳だった。Ｌさんは1998年５月に15歳で姉ととも
にペナンに来た。両親がブラワン港から船で送り、父が仕事の友人に託した。父
の友人は1957－1958年にペナンに来ていた。出国に際しては家族全員で旅券を
申請した。Ｍさんによれば、旅券の発行に際し、即日発行してやるという理由で
一人あたり5,000ドルを要求されたとのことである。ペナンに到着直後は一つ
の部屋に一家全員で寝た（Ｍさん）。家賃は非常に高く、今の金額でいうと一か月
に3,500リンギット（約10万円）ぐらいしたそうである。
　二人とも檳華女子独立中学（独立中学については後述）に入学した。檳華女子独
中ではＭさんの姉が最初の留学生だった。それ以前は檳華女子独中は外国人を
受け入れていなかった。そのほか、1980年代にはＭさんのオバもまた、ペナンの
韓江学校で就学していた。Ｌさんは檳華女子独中でＭさんの姉と同級生になった。
　1998年当時、檳華女子独中には800人の学生がいた。そのうち600人がインド
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で檳華女子独立中学で美術、歴史、体育を教えていた。
　檳華女子は1962年に国民型と独立に分かれた（これは上述のように1961年教育

法への対応である）。それ以前は独立のみだった。
　1998年排華時にメダンから来た人たちは、比較的よい家庭の人だった。彼ら
はペナンに到着するとまず子女を入学させる学校を先に探し、そのあとで住む
家を探した。当時のペナンには独立学校は檳華女子、菩提、鐘霊、韓江しかなかっ
た。檳華女子は校風が厳しいことがセールスポイントとなっていた。また当時
の檳華女子は、五階建ての校舎を建てたばかりだったのでどうにか急増する学
生を収容できた。
　しかし問題は宿舎がなかったことである。突然インドネシアから人がたくさ
ん来たので部屋代も急騰した。就学斡旋を行うエージェントも介在して値段を
吊り上げていた。檳華女子の近くにBerjaya Condoというのがある。当時のエー
ジェントはここをよく紹介した。現在はインドネシアからの医療ツーリズムの
客がよく利用している。
　インドネシアから来た学生たちは、中文も英文もだめだった。しかしマレー語
はできた。福建語については個人差があった。檳華女子独中では、インドネシア
からの入学生増を受け、彼らのために中文と英文の補習クラスを設けた。

知の土地ではなかったことがわかる。Ｍさんの場合、1998年の排華に先立って、
オバや姉などがペナンに留学しており、そうした経験にもとづき、メダンの排華
からの脱出先としてペナンでの就学を選択している。Ｌさんについても、父の友
人がペナンで身元引受人となっている。このように、19世紀から続いてきた、メ
ダンとペナンを結ぶ福建華人の往来の流れが、1998年にもメダンからペナンへ
の脱出を促している。
　上の説明から推測する限り、この二人のメダンでの家庭背景は、ある程度裕福
であったようである。特にＭさんの家族の場合、その豊かさが排華に際して暴徒
の標的となり、また同様に、その豊かさが警察や旅券発行窓口における官憲のタ
カリを呼び込んできたことが見て取れる。自国民の安全を保護すべき警官が夜
盗と化し、自国民の出入国を保護すべき旅券事務所が追い剥ぎと化して自国民
から金をむしりとって国外に放逐する、という、1970年代後半にベトナムで生
じた、ボートピープルに対する棄民政策を彷彿させる情景が展開されていたわ
けである。
　ここでマレーシアの学校制度に関し若干の補足を行っておく。独立中学とい
うのは、日本語風にいえば私立の中学や高校のことである。マレーシアでは民族
ごとに独自の言語による学校教育が行われていたが、独立後の1961年教育法で
は中等教育での教授用語をマレー語か英語とし、既存の華語学校についても国
有化して国民型学校（マレー語学校を国民学校、マレー語以外の言語を用いる学校を

国民型学校と呼ぶ）とすることが定められた。これにより、華語学校はこの方針を
受け入れて国民型学校に転換するか、あるいは政府補助金を受け入れない私立
学校として存続するかの選択を迫られることになった。多くの学校は国民型中
学校となったが、一部は独立学校としての存続を選び、またいくつかの学校は、
同一敷地内に同一名称の国民型中学と独立中学を並存させるという折衷的な対
応をとった13）。上に名前のあがっている檳華女子、鐘霊、韓江といった学校は、
いずれも華語学校として発足し、1961年教育法を受けて国民型中学と独立中学
の双方を併置している。
　次に紹介するのは、1998年当時、檳華女子独立中学の教員だったＷさんによる、
ペナンの受け入れ側からの説明である。

Ｗさんの事例
　Ｗさん自身はペナン生まれの海南人移民第三世である。1994年から2000年ま

写真６－ 1　檳華女子中学の看板
国民型中学と独立中学を同一敷地内に併設している。
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Z：	 1998年の排華運動で強姦事件が起こる。華僑たちは娘たちをまず逃がした。
ペナンでホテルのインターンとして就職。22歳のときに一人で来た。外国
籍者のため正式な就労が困難だったため。ペナンの福建人と結婚。

G：結婚でインドネシアから来た人たちは多くが田舎に行く。クダー、イポー、
ヌグリ・スンビラン、ジョホールなど。

G,	Z：二人にはいずれも娘が一人いる。どちらも小４で同級生どうしである。
子供は北京語、福建語、英語を話す。インドネシアでは華語を学ぶ機会がな
かった。少なくとも学校では教えなかった。子供たちはペナンで華語を学
んでいる。母親が華語を話さず漢字を解さないと馬鹿にする。

X,	G,	Z：インドネシア出身者はよく集まる。50人ぐらい。みな華僑。団体名は
なし。フェイスブックを使う。子供が生まれると呼ぶ。この前は KL（クア

ラルンプール）のパーティーに行ってきた。みな女性ばかりで男性はいない。
集まるときはインドネシア出身者たちだけで集まる。マレーシアの人たち
とは混じらない。彼らは自分たちが主人だと思い、我々を外国人としてみく
だしている。

 　ペナンで勉強した後も残る人は多くない。卒業後に KL に行ったりイン
ドネシアに帰ったりする人が大部分である。生活はマレーシアの方が快適
で安全である。マレーシアでは教育が無償だがインドネシアでは有償であ
る。ただしマレーシアではメイドの人件費が高いのが難点である。

 　永住権を取得するには、５年間出国できない。そのためその期間中は親の
葬式にも行けない。

　以上がＸさん、Ｇさん、Ｚさんへの聞き取りである。
　Ｍさん、Ｌさんの事例と同じく、メダン脱出経験の語り手がほぼ排他的に女性
に偏っている点が目をひく。これはおそらく、当時の排華運動において、少なく
ともメダンでは強姦事件の脅威が切実な問題になっていたことを反映している
のだろう。そのため人々はあらゆる手段を用いて自分の娘の身の安全を確保す
ることが最優先事項となっていたようである。Ｍさん、Ｌさん、Ｘさんの家族の
ように、学齢期の娘をもっており、なおかつペナンの独立中学に子供を就学させ
る余裕のある場合は留学という形で娘を脱出させ、学齢期をすぎた未婚の娘に
ついてはインターンあるいは結婚という形で娘をペナンに送り出す手段がとら
れていたことを、この聞き取り結果は示している。

　以上の聞き取り内容は、Ｍさん、Ｌさんの体験談とおおむね符合する。1998年
のインドネシアでの排華当時、ペナンにおいては華語教育や生徒の受け入れに
関し学校の自由裁量の幅が大きい独立中学にメダンからの再移住者が殺到した
ことがよくわかる。Ｗさんがエージェントの介在について指摘しているとおり、
インドネシアからマレーシアの留学斡旋業者は、1997年の通貨危機から1998年
排華暴動に至る過程で急拡大している［吉野 2014: 127］。これは就学を名目に
海外脱出を試みるインドネシア華人をマレーシアの学校に送り込む需要の急増
を反映しているとみてよいだろう。Ｗさん（および前述のＭさん、Ｌさん）の説明か
らは、こうした入学希望者の急増がエージェントの増加をもたらし、急激に進行
した需給の不均衡により、ペナン側で脱出者たちを食い物にする人々が出現し
たことが示唆されている。宿舎費の急騰というのがそれで、Ｍさんがペナン到着
直後に宿泊した場所では、すでに見たように家族全員が一部屋に寝泊りする悪
条件でも、家賃が一か月3,500リンギット（現在の価値に換算）にまで達している。
Ｌさんが現在雇用する女中の月給が1,000リンギットであるから、実に単純労働
者の月給3.5か月分の家賃を立場の弱い学生相手に吹っかけていたことになる。
　以上は就学を名目に脱出した、おそらく比較的富裕層に属し教育水準の高い
人々の事例である。次に示すのは、1998年にメダンからペナンに移住した女性
グループの事例である。

Ｘさん、Ｇさん、Ｚさんの事例
　Ｘさん35歳、Ｇさん38歳、Ｚさん39歳。
X： Ｍさんの親族（Ｘさんから見てＭさんは母の妹の夫の妹）。メダンではキリスト

教系の私立学校に通っていた。ペナンに来てからは IC カレッジという英語
学校を経て KDU14）を卒業。情報技術を学び、今は幼稚園で英語と華語を教
える。独身。親からいつも、いつ結婚するか聞かれる。周囲の人はインドネ
シアに帰って、インドネシアの人と結婚させたいと考えている。ただし自分
自身は故郷をあまり好きではない。

G： 1998年排華暴動時に、金のない人は娘を結婚させた。自身はペナンの福建
人と結婚し、結婚３年後に就労許可を得た。ペナンでコンピューター技術を
学んだ。結婚後に夫はシンガポールに行ったが、シンガポールに住みたくな
くてペナンに戻ってきた。ここにきて12年になる。現在は洗衣店を営む。
夫の工場では400人のインドネシア人少女が働いている。
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　インドネシアから様々な理由で国外に移住した華人たちは、血統は中国系だ
が出身地はインドネシア、というねじれゆえに、こうした移民にとってホームと
は何かという問題を研究者たちにつきつけてきた。たとえばイェン･アン［1999］
は、自身がプラナカンの両親のもとでインドネシアで生まれ、中国語を知らずに
インドネシアで育ち、9・30事件後に両親とともにオランダに移住したという経
験をもとに、「あなたはどこから来たのですか」という何気ない問いがはらむ問
題をえぐり出している。イェン ･ アンによれば、この問いというのは文化を特定
の場所と関連づけて（つまり特定の文化的アイデンティティを特定の出身地と結びつ

けて）理解する本質主義の問題点を端的に示すものである。イェン ･ アンのよう
な事例は、オランダ人らしいオランダ人、インドネシア人らしいインドネシア人、
中国人らしい中国人という我々の期待を満たさないために、かえって「どこから
来たのか」というホームをめぐる問いの問題が先鋭に浮き彫りになるのである。
　本質主義的な理解ではとらえられないホームの重層性というのは、オランダ
のような第三国への再移民のようなケースに限って生じるわけではない。たと
えば移住先が中国であった場合、中国に同胞として迎え入れられ、その過程を通
じ中国語を習得することで上記のねじれは解消するようにも見える。「帰国」華
僑とは中国の中国人以外の何ものでもないのだ、という説明が容易に想定され
るからである。しかし実際には、そうした「帰国」華僑たちにとってのホームも
また重層的にねじれていることを陳志明が指摘している。彼は、現在の華僑農園
におけるインドネシア「帰国」華僑たちの事例から、彼らの移住経験というのは
決して中国で一般に宣伝されるような、愛国華僑が祖国愛ゆえに帰国した、とい
う単純なストーリー（文化的にも政治的にも常に中国に対してのみ一元的な忠誠をさ

さげてきた人たちの物語）に還元されえないものであることを明らかにする。彼が
そこで見出したのは、インドネシア時代にはインドネシアを政治的なホーム、中
国を文化的なホームとみなしていた人たちが、移住経験を経てインドネシアを
文化的なホーム、中国を政治的なホームとみなすように転換していくという事
実である［Tan 2010］15）。
　こうした先行研究を経由させた上で改めて本稿の事例に戻ると、そこにおけ
るホームの相対的希薄さというのが、広義の海峡世界における移動性の高さを
反映していることに気づく。マラッカ海峡を取り巻くシンガポール、マレーシア、
インドネシア、タイといった国々をまたいで、そのときの条件に合わせて居住地

　Ｍさん、Ｌさんへの聞き取りと同じく、ここでも帰化条件の厳しさが言及され
ている。ここから先は推測になるが、たとえメダンの福建華人がペナンの同胞と
歴史上密接な関係を有してきたとしても、マレー人中心の国づくりを掲げるマ
レーシア政府にとって、インドネシア出身華人は端的に言って招かれざる客で
あったのだろう。インドネシアでの排華を理由に彼らの帰化を受け入れること
は、マレー人の人口比を引き下げる効果しかもたないのである。メダン華人に
とってペナンは同胞の土地かもしれないが、マレーシア政府から見れば彼らは
インドネシア籍のしかも華人である。独立中学への留学生や外国人労働者とし
ては受け入れ可能だが、マレーシアの国民共同体の一員としてはできれば受け
入れたくない人たちである。
　さらにいえば、ＸさんＧさんＺさんがインドネシア出身華人女性グループに
ついて述べているように、メダン華人たちはペナンにおいて、マレーシア国籍華
人たちからの差別的な視線にさらされている。ここで皮肉なのは、マレーシア華
人がマレーシアにおいてブミプトラ（土地の子）ではない（つまり国の主人でない）
として差別を受けている一方、インドネシア出身華人はそれと同様の不満をマ
レーシア華人に対して感じているということである。メダンからペナンに再移
住したインドネシア華人たちは、マレーシア政府とマレーシア華人からの、そう
した二重の周縁化にさらされているわけである。

  4  おわりに

　本稿で見てきたのは、北スマトラから隣接地域への移住者たちの事例である。
これらの事例を見ていて気づくのは、他地域への移住例に比べ、政治的・イデオ
ロギー的背景が著しく希薄なことである。これは98年移住組のような、自分の
意思よりは両親の判断でペナンに一種の疎開をさせられた少女たちの場合に限
られない。彼女らよりも古い世代に属する許氏や葉氏の移住例もまた、自身のイ
デオロギーや政治的忠誠心を実現するためではなく、あくまでビジネス環境の
悪化に伴う本拠地移転としてインドネシアからの移住が語られるのである。も
う少しわかりやすくいうと、ここでの事例に登場する人々からは、移住先に対し
てであれ、インドネシアに対してであれ、ホームの所在がどことなく曖昧なまま
経験が推移していく、という印象を禁じえないのである。
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注釈

1） ここでは詳述を割愛するが、下ビルマもまたアンダマン海に沿って展開される「広義の
海峡世界」の一環を構成する。たとえば長田が明らかにするところによれば、英領期の
ラングーンには海峡植民地から持ち込まれた中国系秘密結社が大きな勢力をなしてお
り、それに対する植民地政庁の政策もまた、海峡植民地における会党政策の模倣ともい
うべき性格を有していた［長田 2014］。

2） ペナンでの許氏の活動については Cushman［1991: 56－61］が詳しい。許心美はペナン・
フリー・スクールや聖ザビエル学校にも寄付を行っている。

3） 張氏兄弟のメダンおよびペナンでの事跡については饒淦中編［2011: 105－117］も参照さ
れたい。

4） 許平等氏は当初は許丙丁と称していたが、メダン時代に工場が失火したことを受け、僧
侶のすすめにより平等と改名している。本稿では煩を避けるため、改名前も含めて一括
して許平等と表記した。

5） 許子根氏への聞き取り。2015年9月15日。

6） 日本軍政下において設立された馬来護謨組合は、軍政当局のマラヤ ･ スマトラ一体化
方針を受けてスマトラ支部を設立し、スマトラのゴム産業も傘下におさめていた。榊原

［1998: 236－237］参照。

7） その一方、この時期に流通の停滞を利用して成功を収めた者もいたことが回想録で言
及されている。すぐ後で述べる葉順安氏などの例がおそらくそれにあたるだろう。

8） 回想録によれば、その理由は、南洋よりも貧しい中国に移住すれば生活環境がさらに悪
化するのは目に見えている、という、いかにも移民一世らしい観測にもとづく。

9） 林蒼祐は1950年代末に馬華公会主流派と対立して離党し、統一民主党を経て1968年に
民政党を結成、1969年総選挙でペナン州を制し州首席大臣となった。なお民政党は当
初は野党であったが、1969年総選挙の結果を受けて発生した人種暴動、およびそれに
引き続く非常事態宣言のなかで連立与党との提携に踏み切ることになる（金子［2001］
も参照）。

10） 蔡晏霖によれば、北スマトラにおける1965年の排華運動は、実際には9月30日のクー
デター未遂事件に先んじて開始されていたようである。1960年代のインドネシア政治
において共産党と陸軍とのあいだで昂進した分極化により、共産党とともに陸軍の発
言力も向上したため、北スマトラの陸軍司令部が1965年6月には管轄地区内の華校の
閉鎖を命じている［Tsai 2013: 90－91］。

11） チアン氏は1981年に死去している［Suthiwong, Dilok and Prasit 2001: 206］。

12） 9・30事件の発生当時、スカルノ政権による「対決 confrontasi」政策の影響を受けて、イ

を選択してきた人々にとって、排華に伴うインドネシアからの出国もまた、そう
した選択肢の幅のなかでのオプションの切り替えとして展開されてきたのであ
る。そうした傾向は、程度の差はあれ現在にまで引き継がれている。
　メダン、ペナン、プーケット、シンガポールのあいだで、就学、就職、転職、結
婚などを契機に往来しながら各地に拠点を築いてきた人々にとって、居住国と
中国のどちらが祖国か、という二者択一的な問い自体が前景化しにくい。誤解を
おそれずこの状況を比喩的に述べるならば、さしずめ転勤族の子供たちに近い。
自分が生まれ育った場所、現在の自分の居住場所、現在の両親の居住場所が一致
しないわけである。プーケットに居住しない葉常青氏のキョウダイ（葉順安氏の

子供たち）にとっては、生まれた場所がメダンで現居住地はカナダで帰省先はタ
イ国ということになる。しかも彼らは、父系の血統からいえば福建省同安出身華
人の子孫でもある。Ｍさんの事例も大同小異で、自身はメダン生まれの福建人で
インドネシア国籍をもつが、現居住地はマレーシアでペナン福建人と家庭を営
んでおり、両親はシンガポールに移住しているため春節の帰省先がシンガポー
ルとなる。結局のところ、ホームというのは父祖の出身地のことなのか、帰省先
のことなのか、出生地のことなのか、現居住地のことなのか。広義の海峡世界に
あっては、域内各地にばら撒かれたこれら複数のホームが一点に収斂せず乱反
射しているのを見ることができる。
　ここで誤解のないように断っておくと、筆者は何もクレオール礼賛、脱領土化
礼賛を行いたいわけではない。上で紹介した論考で陳志明が正当にも指摘して
いるように、ディアスポラたちの脱領土化された経験というのは、移動後の再領
土化を当然ながら伴っている［Tan 2010］。広義の海峡世界における特徴という
のは、そうした再領土化が存在しないことではなく、再領土化過程が比較的緩慢
だったという点につきる。そしてこの緩慢さが、再領土化に際して複数のオプ
ションを提供してきたわけである。もちろんそうした複数のオプションは、近代
国家の論理と無縁ではない。東南アジア各国で国民形成に際して行われた反華
僑政策や排華運動というのは、それが国民形成の一環としてなされたというま
さにその理由により、個々の近代国家の枠内で完結的に展開された。国境を越え
て広がる「広義の海峡世界」は、しかしなおかつそのなかに国境線が横切ってい
るからこそ、排華運動や華語教育禁圧の温度差が国ごとに生じ、それが人々のさ
らなる移動を動機づけてきたといえるのである。
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ンドネシアとマレーシアとの国交は断絶していた。当然定期直行便は中断されていた
はずである。葉順安氏の妻である謝玉珍氏への聞き取りによれば、インドネシア出国に
際してはブラワン港から船を用いたとのことなので、インドネシアとマレーシアの国
交正常化を待って脱出したのかもしれない。なお両国は1966年８月に外交関係を正常
化している。

13） この点に関しては杉村［2000］が詳しいので参照されたい。

14） KDU（Kolej Damansara Utara）とは1983年にクアラ・ルンプール郊外に設立された民間
のカレッジで、米国の四年制大学との単位移行プログラムをマレーシアで最初に手が
けたことで知られる［吉野 2014: 72－77］。

15） 奈倉［2014］もまたミャンマー華僑の事例から、重層化・双方向化したホームの概念を
指摘している。
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