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  1  背景

　本科研において、2013年より実施してきた香港調査では、1965年前後に香港
に移り住んだインドネシア華人におおぜい会うことができた。移住からすでに
50年が経過し、彼らは定年を迎え、二世、三世へと世代が継承されている。この
ような状況の中、香港在住インドネシア華人一世と香港生まれの二世がインド
ネシア華人移民であることをどうとらえているのかに関心を寄せるようになっ
た。継続調査を行う中で2015年秋には、1965年ごろに大陸を経て香港へ移住し
たインドネシア華人一世とその子どもであるいわば香港在住インドネシア華人
二世にインタビューすることができた。本稿では、そのインタビューをもとに一
世の移動の経緯とその後の香港での生活、インドネシア出身という背景と香港
出身の子どもとの意識の差、または親子に生じるギャップなどを探り、移動する
インドネシア華人が構築する歴史をとらえたい。
　人の移動は、世界中で繰り返されている。先祖が住んでいた地域から移動し、
何代にもわたっていたり、ある程度まとまった民族集団で移動し、すでに何世代
も経た人々がコミュニティを形成することは、珍しいことではない。それも、同
じエスニシティ集団の国家、社会に移住するケース、異なるエスニシティ集団で
構成される国家に移住するケース、移住先に同じエスニシティの移住集団がい
るケースなど、移動、移住といっても多様である。そして本稿でのケースは、祖
先が中国から異なったエスニシティの住むインドネシアに移動し、その後、華人
が中心の中華圏社会である香港へ移り住んだケースである。
　このような移動の中、その年月、世代において、祖先の出身地に帰属意識を抱
くのか、移住している現在の地に帰属意識を抱くのかなども様々であろう。例え
ば、日本に住む在日コリアンも、すでに三世、四世へと世代継承がなされている。
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  2  香港在住インドネシア華人一世＆二世のストーリー

　本研究では、1965年にインドネシアで起きた政変を機に中国大陸に留学した
後、香港へ移住したインドネシア華人とその子どもであるいわば香港出身イン
ドネシア華人二世に対するインタビューを分析する。インドネシア華人は女性
で、香港で出会って結婚した夫もインドネシア華人である。そして現在30代の
子どもが２人いるが、今回インタビューしたのは第二子である娘である。2015
年11月２日に香港の美孚にあるコーヒーショップにおいて、親子に順番にイン
タビューを行った。インタビュアーは３人で、母親のほうにはインドネシア語と
広東語でインタビューを行い、娘は日本留学経験があったため、日本語でインタ
ビューを行った。インタビューは許可を得たうえで録音し、文字化したものをも
とに、執筆者がストーリー化を行った。なお、父親にもインタビューしたのだが、
父親へのインタビューは、母親の話と重なる部分が多いため個別には取り上げ
ず、必要に応じて盛り込みたい。

2.1. 母のストーリー

　沈瑰芳（Sam Kuai Fong）は、1952年にインドネシア、スマトラのランプンに生
まれた。華人としてのルーツは湖北である。湖北出身の華人は多くはないが、職
業には歯科医が多いそうで、瑰芳の父も歯科医だった。両親ともに湖北人だが、
父親は湖北生まれで、母親はインドネシア生まれである。キョウダイは12人おり、
瑰芳は５番目だった。
　1965年、瑰芳が中学二年生の時にランプンの華語学校である華聯学校が閉鎖
され、その後は家で家庭教師にマンダリンと数学を習った。現地の学校に行かせ
る気のなかった両親の方針から一般の学校には編入しなかった。その後1968年
に１番目の姉と一緒に大陸へ「帰国」することとなる。政変をきっかけとした帰
国は1967年までが多く、瑰芳が渡航した時期は少し遅かったといえる。その頃
は二重国籍だったが、 自分はまだ幼く姉に随行するという形だったため、手続き
や書類などのことはよくわからない。私費渡航で、まずランプンからジャカルタ
へは船で渡った。そしてジャカルタから香港へ飛行機で行き、そこから広東省の
新会県（Xinhui）まで列車で行った。
　その後姉とともに、広州沙河補校に行く。沙河補校は本来華僑の補習校だった

宋には、日本の公教育を受けた若い世代の「私の故郷はこちら（日本）でしょう。
韓国が故郷という考えはありません。なんとなく……、韓国は私にとって外国
なんです。けど本籍地があって、また私の先祖がそこから来たということを考え
れば、外国ではあるけど「特別な外国」と言えばいいのでしょうか？ そんな感じ
なんですね（在日コリアン女子大学生）」［宋 2012: 63］という語りが紹介されてい
る。また、鄭によると、京都生まれでアメリカに留学した父親と日系三世である
母親との間にアメリカで生まれ、日本留学中である男子大学生が、英語と家庭言
語である日本語の二言語は、「どれも「母語」でどれも「外国語」である」［鄭 2013: 
75］と感じていたという。そして、母親の言う「日本人であるから日本語ができる」
ことが「日本人らしさ」だと受け止めていたが、付き合った日本人の恋人に「日本
人らしくない」と言われたことにショックを受け、「普通の日本人」ではないの
だという思いをもったことが語られている。
　篠崎は、越境者の事例としてあがることの多いユダヤ人と華人のアイデンティ
ティなどに関する複雑な立ち位置を「ルーツの祖国」、「暮らしの祖国」、「理念の
祖国」の「三つの祖国」という枠組みでとらえようとした。それを時間軸として
とらえると、ルーツの祖国は「祖先や自らのたどってきた道のりとしての過去」
で、暮らしの祖国は「現状を肯定する現在」、理念の祖国は「あるべき姿としての
未来」と置き換えられるという［篠崎 2014: 132］。さらに空間軸としてとらえると、
ルーツの祖国は「出自国」、暮らしの祖国は「居住国」、理念の祖国は「これからの
永住国」に対応するともいえるとのことだ［ibid. 132］。本稿で扱うインドネシア
生まれの香港在住華人一世と香港生まれのその子どもの意識を分析する際、篠
崎の指摘する三つの祖国という切り口から考えてみようと思う。
　インドネシア華人の移住について北村では、オランダに移住したインドネシ
ア華人のライフヒストリーを分析している。その中で、出身国インドネシアは精
神的よりどころとしての「祖国」という位置づけにはならなかった彼らが、1998
年のスハルト政権崩壊後民主化の道をたどったインドネシアを「祖国」と位置づ
けるようになったと指摘している［北村 2014: 236］。ここにみられるのは、祖国
は不変不動のものではないということである。アイデンティティが固定的でな
いことはたびたび指摘されるが、本稿ではそれを祖国の位置づけと関連させて
考えてみたい。
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に少しインドネシア語も使う。香港での永住権はすぐにとれたわけではない。
はじめのうちは、１年ごとにビザを延長していた。時には３か月しか滞在許可が
おりないこともあった。そんなことを繰り返し、７年間は居民 1）ではなかった。
　夫、黄冠鈞（Huang Kuan Chun）は、1950年にジャカルタで生まれた客家人で
ある。新華小学・新華中学に行き、1965年高校１年の時に学校が閉鎖された後は、
しばらく家業を手伝って車のディーラーとして働き、1967年に広東に「帰国」し
た。その時から、ビジネスを展開したいという希望をもっていた。広東では、最
初１、２か月農業に携わり、その後は金属工場で働く。1973年か74年頃に香港に
来て、最初は輸出向けの腕時計工場で働き、後に香港にオフィスを開き、広東で
プラスチック工場を設立する。キョウダイは11人おり、父親もキョウダイが多
いことから大家族である。インドネシアの家ではインドネシア語で話す。
　1977年に瑰芳は知人の紹介で、当時腕時計工場に勤めていた黄と結婚する。
その当時の香港では、女性の縫製工場の仕事の方が男性の工場労働より収入が
よく、下手をすると給料も倍ほども違ったそうだ。
　1979年に長男、1983年に長女（イネス）が誕生する。1985年に孫の顔を見せる
ために、初めて家族でインドネシアに帰国した。インドネシアに帰国するのもそ
う簡単ではなかったため、それまでは一度も帰らなかった。しかし、その帰国を
きっかけに、その後は両親も時々香港に来るようになる。両親がまだ生きていた
頃は、インドネシアにも帰ったが、現在はあまり帰らない。夫の家族や親戚もお
おぜいインドネシアにおり、オーストラリア在住の親戚もいる。一番上の兄が歯
科医を継いだが、それも今はもう辞めている。自分が大陸に渡った頃、自分より
上のキョウダイはもう働いており、自分より下のキョウダイは小さすぎたため、
結果として海外に渡ったのは、姉との二人だけだった。キョウダイに会えば、基
本的にインドネシア語で話すが、忘れている単語もある。でも（湖北の）華語もマ
ンダリンと似ているので問題ない。
　香港では、北角（North Point）、旺角（モンコック）、そして荃湾（Tsuen Wan）内で
２回引っ越し、計３か所に住んだ。結婚当時も荃湾に住んでおり、その後青衣に
移って、馬鞍山にはここに20年ぐらいずっと住んでいる。香港に移ってきた当
初は、インドネシア華人の知り合いと一緒に住み、ルームメイトが帰国したり結
婚したりすると、また別の人と一緒に部屋をシェアした。インドネシア華人が多
い工場地帯は、 魚涌（Quarry Bay）、観塘（Kwun Tong）、荃湾辺りである。

が、その時期には帰国華僑がそう多くはなく、次の行き先が決まるまで待機する
のみで、補習はなかった。瑰芳がいた時は、ほとんどインドネシア華僑だった。
姉はインドネシアで学校を出ていたため、まもなく海南島の専勤農場へ送られ、
６年ぐらい働くことになる。瑰芳は年齢が足りなかったため、まず、新会の高校
に入学した。その頃、都会の学校への割当はすでに終了していたのだ。高校では
最初のうちは授業があったが、文革の影響もあって、じきに働くことになる。は
じめは油の工場に送られた。それから縄を編む工場に勤務していた。農場に比
べると、工場での仕事はそう大変ではなかったと思う。
　その後、香港には1972年に移動した。その時は、両親が恋しくてインドネシ
アに戻るつもりだった。親から帰国希望の手紙を送ってもらい、公安局に申請し
た。公安局から帰国許可がおりるスピードは地方によって違うのだが、瑰芳の場
合は田舎（新会県城）だったこともあり４か月で許可がおりた。インドネシアに戻
るには、必ず香港を経由する必要がある。そこで近隣の工場のインドネシア華僑
女性６人と一緒に香港に渡った。結果として、そのまま香港にとどまることにな
るのだが、このようにして多くのインドネシア華人が香港に残った。香港に渡っ
た時、同様にやってきたインドネシア華人が30－40人ぐらいいたが、そのうちイ
ンドネシアに戻ったのは１－２人しかいない。新会からバスで深圳（Shenzhen）ま
で行き、歩いて羅湖（LoWu/ Luo Hu）に渡り、そこから列車で香港に入った。
　香港に着くと、友人が迎えに来てくれた。そして、瑰芳は香港も自分に合いそ
うだと思ったため伝手をたどって就職することにする。インドネシアでの生活
も色々難しいこともあるし、香港のほうが快適そうだった。工場が多かったこと
もあり、その頃香港で仕事を探すのは簡単だったし、インドネシア華人がおおぜ
いいて手助けしてくれた。昼間働いて、夕方からの別の仕事を探すこともあった。
瑰芳は衣服縫製工場に勤務し、その後結婚し、第二子であるイネスが生まれるま
で働いた。イネスが生まれた後も、しばらく衣服縫製の内職をした。衣類は作業
前と後にピックアップしてくれたので、家で子どもの世話をしながら仕事を続
けることが可能だったのだ。新会の学校ではマンダリンが使われていたが、広東
省だったため広東語も少し話されていた。香港の広東語とは少し異なったが、少
しずつできるようになり、日常会話は問題ない。しかし、大陸でも十分に学校に
行けなかったため今でも読むことはあまり得意ではないと思うが、娘には今の
若者よりはよほど読めると言われている。家庭では広東語で話しているが、たま
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2.2. 娘のストーリー

　イネス（黄旭瑩：Huang Yuk Ying。以下、イネス）は、インドネシア華人である両
親のもとに1983年に香港で生まれる。四つ上の兄との二人キョウダイである。
母は、イネスを生んだ後はそれまで働いていた縫製工場を辞め、家で縫製の仕事
を請け負っていたが、今は働いていない。兄は、建築機械を扱う会社でセールス
をしていたこともあったが、現在は学習塾を営んでいる。会社ではセールス先が
発展途上国中心でインドネシアとも取引があったため、兄はインドネシア語も
そこそこできる。
　両親自身がそう頻繁にインドネシアに帰国しなかったこともあり、自分も今
まで２回しか行ったことはない。２歳の頃に、自分を祖父母に初めて会わせるた
めに両親が連れて帰ってくれたそうだが、記憶はない。２回目は８歳の頃で、暑
かったことと蚊が多かったこと、そして料理がおいしかったことを覚えている。
逆に、インドネシアから親戚が香港に来ることは時々ある。兄は自分よりインド
ネシア語ができるから、いとこや親戚とも、自分よりは親しい。
　香港では、中学高校一貫で７年間だが、６年生の時にイギリスに留学した。イ
ギリスでははじめは語学学校に行き、その後現地の高校に入った。イギリスには
2001年から2003年ごろまでいて、母の勧めもあり2005年に日本に留学した。
日本では、専門学校でメイクアップの勉強をした。イギリスにずっといてもよ
かったが、メイクアップならアジア人向けということを考えても、日本がいいと
思ったし、両親も日本のほうがイギリスより香港に近くて便利だと感じたようだ。
　2008年に帰国後、資生堂の通訳や日本語を教えるアルバイトを１年やり、資
生堂で正社員になってからは、美容部員のトレーニング部門に勤務した。2013
年８月に結婚し退職する。長男を出産後、現在はフリーで通訳、ならびに兄の経
営する塾で事務仕事を中心に手伝ったりしている。
　イネスは子どもの時、両親に華僑であるということの説明を受けたが、「イン
ドネシア華僑2）」とインドネシア人の違いがわからず、自分はインドネシア人な
のかと思っていた。意識としてわかるようになったのは10代の頃だと思う。イ
ギリスでインドネシア人（プリブミ）に会ったので両親の話をしたのだが、インド
ネシア語ができないため、結局友人になるには至らなかった。自分は「典型的な
香港人」ではないとは思っていたが、渡英前に、香港生まれの香港人との違いを
強く意識するようになったような気がする。

　一緒に大陸に渡った姉は、海南で６年働いた後、香港にやって来る。そして香
港でしばらく仕事をしたあと結婚し、瑰芳と同じく香港在住である。姉の夫は広
東省台山人のインドネシア華人だが、父親の仕事の関係で以前より香港の元朗
に住んでいたそうだ。姉の舅の職業は不明だが、土地を多く所有しているらしい。
　現在はインドネシア華人の友人たちも皆定年退職し、皆で食事に行ったり、ピ
クニックに行ったりするのが楽しみである。香港人の友人ももちろんいるが、親
友はインドネシア華人だ。インドネシア華人の方がのんびり（ramah）しており、
香港人のほうがきつい（galak）ので、インドネシア華人のほうが気が合うと感じ
る。夫は、香港にいてもインドネシア華人は見ただけでわかるという。歩き方や、
男性の場合は髪型など、見るだけで話をしなくてもこの人はインドネシア華人
だとわかるそうだ。夫も瑰芳同様、定年後は10人ぐらいでよく集まっている。
夫はインドネシア華人のスポーツ大会や、食事会などに顔を出すのも好きだ。
ジャカルタの小学校10校ぐらいの出身者が集まって開催した1,000人規模の連
合同窓会にも出席していた。ちなみにスラバヤの学校関係者の同様の組織もある。
　家では、普段は中華料理を作っているが、インドネシア料理のほうがおいしい
と思う。香港に来てから、友人に教えてもらい、gado-gadoや lodehなど自分の好
きなインドネシア料理も作る。香港にもインドネシア料理のレストランがある
が、あまりおいしくないと思う。
　香港は、自由で治安がよい。お金があればインドネシアも快適だと思うが、そ
うでなければ香港のほうが暮らしやすい。香港も1997年以降変化はあるが、自
分は香港政府を信じている。香港からインドネシアに帰国したが、また香港に
戻った知り合いもいる。インドネシアは夜出かけるのも危険だし治安も悪いし、
それと比べると香港のほうがいいと思う。飢えることもない。インドネシアで
自分の店をもってボスになるほうがいいという人もいるが、香港は物価が高く
てもそれに見合った賃金を得ることができる。もちろん香港にも嫌なところも
あるが何も恐れることはない。インドネシアには16歳までしかおらず、まだあ
まり何も知らなかった。中国にも４年ぐらいしかいない。香港に来てもう40年
以上で、香港が一番長い。なので、どこの人かと聞かれれば「香港人」になるだ
ろう。
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いる。
　メイドはインドネシア人を雇っている。それは、メイドが両親とも話せたほう
がいいと考えたということもある。イネスはメイドとは英語で会話しているが、
両親はインドネシア語で会話しており、父親は雑談相手にもしている。
　現在のメイドは37歳で、大学生の子どもと、夫の連れ子の二人の子持ちだそ
うだ。メイドも離婚歴がある。「インドネシア人は寂しがりやなのでお手伝いさ
んは離婚率が９割ぐらい。」イネスは言う。家族を置いて異国でメイドとして働
いているうちに、寂しくて自分と同様に異国で働いている人を新たなパートナー
としてしまうことも多いそうだ。もちろん、国で残された夫のほうに新しい相手
ができる場合もあるという。イネスのメイドは、インドネシア、マレーシア、シ
ンガポール、香港で家事労働に携わってきた。香港ではイネスのところが二軒目
だそうで、イネスはいい人だと思っている。
　実は、香港の将来には不安を感じている。それは夫も同様である。家も高いし、
教育方法も詰め込み式であるなど不安材料はたくさんある。大陸からの人が増
えていることで、その人たち向けの商売が盛んになって、香港人向けの店が少な
くなってしまったし、ビジネスもしにくくなっている。香港はもともと男性が多
かったそうだが、大陸からの女性が増えて、その人たちとの婚姻が増加するなど、
香港社会そのものが変わってきていると感じる。夫がカナダ国籍をもっている
ので、将来は子どもの教育のためにもカナダに移住した方がよいかもしれない
と思う。同世代の香港の人には、同じような考えの人も多く、一時期台湾に移住
することが流行ったし、日本にマンションを買ったという人の話も聞いたこと
がある。自分の時代まではまだよくても、自分の子どもの時代になるとよほど強
くないと生き残れないのではないかと思い、心配でもある。人間は、食べること
と住むことが基本だと思うが、その基本すら、今の香港では難しい。そのことを
考えるだけでも、香港ではなく外国に住みたいと思う。
　両親は香港に満足しているようだ。香港政府を支持しており、信じている。兄
と自分もどちらかというと政府を信頼しているほうではあるが、将来への不安
はある。両親は同じような友人サークルでしか人付き合いをしないので、考え方
が変わらない。しかし、自分は新しい人とも出会い、話し、新たな考え方にも接
するため、両親とは異なり、香港の将来についても色々考えることが多い。

「たぶんもともと親は、普通の香港人ではないですから、そういう、もっと

インターナショナルなというか、ほかの国の人と話したいという気持ちが

強かったんですよ。そう、だから私、すごい香港人なわけではないんです」

　夫とは共通の知り合いを介して知り合った。夫の母親は典型的な香港人で、夫
の父親は中国生まれであるが、夫の父方の祖父は早稲田大学への留学経験があ
るという。夫は現在、フランチャイズのガソリンスタンドを経営している。
　夫を見ていると「もうすごい香港人の感じ」だと思うし、イネスは「私は普通の
ローカルな香港人じゃないですよ」と夫に言うこともある。香港の食べ物なども
わからないし、中華料理を作っても、普通の中華料理、ローカルな料理ではない
気がする。インドネシア語はわからないが、何となく自分は香港人だとは思わな
い部分もある。よそ者だとまでは思わないが「自分、プライドというか、何か私
は香港人じゃないから、すごい、あなたたちとは違うよ」という意識がある。
　子どもの頃は、ルーツをわざわざ周りに話すことはなかったが、今は自分の境
遇がわかったので、機会があれば説明している。香港にいる他の二世とも同じ感
覚だとまで感じるわけではないが、自分と同じように親がインドネシア華人の
二世にたまたま会ったことがある。その時は、「同じグループだ」とわかって、感
動までではないが、「あ、うれしい」という感じはあった。その後仲良くなるとい
うことはなかったが、ただ、その瞬間はやはり何か感じた。しかし今でも、イン
ドネシア華人の友人は特におらず、母親の親友の子どもと時々連絡をとるぐら
いだ。
　香港の家族の伝統的な風習などは知らなかったりするが、夫の家族もそう伝
統的ではないので、適当に合わせている。しかし、同じ月餅でもインドネシアの
月餅が食べたくなったり、インドネシア料理の影響を受けた食事で育ったから
か、インドネシアのお菓子などを食べたいと思うことがある。小さい頃はあまり
気にしなかったが、今考えるとインドネシアのお菓子を食べていたのだと気づ
き、自分は「普通のローカルな香港人じゃない」という感覚が強くなったのだと
思う。ちなみに、最近の香港にはインドネシア人のメイドが多くて、ちょっとし
たものを買える店が増えているので、たまに食べたくなる。インドネシアは自分
の故郷ではないが、田舎の食べ物を食べるというのに近いような気持ちがあり、
自分の故郷ではないのに、小さい頃の料理が懐かしくなるような感覚をもって
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プが二人の語りから明らかになっており、興味深い。
　また、母親は香港について、インドネシアとの比較で住みやすさや快適さをあ
げる。それに対して娘は、香港自体の変化やインドネシアではないほかの国の状
況を引きあいにだし、香港の状況を憂う。また、その親子の考えの違いについて
娘は、

Q3）: 例えば、香港の将来に関しても。

  I  : あー。

 Q  :	思ってることも違うし。

  I  : 違うんですよねー。友達の、何でしょう。その、同じグループの友達

と話してるんですから、いつもその、考えが、つよ、強くなるだけじゃ

ないですか。でも、私、嫌でも新しい人、出会いますからねー。嫌で

はないし、それで、いろんな話聞いたりとか、もっと新しい考えある

んじゃないですか。

 Q  :	そうですね。

  I  : それが違うと思うんですね。

と述べている。移民であり、定年退職し、ある程度限られたコミュニティの中で
の生活が中心の親世代と、若手世代とのネットワークの差が意識の差を生んで
いるともいえる。母親世代にとっては、香港はいわばゴール地点でもある。しか
し、娘世代は「普通のローカルな香港人」が直面する香港返還以降の社会的流れ
の渦中にいる当事者である。香港は出身地であれ、ゴール地点ではないともいえ
る。そして多くの香港人が他国の国籍を保持しているように、彼女の夫も例外で
はなく、それは家族の将来について考える時にも影響している。
　親子の意識を前述の篠崎の三つの祖国の枠組みから考えてみたい。母親はイ
ンドネシアから中国を経て香港に移動している。したがって、インドネシアにい
る時は、ルーツの祖国は「中国」、暮らしの祖国は「インドネシア」、理念の祖国は

「中国」だったのだろう。それが、現在はおそらくルーツの祖国は「中国、インド
ネシア」、暮らしの祖国と理念の祖国は「香港」なのだといえるだろう4）。そして、
娘にとってはルーツの祖国は「中国、インドネシア」、暮らしの祖国は「香港」、し
かし理念の祖国は香港かもしれないが、カナダなど再々移住に目を向けている

  3  考察

　移動したインドネシア華人も、現在では移動先での年月のほうがインドネシ
アにいた年月よりも長いケースがほとんどである。それでも、インドネシアにい
た頃の生活習慣や言語、意識を強くもっている人もいれば、そうでない人もいる
だろう。今回インタビューした両親は、インドネシア華人であるという意識もも
ちろん失われてはいないが、香港になじみ、香港の一員として生きている姿、そ
して意識がみられる。

Habis kita di Hong Kong sudah 40 tahun lebih.  Kita orang kalau di 

Indonesia sih belum 16.  Kan waktu itu umur 10, 11, masih belum 

tahu apa-apa ya.  Jadi di Indonesia nggak begitu tahu apa-apa.  Saya di 

Tiongkok juga cuma 4 tahun.  Jadi di Hong Kong paling lama saya.
（我々は香港にもう40年以上いる。インドネシアでもまだ16歳だった。

10、11歳なんて、まだ何も知らない。だからインドネシアのことはあまり

知らなかった。私は中国にも４年しかいなかった。だから香港が一番長い。）

　しかし、それに対して娘は、インドネシアにはほんの２回短期間訪れただけに
もかかわらず、「普通の香港人ではない」と言っている。インドネシアに住んだ
ことはなくても、両親から与えられたインドネシアの食べ物や、逆に自分の家庭
にはなくよその家庭にある香港の風習などを知り「自分は違うんだ」と思ったと
いう。

インドネシアのも食べてるなーという。だからもっと自分も普通のローカ

ルな香港人じゃないというところの、そういう感覚は強くなったと思うん

です。

　母親とて「香港人だ」とはいっても「普通のローカルな香港人」だという意識で
はないだろうし、実際のところ親子の意識にはそれほど差はないのかもしれな
い。しかし、一番長く住む地を帰属先ととらえる母と、出身地ではありながら、
自分には別の帰属先のエッセンスが含まれているととらえている娘とのギャッ
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も、興味深い。

注釈

1） 香港在住者は、香港居民身分証明書を申請し、登録しなければならない。いわゆる ID
カードで、永住権が確立したものとそうでないものの２種類があるが、この段階で瑰芳
が申請したのはどちらなのかは定かではない。

2） 執筆者は「華人」を使用しているが、この場合イネスが日本語で「華僑」と言ったため、
それをそのまま使用した。

3） Q はインタビュアーを指す。

4） 香港は中国に返還され、「国」と評するのかは難しいところだが、本稿では協力者の移
動時は香港はイギリス領であり、協力者も香港と中国大陸を別に考えているため、「祖
国」と表現する。
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のがわかる。ここで興味深いことは、三つの祖国がすでに三つに収まらない点と
流動している点である。北村［2014］で、インドネシア華人がインドネシアを「祖
国」ととらえるようになったと述べられていたように、人にとっての祖国は可変
性のあるものであり、また再移民にとっては、祖国＝ルーツの国とは限らない。
さらに、イネスにとってインドネシアは故郷といえるほどの親しみはないが、し
かし自分の中には、インドネシアの文化や風習などの影響があると感じている。
それは宋［2012］にあった、韓国は故郷ではなく外国ではあるが「特別な外国」と
語る在日コリアンの姿と重なる。インドネシアは特別な外国であり、香港は居住
国である。そして将来を考える時その目線は次の国を向く。親にとってのゴー
ル地点である香港は、子どもにとっては出発地点となり、今後祖国がさらに増幅
されていく可能性さえ秘められているのだ。
　本インタビューでは、世代によってインドネシア華人としての、また香港人と
しての意識に差があることが明らかになった。そして、移住から時を経て、二世
へと継承されていく中で、祖国への視点にはそれぞれ違いがみられる。

  4  おわりに

　インドネシア華人は、インドネシアにおける華人というマイノリティとして
の立場から、その後の移動を選択してきた、また選択せざるをえなかったという
流れがある。そして移動先でどのような意識をもち、どのような生活を送ってき
たかということも、他の論文などで詳細に述べられている。
　そして、そのようなインドネシア華人には、すでに次世代が続いている。本研
究では、移動した世代と移動先に生まれ育った次世代がインドネシア華人とし
て、または移動先の人としてのアイデンティティをもって生きているのかをイ
ンタビューにより探った。一世の語りには、最も長く居住する香港を帰属先とと
らえる様が現れた。そして二世の語りからは、インドネシアのことを多くは知ら
なくても、ローカルの人とは異なるのだという意識をもつ姿、しかしながら、親
世代とは異なる意識で自分の住む地をとらえる姿が浮き彫りになった。
　マイグレーションはますます盛んになり、各地域で世代継承が進んでいる。本
稿での事例は、香港に移動したインドネシア華人を扱ったものであるが、ほかの
地域に移動したインドネシア華人、またほかの移動する人々の世代間意識の差


