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  1  インドネシア華人研究と香港研究のなかの香港新界元朗

　小文は、今日の中華人民共和国香港特別行政区、かつての英領香港のうち、と
くに「新界」（イギリスが1898年に租借した地域）の西部に属する元朗地域とインド
ネシア華人との関わりについて紹介することを目的としている。
　香港におけるインドネシア華人のなかでは、1970年代後半から80年代にかけ
て中華人民共和国を出国して香港に定住した、いわば「二重の移民」であるイン
ドネシア華人の事例がよく知られている［芹澤 1998; 北條 2002］。また、筆者が
別稿で示したように、1950年代後半から60年代前半にかけて、中華人民共和国
建国に共鳴したインドネシア華人のなかには、香港に住居と資本を移し、香港で
中国製品デパート「国貨公司」を開業するという動きが見られた［芹澤 2011］。
しかし、「国貨公司」設立の背景となった、香港を経由した中国とインドネシア
のあいだの人と物の往来は、20世紀の前半にさかのぼる。とりわけ注目すべきは、
そのころすでに香港に定住するインドネシア華人が存在したことである。
　小文が焦点をあてるのは、新界西部の元朗（Yuen Long）に位置する二つの村落
である。植民地都市の形成にかかわる社会史や華人のネットワークを扱った商
業史の舞台が、イギリスが割譲した香港（Hong Kong）と九龍（Kowloon）の都市
部であるのに対し、元朗を含む新界（the New Territories）は、20世紀後半に、もっ
ぱら中国農村社会研究の重要な舞台となった。その研究史の背景を、まずは簡単
に紹介しておく。
　新界で中国農村社会研究が盛んに行われたのは歴史的な偶然からである。イ
ギリスは1898年、中国広東省宝安県（当時は新安県）から新界地区を切り離して
中国から割譲した。英領の新界と中国領の深圳とは、「深圳河」で分けられた。
インドネシアから香港に船で着いたインドネシア華人が、中国へ帰国するため
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で、昼間から働かずに麻雀をしているというステレオタイプも都市部には生ま
れた［芹澤 1997］。いっぽうで彼らが儀礼の時に用意する「盆菜」という特別な
料理など、彼らの「伝統文化」は、1997年の香港返還前後の香港住民が自分たち
の文化として意識するようなものへと変化した［張 2005］。
　近年には、元朗の周辺部へ1949年以降に入植した人々について調査をした、
Liu Tik-sang （廖廸生）の研究［Liu 1995］や、張展鴻（Sidney C. H. Cheung）の研究［張 
2009］など、香港出身の人類学者による新界地区についての重要な研究がいくつ
もあるが、香港新界の無時間的な「伝統文化」ではない、新界内の各地の個性に
配慮しながら、100年をこえる歴史の動態を描くような研究は未だ十分には行わ
れていない。小文はそのための初歩的な報告ではあるが、香港のインドネシア華
人の歴史を香港新界の歴史と重ねて考えるという、かつてない試みである。
　小文の問題意識は、2000年代初めに劉義章教授の一連の研究に接したことに
さかのぼる。当時、香港中文大学歴史学科で教鞭を執っていた劉教授は、梅県出
身の客家の人々が香港で結成した同郷団体「安慶堂」の研究をすでに発表し［劉 
1996］、新界地区の元朗で客家村落の調査を行っていた［劉 2000a；劉 2000b；
劉 2005］。日本には元朗で客家村落を調査した人類学者の瀬川昌久による重要
な研究がすでにあったが［瀬川 1991；瀬川 1993］、歴史学者の劉教授が、関係者
のインタビューから掘り起こす新界客家の歴史は、梅県とインドネシアとをつ
なぎ、さらには香港の都市部と農村部とをつなぐ刺激的な研究であった。
　その当時、筆者は１年間香港に滞在する機会があり、劉教授から「香港嘉応商
会」へ連絡してみるようにという助言を受けて、後の国貨公司の研究［芹澤 
2011］へつながる調査を始めることができた。
　また2014年には、陳來幸教授から、インドネシアと神戸で商売をした梅県の
潘氏一族についての最新の研究［陳 2014］を知らされ、香港での調査をすすめる
うえでも、小文の執筆をすすめるうえでも大きな励みになった。
　陳教授のご教示のなかでも、香港新界元朗の博愛医院に隣接する「潘屋」とい
う中国伝統家屋（写真４－２－１参照）が1930年代に潘君勉によって建設されたこ
とは、以下で紹介する崇正新村にも関わる重要なエピソードである。潘君勉は、
香港でインドネシア専門の貿易会社「万通公司」を経営し、香港嘉応商会の前身
である「旅港嘉属商会」が1916年に設立された時には、その初代会長をつとめた
人物である。『壹週刊』（Next Magazine）の記事によると、潘君勉は、1955年に香

に汽車で広州へ向かう途中、この川にかかる橋を歩いて国境を渡ったことが、
1950年代から60年代にかけての新聞記事によく出てくる。しかし、この国境が
重要になったのは、1949年に中華人民共和国が建国され、いわゆる「竹のカーテ
ン」が、中国と香港とのあいだにできてからである。それより前、新界は宝安県
の一部として中国の農村社会の一部となっていた。著名なウィリアム・スキナー
による農村市場論にあてはめると、新界地区東部の標準市場町は大埔（Tai Po）で
あり、西部の標準市場町が元朗であり、これら新界の市場で求められない品物や
サービスは、より上位の市場町である深圳で求められた。
　イギリスは新界地区を割譲した後、村落調査を実施し、その地区の「原住民」（香

港の中国語では「原居民」と書かれる）を特定した。割譲ではなく、99年の期限で租
借したということもあり、新界地区の原住民が伝統的な生活を保持するような
政策をイギリスは行ってきた。そのなかで1949年の中国の共産主義革命が起こっ
た。香港は「東洋の真珠」として、中国大陸に残された「西側」の唯一の基地になっ
た。もちろんポルトガルの植民地であるマカオにも中国人の伝統的な村落はあっ
たが、マカオよりも香港新界ははるかに面積が大きく、マカオが植民地として
400年の歴史をもつのと比べれば、香港新界の植民地としての歴史は無視できる
くらいの長さにすぎなかった。中国本土で実地調査をすることがかなわなくなっ
た「西側」の人類学者は、中国農村社会の代替として香港新界地区の村落社会の
調査を行った。なかでも、アメリカの人類学者、Jack Potter［Potter 1968］、James 

Watson［Watson 1975］、Rubie Watson［Watson 1985］は、元朗に長く住みついた
原住民の大きな一族を対象に実地調査を行い、それぞれモノグラフを公刊して
おり、元朗についての民族誌は、中国農村を調査研究する人類学者にとって参照
すべき古典としての位置を占めている。
　しかしながら、これら新界の原住民は、租借後に移住してきた中国人とは区別
された特権を植民地政府から与えられたため、イギリス本国へ入国するパスポー
トを容易に取得できたことからイギリスへ移民したり、1949年以降に新たに香
港へ来た中国人に土地を貸したりするようになった。模範的な「中国人農民」の
代表として、彼らが外国の研究書の主人公になった時代には、皮肉なことに彼ら
は農業をしていなかった。香港の経済成長とともに都市化が進み、彼らが権利を
もつ新界地区の土地の評価は急激に高騰した。そのため筆者が都市部で調査を
していた1990年代には、新界の原住民男性は一族の共有財産の賃借料があるの
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いた事実もある。しかしながら、インドネシアからの帰国華僑が元朗にだけ家屋
を建てたのではなく、新界の他の地区にも同時期に建てた例はある。例えば、梅
県に祖籍をもつインドネシア華人の楊雁友は、インドネシアでの商売で成功し
た後、梅県に帰って家を建てようとしたが土地を買うことができず、1920年代
に新界北部の「上水」（Sheung Shui）にある「古洞」に土地を買って「仁華廬」とい
う邸宅を建てている［羅 2015: 79］。
　崇正新村は1957年に新しくつくられた。客家を象徴する「崇尚正義」から村の
名が「崇正」となったが、この場所は本来、「紅棗田村」の北の土地で、簡氏の単
姓村であった紅棗田村と「水蕉老囲」の２村が共同で管理していた。1930年代の
はじめから、この場所にインドネシアから帰国した嘉応州の客家人と、ジャマイ
カから帰国した恵陽県の客家人が土地を買い、家を建てて住みついた［劉 2000a: 
100－103］。1930年代には海外にいた客家の華僑が新界で田地を買って家を建
てることが可能で、当時の中国本土は混乱の時期であったのに対し、英国統治下
の香港では法治によって生命と財産の安全があり、香港は中国の郷里と東南ア
ジアのあいだにあって、その間の往復にも便利であったため、客家華僑は元朗に
土地を買って家を建て住みついたという［劉 2000a: 100］。
　村内には伝統家屋だが２階建ての古い立派な建物がある。これはインドネシ
アから帰国した梁幹臣が建てた「慎徳居」という住宅である（写真４－２－２参照）。
梁幹臣は梅県西陽河北郷大和裏に祖籍をもつ人物で、16歳でインドネシアへ渡

港島の湾仔（Wan Chai）に「中天国貨」という国貨公司を創業している［黎・林 
2015: 88］。

  2  崇正新村とインドネシア華人の移動

　新界の村落は、イギリスによる租借よりも前の時代から「約」や「局」といわれ
る村落連合の組織をつくっていた。また、1941年から45年にかけての日本占領
期には村長も任命されていた。そのことを踏まえ戦後に香港へ戻ったイギリス
植民地政府は、1946年から各村落で村民が選挙で「村代表」を選出することをす
すめ、新界の各地域では村代表によって構成される上位組織の「郷事委員会」が
つくられていった。元朗地区には、「新田」、「錦田」、「八郷」、「厦村」、「十八郷」、

「屯門」、「屏山」の七つの郷事委員会があったが、1965年になって「屯門」は、新
たに設けられた青山地区に入って（「屯門」と「青山」とは同じ地区を指す地名）、元
朗地区から切り離された［薛・鄺 2011: 87-90］。
　この郷事委員会の分区に元朗は分割されており、ここではまず、「十八郷」に
含まれる「崇正新村」をとりあげる。前節で紹介した「潘屋」も、この「崇正新村」も、
次節でとりあげる「呉家村」も、いずれも元朗にあり、いずれもインドネシアか
ら帰国した梅州客家と関係がある。ここから、建村当時それぞれの家屋の住民が
相互に連絡をしていたことを予想でき、以下でも触れるように相互に連絡して

写真４－２－１　香港新界元朗の「潘屋」
〈2015 年11月芹澤撮影〉

写真４－２－２　香港新界元朗の「慎徳居」
〈2015年11月芹澤撮影〉
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歴史は、呉郁青が、錦田の郷紳・鄧伯裘から土地を買って、1935年ころ、この地
に別荘を建てたことに始まる。呉郁青は、インドネシアから財産を香港へ持ちこ
み、不動産に投資した。その会社「広玉成公司」は、戦前、深水 （Sham Shui Po）
の二大不動産会社のうちのひとつだったという。Ｎさんによると、呉郁青は民族
差別のあるインドネシアを第二の故郷とすることができず、英領ではあるが中
国本土にあってインドネシアに近い香港に住みつくことにした。
　呉家村の中心となっているのは、三つの大きな２階建ての洋館である。真ん中
は、祠堂、向かって左は呉郁青の別荘である（写真４－２－３参照）。向かって右は、
呉郁青の友人の呉姓のマレーシア華僑のものだったが、後に呉郁青の息子に売
却された。建設当初は、このほかには何もなく、周りはすべて田地だったという。
この村は錦田（元朗の町よりも東にある）の南に接しており、本来は八郷地区では
なく錦田地区のはずだが、おそらく政府の開発計画のために、八郷に入れられた
らしい。Ｎさんによると、政府は当初、錦田を都市化する計画をもっていたという。
　錦田から南へ湾曲して小さな川が流れている。そして北向きに建物が建てられ
ている。呉郁青は、この土地の風水をとても気に入ったという。客家語では「呉」
は「魚」と同じ発音になる。現在もこの小川があるが、その隣には大きな河川敷
がつくられている。この地は、大雨になると川が氾濫して家屋が浸水することも
あるため、河川修理が行われた。また、2003年当時には、大きな道路も河川敷に
沿って建設されていた。

り、最初は雇用された店員だったが、努力をして50歳までにはインドネシアで
富裕な商人になったという。「慎徳居」は「梁大屋」ともいい、宅地を1930年に購
入した後、1934年になって蕉嶺県（梅県と同じ嘉応州地域にある）から左官職人を
47人も招き、２年の歳月をかけ、２万香港ドルを費やして建設された。依拠した

『梅州僑郷月報』の記事には、梁幹臣の生年と香港へ移住した年が書かれていない
が、1965年に崇正新村で亡くなっている［徐・李 2005: 21－22］。
　特筆すべきは、梁幹臣の「崇正公立学校」への貢献である。梁を含む村内のリー
ダーたちは、学校を創設するための準備委員会を組織し、インドネシアやモーリ
シャスの客家華僑へ寄付を呼びかけた。また梁は、学校の敷地の大部分を提供し、
1959年に生徒を受け入れて授業が始まってから、1960年に校舎が落成するまで
のあいだ、自身の住宅である「慎徳居」を教室として提供していた［劉 2000a: 
105－106］。
　また崇正公立学校は、「潘屋」の潘一族とも関係がある。崇正公立小学校の図
書館は、「植我図書館」と名付けられている。潘根源が寄付をし、その父親の潘
植我を記念した名前が図書館に付けられた［介 1976: 104］。陳來幸の研究によ
ると、潘植我は、「潘屋」を建てた潘君勉の３歳下で、２人は共同で日本とインド
ネシアで商売を行った。潘植我の父親と潘君勉が同じ世代に属す「同宗」の関係
である［陳 2014: 82］。

  3  香港新界元朗の呉家村とインドネシア華人の移動

　筆者は、2003年に香港嘉応商会で紹介してもらったＮさんに、元朗八郷の呉
家村を案内してもらったことがある。最初に、その時の見聞について当時書いた
ノートから編集して紹介する。

　Ｎさんの会社のある九龍の葵涌から、車で山をこえて北の元朗平野へ入る。呉
家村は「十八郷」よりも東の「八郷」にある。車窓からは山が見え、狭い道路の両
側には高い木が繁っている。2003年の当時は、「西鉄」（九龍と元朗を結ぶ鉄道路線）
は未だ完成していなかった。畑は少ないが、空き地があちこちにあって、葵涌の
工業ビルが並ぶ風景とは正反対の、のどかな郊外の風景が広がっていた。
　呉家村は、八郷では最大の村だが、20世紀につくられた新しい村である。その

写真４－２－３　香港新界元朗の「郁青別墅」
〈2015年11月芹澤撮影〉
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「呉家村隷属元朗八郷二十六條村荘之一、始梅州客家僑居印尼呉郁青先賢

一九三二年購得村内各批土地、以『郁青新廬』、『郁青別墅』及另一大屋三

屋鼎立爲基體、進而達致建村之實現。置地建村以還、歴近七十五載。随後

再經村民勠力、至今己演進成爲梅州市籍徙港郷親爲主、其他人士與共、頼

以棲息生聚之地也。天之佑矣、詒我多福、如山如阜、如江如川、斯時我村

已成八郷中非原居居民與原居民融爲一家之成員矣。」

　この箇所から、呉郁青が土地を買ったのが、1932年であり、その後建てられた
祠堂を「郁青新廬」といい、別荘を「郁青別墅」といったということがわかる。
　また、この碑文には、「爲建構村内和諧、勤奮、吉慶之風氣、由一九五零年首創
而今不輟農暦年初一春節聯歡 拝成爲我村一大特色。」という一文もあり、上述
した元旦の行事が、1950年から今日まで途切れることなく行われてきたという
こともわかる。
　12年前に面会したことのある村人のＫさんに再会することもできた。以下は
Ｋさんから聞いたことである。

　呉郁青は、深水 の「欽州街」の建物をすべて所有していた。そこは、現在コン
ピュータ関係の店が入っていることで有名な「黄金商場」のあたりになる。香港
で事業に成功し、「東華三院」（香港の歴史上もっとも威信の高い慈善団体）の「総理」

（理事）〔正確には「東華三院」を後に構成する九龍の「廣華医院」の総理〕にもなったた
め、政府が元朗の土地を買う許可を与えた。呉郁青の夫人は、呉郁青と同じく蕉
嶺県尖坑村に祖籍をもつ曾姓の人で、その弟が1940年代に呉家村の村長をして
いた。1949年の共産主義革命のころ、中国の社会は混乱していたために、村長の
親戚や、村長の夫人の親戚などが、蕉嶺県を含む、今の梅州市から香港へ避難し
て呉家村に移り住んだ。Ｋさんの父親も、この時に家族を連れて呉家村へ来た。
　中国本土から呉家村への人々の移動は、1949年から50年にかけての時期がもっ
とも多く、1960年代にも多くあった。1980年代にもあったが数は少ない。十八
郷の崇正新村も呉家村も梅州市から来た客家の村であり、新界の原住民の村で
はない。香港のもともとの客家のなかでは、「宝安人」（宝安県の人）や「恵州人」
が多く、彼らの話す言葉は同じ客家語でも、梅州市の客家語とは少し違う。Kさ
んの父親の年代のころは、崇正新村と連絡があったが、今では連絡は少なくなっ

　この村に多くの人々が住むようになったのは、戦後になってからである。「親
戚」や「朋友」の関係を頼って、多くの人々が広東省から香港へと入ってきた。
２千人以上いる村人のなかには、広東省蕉嶺県の出身者や客家が多い。呉家の
人々はインドネシアや九龍に住んでいたため、別荘も新しく来た親類に占拠さ
れ、今もそのままである。しかし、村の名前は、呉郁青を記念して「呉家村」と名
付けられた。村人の多くは、戦後、米や野菜をつくるのではなく、豚や家禽を飼
うことで生計を立てていたという。
　呉家村では、新年の大きな行事として「春節団拝聯歓大会」（新年会）を行って
いる。そして、Nさんはこの行事に積極的に関わっている。個別に行っていた村
人の新年の挨拶を、ひとつの場所、ひとつの時間を決めて一括して行おうという
趣旨で始まったが、2003年当時は、村の枠をこえて、近隣の人々や政府の高官も
招待する大規模なものとなっていた。舞台をつくり、歌手や歌舞団を呼んでの催
しや、村人を対象にした「奨学金」や「敬老金」の贈呈式、プレゼントの抽選会も
ある。そしてテーブルを80卓用意して、「盆菜」（上述した新界原住民の儀礼料理）
を食べる。１テーブルは、10人なので、参加者は、単純計算すると800人になる。
　新年会の経費は、当初スポンサーを探すことでまかなっていたが、十年前（1990

年代）から「投燈」方式を採用することで安定してきたという。「投燈」とは、香港
の祭礼時によく行われるオークションのことである。例えば、おめでたい言葉が
付いたランタン（「燈籠」）をオークションにかける。お祭りの時には、その神様の
霊験にあやかりたくて、皆が競ってそのランタンに高い値をつける。同じように、
この新年会のオークションでも、その年の干支の置物などの縁起物をオークショ
ンにかける。そのオークションで集まったお金を、次年度の資金に回す。

　2015年に筆者は、じつに12年ぶりに呉家村を再訪した。新しくできた「錦上
路（Kam Sheung Road）」の駅から歩いて村の入口に来ると、かなり大きな村の門
が見えた。2003年に来た時にはなかった新しい門である。門の脇には、2007年
という年が刻まれた碑文をもつ石碑があり、その碑文の内容から2005年に門が
新しくつくられたことがわかる。この「呉家村村事紀略曁村牌碑誌」と題された
碑文には、村をつくった呉郁青がインドネシア華人であることも明記されてい
る。その冒頭の一段落を以下に写す（漢字の一部は、日本語のワープロソフトで通用

している漢字に換えているところがある）。
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　呉慎機は、1896年に蕉嶺県に生まれた。同県の「牖民学校」で学んで、

1911年に卒業し、中国国民党に入党した。1913年には上海の「復旦大

学附属中学」に入り、翌年は「南洋中学」に転校した。1916年に蘇州の「東

呉大学」の数理学科に入り、卒業後の1919年にインドネシアへ行き、元

合公司の「総経理」に就任した。リーダーシップを発揮して、元合公司は

発展し、それまでの小売業ではなく卸売業を始めて、「南洋兄弟煙草公司」

などの外国の企業の代理権を得た。同時に、中国製品を扱う「青年貿易公

司」を創業し、資本を集めて「天一青年影片公司」を創業し、『青年周報』

を発行した。1937年の盧溝橋事件後には、『天聲日報』の社長に就任して、

「抗日救国」を宣伝した。1942年3月24日日本軍によって逮捕され、収

容所へ入れられた。日本の敗戦によって収容所から出て、1945年10月

22日には『天聲日報』を復刊した。1955年4月『天聲日報』の社長を辞し、

「董事長」に就任したが、すぐに辞職した。1958年4月インドネシアを

国外退去になり、台湾へ移住。1985年に台湾で亡くなった［華僑協会総

会華僑大辞典編輯委員会 2000: 820］。

　なお、呉家村のリーダーである曾海雲を紹介した『台北市蕉嶺同郷会会刊』の
文章によると、1950年代初期には多くの蕉嶺県出身者が香港九龍、とくに元朗・
錦田一帯に寄寓していた。例えば、香翰屏、楊幼敏、蔡復生、徐思宗、彭精一、曾
匪石、廖騏、鍾鈞梁、呉慎機、李善餘、鍾李蔚、などの人物であり、いつも鍾李蔚
の家に集まっていたという。そして後に、彭精一と呉慎機は台湾に定住した［林 
1995: 45］

  4  香港、台北、ジャカルタの蕉嶺同郷会

　2015年、筆者はＫさんの案内で、元朗の町のなかにある「僑港蕉嶺同郷会」の
事務所を訪れた。他にも同郷会がいくつか事務所を設けている古い３階建ての
ビル（香港では一般に、このようなエレベーターのないビルを「唐楼」という）の一室で
ある。そこで、Ｋさんからこの同郷会についての説明を受け、会員向けの印刷物
である『僑港蕉嶺同郷会特刊』の提供を受けた。
　この同郷会の事務所は、創設以来、約60年借りているものである。家賃は、以

ている。呉家村に何戸世帯があるかはわからないが、選挙権をもつ人は500人以
上いる。今は「雑姓」（必ずしも呉姓や曾姓ではない様々な姓の人々によって構成され

る村）で、客家人の住民が比較的多いというだけであり、それは崇正新村もおそ
らくそうだろう。年配の人は家庭内では客家語で話しているが、若い人は広東語
で話している。なおＫさんの夫人は、広東省清遠県（梅州市よりも広州市に近いと

ころに位置する）出身で、客家語はわからないという。

　呉氏一族のインドネシアへの移動については、『台北市蕉嶺同郷会会刊』に「呉
郁青一家行善」という記事があり、詳しく書かれている［林 1993］。以下では、そ
の記事にもとづいて呉郁青までの世代とインドネシアとの関わりを紹介する。
　呉郁青（1869年～1950年）は、広東省鎭平県（中華民国時代になって「蕉嶺県」と改

称）の徐渓郷東坑尾の人である。鎭平県出身の文人・黄香鐡（1787年～1853年）が
著した『石窟一徴』に書かれているところによると、この地は山が多く田地が少
ないので、10人のうち２人か３人は台湾へ行って田を耕し、10人のうち１人は
ルソンやカラパ（「咖喇吧」、ジャカルタの旧称）へ行ったという。そのなかで徐渓郷
の呉元泗は、嘉慶年間（1796年～1820年）、同郷のグループと一緒に「大眼鶏」と
言われる帆船に乗って南洋に出た。バタビアで働いて蓄財をした後、弟の呉友祖

（呉郁青の祖父）を呼び寄せて、一緒に「元合公司」を経営した［林 1993: 45］。
　呉郁青は1901年、弟の呉香初とともに父の呉清亭に従ってジャワへ渡った。
そして元合公司の他、「順合公司」と「玉成公司」も経営した。扱う商品も、みそ、
しょうゆ、米粉、中国や西洋の雑貨など多項目にわたり、石鹸工場を建て、イン
ドネシアの特産品を扱い、不動産業にも進出した。そして、呉愼機らが『天聲日報』
を創刊した時には資金援助を行った［林 1993: 45］。
　呉香初（1881年～1959年）は、1901年に父と兄に従ってジャワへ渡って商業に
従事するほか、同盟会に入会し、1919年に辛亥革命を記念して黄花崗七十二烈
士墓が建設される時には、「爪哇巴達維亞、國民黨黨員呉香初獻石」と書いた石
を献じ、墓碑に使われたという［林 1993: 46］。
　なお、呉愼機は、2000年に台北で出版された『華僑大辞典』に項目として取り
上げられるような、有名なインドネシア華人である。以下では、その記述を翻訳、
編集して紹介する。
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う蕉嶺同郷の林海瀾の「公館」であった。林海瀾は、マレーシア華僑で、郷里の蕉
嶺へ帰ったことはなく、戦前から香港へ来て、「徳仁書院」という学校を創設し
た［僑港蕉嶺同郷会 2013: 39］。
　また台北の同郷にとっては、郷里の蕉嶺への窓口として香港の同郷は重要で
あったようだ。僑港蕉嶺同郷会の特刊では、新界東部の粉嶺（Fan Ling）にある「聯
和墟」という市場で雑貨店「立誠行」を1960年に開業した蕉嶺同郷の徐立成が、
中国本土と台湾の交流がむずかしかった1950年代から80年代に、台湾に行った
人たちと中国本土に残された彼らの親族とのあいだの手紙のやりとりをボラン
ティアでしていたエピソードが書かれている。そして、「台北蕉嶺同郷会」の前
理事長である徐鳳鳴が、徐立成のはからいで、徐鳳鳴が郷里に残してきた３人の
息子と香港で再会したことが紹介されている［僑港蕉嶺同郷会 2013: 67］。
　筆者は、2015年、中央研究院の図書館で、『台北市蕉嶺同郷会会刊』のバック
ナンバーを調べることができた。台北市蕉嶺同郷会は、1954年に設立された。
設立から1967年までの理事長は徐白光がつとめ、1967年から72年までは徐琚清、
1972年から75年までは謝懋権、1975年から76年までは丘式如、1976年から83
年までは徐思白（徐澄清）、1983年から92年までは徐徳勛、1992年から2000年ま
では鍾如海、2000年から04年までは黄煜南、2004年から08年までは張凱沐、
2008年からは鄭雨金が、それぞれ理事長をつとめていた［資料室 2009: 53－55］。
このなかに徐姓の理事長は複数名いるが、上述した「徐鳳鳴」に該当する名前は
ない。2014年の60周年記念号に掲載された理事長・理事・監事の一覧表では、
徐鳳鳴は1980年から89年まで、「常務理事」をつとめた人物としてあがってい
る［編輯部 2014: 17－18］。
　なお徐琚清は、ジャカルタの『天聲日報』で働いていた人物である。1998年の
逝去後に書かれた徐琚清の事績を紹介する記事によると、徐琚清は1908年に蕉
嶺に生まれた。蘇州や北平（北京）に学び、1929年に燕京大学を卒業後、インドネ
シアに渡って新聞社で働き、1933年に日本の明治大学へ留学した。1935年に上
海に戻ったが、戦時中は再びインドネシアへ行き、『天聲日報』で筆を執った。
日本の敗戦後は、いったん中国へ戻ったが、中華人民共和国の成立後にインドネ
シアへ戻り、『自由報』の社長になった。20余年のインドネシア滞在中、ジャカル
タの中華商会会長、蕉嶺同郷会理事長の職に就き、日本軍による占領中は収容所
に３年間入れられ、1958年にはスカルノ政権によって16か月離島へ追放された。

前は1,700香港ドル（１香港ドルを15円で計算すると、25,500円）であったが、現在
は3,000香港ドル（45,000円）強だという。宗族の共有財産（「阿公」、不動産の名前

になっている共通祖先の意味だが、「公共」の「公」の意味もかけられている）であり、
同郷会も非営利団体であるため、家賃が安いらしい。
　この同郷会自体も、収入を得るために、不動産を持っている。一つは、九龍深
水 欽州街の呉郁青の不動産だったところの一室で、家賃12,000香港ドル

（180,000円）で貸し出している。もう一つは、深水 の福華街にある不動産で、家
賃9,000香港ドル（135,000円）で貸し出している。
　この同郷会の設立や不動産の購入にも、インドネシア華人が関係している。
1958年にインドネシアの「同郷」である陳森漢が香港へ来た時に、多くの同郷が
いるにもかかわらず、香港内の各地に住んでいて連絡がむずかしいため、同郷会
を組織するようにすすめたことがきっかけになって、1960年９月に設立されて
いる［僑港蕉嶺同郷会 2013: 39］。また、設立後１年経って福華街の不動産を購
入した後、1968年の第３期理事会の時に再度不動産購入の募金活動を行い、そ
の時にはインドネシアの同郷である呉嵩喜、陳炳東、陳森漢、徐乾文、陳潤玉の
多大な貢献があって、欽州街の不動産が購入された［僑港蕉嶺同郷会 2013: 39］。
福華街の不動産購入のための募金については、マレーシアの同郷、徐偉が先頭に
立ったようだが、欽州街の不動産の購入時には、陳潤玉、呉嵩喜、陳炳東の３名
がもっとも高額の寄付をしている［僑港蕉嶺同郷会 1973: 15］。なお陳潤玉は、
上述した呉香初の夫人にあたる。
　蕉嶺に祖籍をもつ人々のあいだの国境をこえた交流は、各国の同郷会を通じ
た交流として、近年も行われている。僑港蕉嶺同郷会の役員は、2001年にはマ
レーシアのイポーで行われた第１回の「世界蕉嶺同郷聯誼大会」に参加し、その
後も2004年には蕉嶺で開催された第２回の「世界蕉嶺同郷聯誼大会」に参加し、
2008年にはジャカルタで開催された「印尼蕉嶺同郷会成立55週年慶典大会」に
参加している。そして、2008年６月には、「新加坡應和会館」の186周年を祝う
ためにシンガポールを訪問し、同年12月には、台北で行われた第3回の「世界蕉
嶺同郷聯誼大会」に参加している［僑港蕉嶺同郷会 2013: 41］。
　インドネシアの同郷と同じく、マレーシアの同郷も香港と古くから関わりを
もっていたことは、僑港蕉嶺同郷会の設立時のエピソードからもうかがえる。
1958年に設立準備の会議が行われた場所は、荃湾の汀九にある「海廬別墅」とい
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鍾古潭から木造の船に乗り、新舗、白渡、松口、高陂、 隍を経て潮州に至り、潮
州から湘子橋を経て汕頭に至る。汕頭から海路フェリーで香港へ。香港からフェ
リーを乗り換え、洋上で７日を過ごしてジャカルタに着く［鍾 1994: 24］。
　呉嵩喜は、伯父が創業した「肇昌」というコーヒー工場で働き始め、３か月後
にはコーヒーを焙煎して外へ売りに行くことを始めた。当時のジャカルタでは、
羅寿環、黄源禎、頼永香、呉百勝というコーヒーの商売をしている華人がいて競
争が激しかったが、２年後には「肇昌」のコーヒーが有名になった。後に呉嵩喜は、

「新世界」や「環球」というコーヒー工場も設立した［鍾 1994: 24］。
　呉嵩喜は、ジャカルタ華人の共同墓地である「萬霊祠」の主席も10年間つとめ
た。「萬霊祠」ができる前、ジャカルタの華人には「丹絨榴 」と呼ばれる共同墓
地があった。1962年に政府が移転を命じたため、東北部海岸の「七霊津」

（Cilincing）にあった「三元宮」という寺廟に、「丹絨榴 」の遺灰を納めた。1963
年時点で骨壺が600以上あったが、その後も増加したため、収容する塔を建てる
ことにした。その準備委員会の副主席に呉嵩喜が就任したが、1968年になって
主席の游子平（ジャカルタの「安和薬店」の創業者で福建省永定県出身）が健康上の理
由から主席を辞した後は、呉嵩喜が主席になり、1970年に７階建ての塔が落成
した［鍾 1994: 26］。
　呉嵩喜が活躍した1930年代から60年代にかけてのジャカルタの華人社会に
ついては、『台北市蕉嶺同郷会会刊』に、丘亮實著「回憶早期活躍在雅加達的蕉嶺
郷賢」という文章があり、地名、人名が具体的に多くあげられていて、たいへん
興味深い。その記事によると、当時のジャカルタでは「三間土庫」（Toko Tiga）が
蕉嶺県出身者のたまり場であった。1930年、『天聲日報』の社屋が、Jalan Toko 
Tiga の、Seberang 21号に移転してきた。その隣の23号には「南天旅館」（上述した

鄭雨金の父、鄭煥松が土地を買って建てた）があり、その何軒か先の35号には、丘亮
實の父、丘海金が中国医学の薬局を開いていた［丘 2014: 52－53］。
　呉嵩喜と思しき人物が書いている別の回想の記事では、当時の『天聲日報』の
社屋にはゲストルームがあって、外国の客人や同郷の人たちは皆、ジャカルタに
旅行や募金活動のために来ると泊まるため、そこが「蕉嶺会館」のようになって
いたと書かれている［叟絡人寨楽人合作 1978: 47］。
　1951年には謝幼偉、林雲谷、丘正欧、李家英が協力して、徐琚清が『自由報』を
創刊した。その後、徐競先が『星期日報』を創刊した。丘亮實によれば、1950年

そして1959年の秋にインドネシアを追われて台湾へ帰国している［資料室 
1999: 17］。
　また2008年に台北で「世界蕉嶺同郷聯誼大会」が開催された時の理事長であ
る鄭雨金は、任期中の2011年に逝去したが、インドネシア・ジャカルタ生まれで
ある。著者が明らかではないが、遺された子供の立場から父親の履歴をたどった
追悼の文章によると、鄭雨金は、1933年にジャカルタで生まれた。1936年の３
歳の時に蕉嶺の郷里へ送られ、祖母に育てられた。1949年の16歳の時にジャカ
ルタへ戻って父親の仕事を手伝い、家業の「南天旅館」のほか、友人と共同で
ジュースの会社を興したりした。1951年と1952年にインドネシアからの旅行団
に加わって台湾へ行き、式典に参加して蒋介石総統にも面会した。1953年には
台湾で「海外青年先鋒営幹部訓練」に参加した。そのことがインドネシア政府の
知るところになったため、中国青年反共救国団主任の蒋経国のすすめで、台湾で
勉強することを決め、単身台湾へ来た。そして1957年に法商学院（今の国立台北

大学）を卒業し、その後は憲兵学校で訓練を受け、司法行政府調査局に入って、調
査の仕事を行った［著者不詳 2012: 21－22］。
　ジャカルタにある「印尼蕉嶺同郷会」も、徐琚清がかかわって設立された。呉
嵩喜（上述したように僑港蕉嶺同郷会の不動産購入に貢献したインドネシア華人）を紹
介した記事によると、印尼蕉嶺同郷会は、呉嵩喜、陳恩璇、徐琚清、張自銘、林雲谷、
徐乾文、呉明喜によって1953年に設立された［鍾 1994: 25］。
　設立当初の印尼蕉嶺同郷会の活動では、楽隊のラジオ出演のエピソードが興
味深い。印尼蕉嶺同郷会では「国楽組」と「音楽組」を組織し、メンバーが伝統音
楽や流行歌の演奏を練習していたところ、インドネシアの中央ラジオ局から声
がかかり、歌手の徐華英、劉恵芳、徐梅事、徐蔓玲、林小燕と一緒に出演したとい
う。当日にはインドネシアの新聞にも宣伝が出て、プログラムもたいへん好評
だった。その後毎月１回出演していたが、1959年にインドネシアの政治状況が
変わったため、出演は中止になったという［呉 1991: 66］。
　当時、音楽組の主任をし、後には20年にわたって会長をつとめた呉嵩喜の経
歴については、上記の紹介記事からよくわかる。呉嵩喜は、1910年に蕉嶺県興福
郷叟楽村に生まれた。1927年の17歳の時にジャカルタの伯父に呼ばれて南洋へ
渡った。当時、蕉嶺からジャカルタまでは、１か月以上かかったという。10数人
が一緒に「水客」（郷里と南洋を往復して物を運ぶことを生業とした人）に連れられて、
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後は、1930年代の香港の慈善団体の資料を、呉郁青のような元朗とインドネシ
アに関係した客家企業家という観点から、再考してみる必要がある。香港の同郷
会についても同様で、中国本土の郷里と香港との関係から今までは見てきたが、
香港のなかでも元朗のようなローカルな場所や、ジャカルタのような特定の移
民先に関係づけて、新たに調査を始めることが重要であろう。この小文では、『台
北市蕉嶺同郷会会刊』の記事に多くの情報を負っているが、香港で同郷会を訪問
したほかは、台北、ジャカルタでは同郷会を未だ訪れていない。今後は、マレー
シアも視野に入れながら、東南アジア各地と台湾、香港との関係について、歴史
的にも民族誌的にも資料の収集に努めたい。
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代の当時、蕉嶺県人がもっとも「反共」で「死硬頸」（頑固）だと言われていたとい
う［丘 2014: 53］。当時のジャカルタには、６紙があり、そのうち『生活報』と『新
報』が「左派」の新聞で、残りの四つのうち、『天聲日報』、『自由報』、『星期日報』は、
いずれも蕉嶺県人の経営であり、『中華商報』は福建人の経営で、社長の馬樹禮
も広東人ではないが、編集部には管萍という蕉嶺県人がいた［丘 2014: 53］。

  5  小結

　香港新界元朗とインドネシア華人とのかかわりは、1930年代にさかのぼる。
香港が国際的な貿易港として世界各地の華人商人にとって重要な場所であった
ことから、成功した商人の多くが香港に支社を設けたり、邸宅を構えたりしたこ
とはよく知られている。しかし、インドネシアで成功した華人のうち、とくに嘉
応州（現在の梅州市）に祖籍をもつ客家の人々が、とくに1930年代、香港の都市部
ではなく、とくに新界の元朗に住居を建設した。当時の日中戦争と、その後の国
共内戦、そして1949年の共産主義革命によって、彼らは広東省の故郷に帰るこ
とができなくなって、香港に定住した。さらに故郷の親類がその伝手を頼って、
1950年代から60年代にかけて元朗へと移住してきた。
　政治的な混乱から移住をよぎなくされた人々が香港へ行き、元朗に留まった
のは、インドネシアにいた人々の場合も同様であった。香港はインドネシア華人
にとって、新中国に帰国する時に経由する中国の港湾都市であっただけではな
く、台湾と同じく自由世界に唯一残された中国でもあった。インドネシアで国民
党寄りであった華人の多くが香港を訪れ、後には香港に定住したり、台湾へ再移
住したりした。とくに国民党系のメディアを担った人々には蕉嶺県出身者が多
く、同郷の結びつき、同郷会のネットワークを利用しながら、台北でも積極的に
インドネシア情報を発信してきた。近年では中国本土と台湾という両岸の対立
をこえて、同じ蕉嶺県出身者としての交流をすすめる「聯誼大会」も世界各地で
開いている。
　筆者は、香港の慈善団体の募金活動について1990年代に調査をすすめるなか
で、慈善団体に金銭的に貢献し、理事として活動する華人企業家についての情報
も集めた。しかし当時は、香港と東南アジアとの歴史的な関わりについての関心
が薄く、東南アジアから香港へ来て活躍した華人企業家へ目が向かなかった。今
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