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神戸華僑と孫文


兵庫県立大学教授

陳

來幸

孫文の立場に立って考えた場合、神戸の華僑社会はど

1905年に東京で中国同盟会が成立した契機は、興中会に

のような位置づけになるのだろうか。現在孫文を顕彰す

加え、留学生を中心とする出身地別清国人グループ同士の

る孫文記念館は神戸の西、明石に近い垂水区の海辺に立

統合であったが、1911年神戸における僑商統一聯合会の結

地する。かつて、言わずと知れた浙江寧波商人呉錦堂の

成は華商レベルでの出身地別グループを超えた統合であっ

別邸であった。いくつかの偶然が重なって必然的に神戸

た。この時点で、孫文の目には神戸華商が実に頼もしく映っ

に 孫 文 記 念 館 が あ る の か も し れ な い。 し か し な が ら、

たに違いない。さらに10年余りが過ぎると、華商と現地神

孫文は広東人であるゆえ、最初に日本に来た時も、航路

戸経済界との緊密な共存関係が、孫文においては利用し得

の関係上神戸に上陸はしたものの、向かったのは広東人

る貴重な人的資源と捉えられたのであろうか。病気の身を

の町横浜であった。印刷店を営む馮鏡如・紫珊兄弟と

押してでも、神戸商業会議所の要請に応じ、大亜細亜主義

馮 自 由、 の ち に 孫 文 の ボ デ ィ ガ ー ド と な っ た 同 郷 の

講演を行うに至った背景をこのように見ていくことも可能

温炳臣・恵臣兄弟等、物心両面から孫文を直接的に支援

であろう。

したのは横浜の華僑であり、孫文が長年にわたり亡命生
活を送ったのも横浜であった。孫文初来日の19世紀末、
神戸の華僑はようやく1000人を超えたばかりで、横浜に
は遥かに及ばない規模であった。
辛亥革命前夜になると、神戸・大阪のアジア交易圏にお
ける重要性は急速に増大した。主要産業であったマッチに
限らず、前近代から定番の海産物や新たな綿糸綿布の輸出、
豆や大豆粕、綿花、米、柞蚕糸などの輸入で、神戸港が潤っ
た。こうして、広東人のみならず、福建人や三江商人、北
幇商人、加えて客家商人が阪神地区に進出し、神戸の華僑
社会はきわめて多元的な構造を備えるようになった。この
ことを端的に示すのが武昌起義直後に結成された中華民国
僑商統一聯合会である。会長には福建人の王敬祥、副会長
には三江商人周子卿と広東人で客家の血統を持つ廖道明が
就任した。

孫文・辛亥革命への神戸華僑の貢献を紹介した当館の展示。
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特別展「神戸華僑『落地生根』150年記念写真展」
（2017年11月、孫文記念館 主催：神戸華僑総会
共催 神戸華僑歴史博物館、孫中山記念会）

放送局などでも開催され、今年2月には神戸華僑歴史博物
館でも開催される予定です。


昨2017年11月の孫文月間「孫文2017」では、神戸開港

（研究員：村田省一）

第一回林同春記念・孫文記念館学術賞授賞式

150周年記念、そして神戸に華僑がやってきてから150周年

（2017年11月12日、移情閣）

になることを記念して、神戸華僑総会より展示資料の提供
をいただき、標記の特別展を開催しました。

孫文記念館・孫中山記念会では、1992年から「孫文研究
ならびにそれに関わる研究」分野で顕著な業績をあげた研
究者に対し、表彰をしてきました。賞の名称は「堀川哲男
記念賞」
「山口一郎記念賞」を経て、今回（2017年）からは、
孫文記念館の創設に尽力された故林同春氏のご遺族からの
寄附を基金として、「林同春記念・孫文記念館学術賞」と
して行っております。

移情閣での展示。

神戸華僑の歩みは、明治維新期にあたる1868年に神戸港
が外国へ開放されたことに伴い、まず長崎から華僑の人た
ちが移動してきたことに始まります。その後、中国からも
神戸に来る人々が増え、貿易などを通じて次第に存在感を
表していきました。1913年3月、辛亥革命を成し遂げた孫

受賞者記念写真。

文が神戸を公式に訪問した際は、呉錦堂や王敬祥などの神
戸華僑が孫文を歓迎しました。元町にあった神阪中華会館

今回の受賞者は、衛藤安奈氏（慶應義塾大学講師）、深

や舞子の呉錦堂別

町英夫氏（中央大学教授）のお二人となりました。衛藤氏

荘（現・孫文記念

は著書の『熱狂と動員：1920年代中国の労働運動』（慶應

館）での記念写真

義塾大学出版会、2015年）が受賞対象となり、1920年代中

は、孫文と神戸華

国の政治社会の多層性を描き、新たな歴史認識の視圏を提

僑社会の出会いを
今に伝えるものに

神戸三宮・東遊園地公園にある神戸華僑
洋装業のモニュメントの展示。

示されました。また深町氏は著書の『孫文：近代化の岐路』
（岩波書店、2016年）で、統一的な孫文理解を導く新たな

なっています。戦

支点を提起されまし

後も日中の交流拡

た。お二人の成果が

大に伴い神戸に住

評価され、ダブル受

む華僑華人の人た

賞となりました。

ちは増え続け、今

2017年11月12日、

に至っています。

孫文記念館にて受賞

展示では神戸華僑の人たちと中国とのつながりや、阪神

式および受賞者講演

淡路大震災などの試練を乗り越えた神戸華僑と地元神戸と

会が行われ、衛藤氏

の絆、また現在に至るまで社会・経済・教育・文化・ボラ

からは「グローバル

ン テ ィ ア な ど、

化、内戦、革命史」、

様々な分野で活躍

深町氏からは「孫文

を続けている神戸

研究の可能性」とい

華僑の諸団体につ

う題目で講演をいた

きまして紹介しま

だきました。講演録

した。

につきましては、今

この展示会は昨

年6月発行予定の『孫

年秋から冬にかけ

文研究』62号に掲載

て須磨区民セン

される予定です。

タ ー やNHK神 戸

神戸華僑の諸団体についての展示。

（研究員：村田省一）

――

講演する衛藤氏。

講演する深町氏。
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の開催について

第20号

故・武上真理子氏よりの図書・資料の寄贈
元京都大学人文科学研究所客員准教授の武上真理子氏

孫中山、宋慶齢紀念地聯席会議は、孫文や宋慶齢にゆか

は、長年にわたり孫文研究に従事され、2014年にはその業

りのある世界各地の施設・団体（約40カ所）の代表が一堂

績が評価され、孫中山記念会より第4回山口一郎記念賞を

に会し、孫文・宋慶齢に関する地域社会での諸活動の報告

受賞されました。武上氏は主に近代科学と孫文がどう関

や、今後の企画展望について話し合いをする国際会議です。

わったのかという点に着目され、2014年には『科学の人（マ

1989年に第一回が中山陵（孫文の墓）のある南京で開催さ

ンオブサイエンス）
・孫文』（勁草書房）を出版されました。

れ、それ以降、各地の記念施設で2017年までに計29回にわ

この書は中国の歴史学会でも注目されています。

たって開催されてきました。孫文記念館も日本・神戸で孫

ただ残念なことに、昨2017年10月20日、武上氏は急逝さ

文を記念する施設として、2009年の第21回北京会議から参

れました。孫文研究に新しい観点を提供した歴史学者とい

加しています。

うだけでなく、武上氏は2007年から2011年にかけて孫文記
念館の研究員を務められ、その後も孫文記念館・孫中山記
念会の運営に多大な貢献をされてきました。孫文記念館一
同、武上先生に改めて哀悼の意を表しますと共に、生前に
いただきましたご貢献に感謝を申し上げます。
昨年3月、孫文記念館では生前の武上氏から、ご自身が
研究に使われてきた蔵書や貴重な資料の一部を寄贈してい
ただきました。日本語・中国語・英語・ドイツ語といった
各言語にわ
たる書籍が
43点、また
研究に使わ
れた資料
ファイルが

2009年の第21回北京会議。

78点、更に

昨年11月の第29回会議にあたり、当館は2018年の第30回

孫文の上海

会議の開催地として正式に立候補し、承認されました。中

故居にあり

国・香港・台湾を除いた地域では4番目の開催地（ペナン・

ました孫文

シンガポール・ロサンゼルスに次ぐ）となります。日本で

蔵書につい

は初開催となります。

ての資料が

当館・孫中山記念会は今までも、2016年に開催しました

『科学の人（マンオブサイエンス）・孫文』と
Ambulance Lectures:First aid to the Injured 。

含まれます。

孫文生誕150周年記念シンポジウムなどの国際学術会議や、

この中では、孫文が医者として近代科学と向き合った最

海外各地にある孫文関連施設・団体との交流を通じて、孫

初期の業績である訳本『紅十字会救傷第一法』の原書にあ

文を記念する様々な国際交流活動を続けてきました。今回、

たる、サミュエル・オズボーンのAmbulance Lectures:

First aid to
the Injured

日本国内の孫文に関連する団体を含め、中国や世界各地か
ら50に近い団体を招待して、30回目という節目の大会を神
戸で開催できることを大変光栄に思います。

（2017年 末 時 点

日程は今年11月28日に兵庫県公館で特別講演会を開催

で国内での所蔵

し、翌29日にポー

は当館のみ）や、

トアイランドで全

孫文が中国の総

体会議を開催する

合開発を論じた

予定となっていま

『実業計画』を

す。特別講演会は

著した際に参照

一般の方にもご参
加いただく予定で
す。スケジュール

Ambulance Lectures:First aid to the Injured
にある応急措置についての挿絵。

国内外の諸資料

を見ることが出来ます。

の詳細につきまし

講演会会場（予定）の兵庫県公館。

していた、中国

武上氏よりいただきました諸資料は今後の孫文研究や、

ては次号館報など

中国科学史研究に対しても有効な活用が出来るものと思い

で、またお知らせ

ます。孫文記念館では今後、この資料の活用を図っていく

して参ります。

所存です。


――

（研究員：村田省一）
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国際シンポジウムが開催された。報告は29本、出席者は約

研究室便り

100名であった。中国上海、広州、北京、天津の各地、ベ

＊杭州・寧波・台北・長崎訪問の記録

トナム、シンガポール、マレーシア、そして和歌山の南方

一

熊楠記念館、南方熊楠顕彰館の関係者、当館からは愛新翼

呉錦堂故居・寧波幇博物館訪問
2017年10月28日、筆者は友人のご案内をいただき、中国

浙江省寧波・慈渓市内の呉錦堂故居、錦堂学校、呉錦堂墓、

館長、安井三吉名誉館長と筆者が出席した。移情閣友の会
企画委員長の後藤みなみ氏もゲストとして列席した。

寧波幇博物館などを見学した。

これに先立ち、10日夜、愛新館長は歓迎レセプションで、

移情閣の主であった呉錦堂の故居は、現在慈渓市・観海
衛鎮・東山頭村にある。「故居」は二カ所があり、一カ所は、

当館が来年秋に「第30回孫中山宋慶齢紀念地聯席会議」を
主催する旨を発言し、賛同の手応えを得た。

呉錦堂の生家で、現在は普通の民家として使用されている。

シンポジウムでは安井名誉館長は「孫文記念館を支える

もう一カ所は、1904年、呉錦堂が帰郷して水利事業を監督

六大支柱」と題する報告を行い、華僑、行政、財界、学界、

するために居住した邸宅で、現在浙江省の文物保護単位（文

市民、交流の六つの角度から当館の活動と特徴を紹介した。

化財）として、同村の管理下に置かれている。

私は「神戸華僑と中華革命党」と題する報告を行った。11

慈渓市観海衛鎮内にある錦堂学校は1905年、呉錦堂の寄

月12日午前、安井名誉館長と私が財団法人中山学術文化基

付によって建

金会の学術記念賞の授賞式にゲストとして招かれた。午後、

立され、現在

台北郊外にある陽明山中山楼を参観した。

「 錦 堂職業中

錦堂職業中学。校舎は向かって中央やや左奥。

11月13日、

学 」（ 錦 堂 職

シンポジウム

高 ） の 名 で、

終了後、台北

自動車整備と

にある中国国

ファッション

民党中央委員

を主な専攻と

会文化伝播委

し、
浙江省の名

員会党史館を

門職業高校と

訪れ、当館と

なっている。

の 今 後 交 流、

呉錦堂の墓地は、慈渓市内の鳴鶴鎮に隣接する白洋湖の

協力につい

ほとりに建立され、墳墓、祭堂と墓守の部屋の三つの部分

て、主任王文

から構成されている。祭堂は祭祀を行うホールで、多くの

隆氏と意見を交わした。

国父紀念館シンポジウムにて。

題字扁額が飾られている。墓地の隣には孫文記念館の元館
長である故陳徳仁先生による「呉公作 澤郷碑」
（1991年建）

三

が佇んでいる。

長崎の孫文関連施設参観
世界海外華人研究学会（International Society for the

寧波市内にある「寧波幇博物館」はおもに海外にいる寧

Study of Chinese Overseas: ISSCO）は国際的な華人

波出身工商業者の事績を顕彰する大型の記念施設である。

研究学会である。2017年11月18日から19日にかけて、長崎

近代以降、寧波の商人集団は「甬商」（甬は寧波の別称）

大学で開催された学術大会は日本では初開催である。18

と称され、中国はもとより、世界で活躍した工商業者を数

か国からの参加者は約200名、報告は約180本であった。

多く輩出している。呉錦堂もそのうちの一人として紹介さ

開幕式、挨拶や基調講演に引き続き、六つの分科会に分か

れている。

れて、同時進行の形で研究発表が行われた。私は「大阪華

10月29日、浙江工商大学（杭州市）が主催した「浙江と

商叢良弼と山東省のマッチ産業」と題する報告を発表した。

東アジア」国際シンポジウムに参加し、「神戸における清
末江南文人の足跡」と題する報告を発表した。

これに先立ち、11月17日午後、長崎にある香港上海銀行
長崎支店記念館に併設している「長崎近代交流史と孫文・

10月30日午後、主催者の手配で杭州市に隣接する塩官県

梅屋庄吉ミュージアム」を参観した。同館は長崎県の運営

を参観した。同県は銭塘江の入り江の北岸に位置し、潮の

によるもので、おもな展示は孫文と梅屋庄吉に関連するも

回流（エスチュアリー）を観る著名な場所である。孫文は

のである。展示にはマルチメディアが活用され、ブースご

1916年8月17日、ここを訪れている。現在、当時孫文が潮

とにテレビによる日・中・英三カ国語の解説が放映され、

を観賞した東屋が「孫中山銭塘江観潮紀念亭」
（略称中山亭）

観客が放映内容を選択することができる。一昨年（2015年）

として整備され、「観潮勝地公園」の一角にある。休園日

に放映されたテレビ東京のドキュメンタリー番組に使用さ

のため参観は果たせなかったが、公園の碑坊に刻まれてい

れた宋慶齢の結婚衣装（再現品）が目を引く。参観の際、

る孫文「世界潮流、浩浩蕩蕩」の題字が煌煌しく光っている。

案内をしてくださった長崎県国際文化観光国際部文化振興
課の関係者に対して、来年に行われる当館主催の第30回孫

二

台北国父紀念館主催シンポジウムに出席ほか

文宋慶齢紀念場地聯席会議について協力を要請し、快諾を

2017年11月11日から12日にかけて、台北の国父紀念館な
どの主催による「紀念孫中山：公平社会正義与社会発展」

いただいた。


――

（主任研究員：蔣海波）

孫文〈孫文記念館 館報〉

記念館ニュース〈2017年7月～12月〉

第20号

孫文研究会通信

・9月22日、台北駐日経済文化代表処の謝長廷代表一行が
来館。

＊2017年度（7～12月）活動
・孫文研究会特別例会：11月12日（日）孫文記念館

・9月23日、中国駐大阪総領事館一行が来館。

第一回林同春・孫文記念館学術賞授賞式・講演会

・11月1日～30日、「孫文2017」開催。

（当研究会は共催参加）

期間中、
「神戸華僑『落地生根』150年記念写真展」開催。
（写真展主催：神戸華僑総会

「グローバル化・内戦・革命史」

共催：神戸華僑歴史博物館、

（衛藤安奈：慶應義塾大学法学部講師）

孫中山記念会）

「孫文研究の可能性」（深町英夫：中央大学経済学部教授）

・11月3日、神戸新聞が「孫文2017」を紹介。

・日本孫文研究会編『孫文とアジア太平洋－ネイションを

・11月8日、朝日新聞が「孫文2017」を紹介。

越えて』が、11月に汲古書院より刊行されました。

・11月9日、読売新聞が「孫文2017」を紹介。

この書籍は2016年11月に孫中山記念会主催、孫文研究

・11月12日、「第一回林同春・孫文記念館学術賞授賞式」
（主催：孫中山記念会

共催

会・神戸華僑華人研究会共催で開催しました、孫文生誕

孫文研究会）

150周年記念国際学術シンポジウム「孫文とアジア太平

・11月12日、神戸市在住の鮎川勝様より、李烈鈞の書「行

洋－ネイションを越えて」の報告論文集となります。基

義達道」を寄贈していただき、移情閣にて寄贈式を行い

調講演として桑兵（中山大学）「民国元年における孫文

ました。こちらの書は1924年に孫文に同行していた李烈

の北上と清朝皇室との交流―皇族の帰属に関する選択を

鈞が神戸から天津に向かう際、鮎川氏の祖父に揮毫した

めぐって」、村田雄二郎（東京大学）「孫文以後の大アジ

ものです。

ア主義―民国期中国における日本認識をめぐって」を含

・11月12日、荒尾市（熊本県）の浅尾敏彦市長が来館。

め、国内外の学者による18本の論文と、報告に対する討

・11月19日、「音楽と講演の会」講演：愛新翼館長

論の記録を掲載しています。（397頁、定価8500円+税）

（主催：移情閣友の会）

・『孫文研究』第61号発行（12月28日）

＊1998年～2002年に孫中山記念会事務局長を務められた
岡本理氏が、2017年3月に逝去されました。孫文記念館

＊2018年度（1～6月）活動予定

一同、心よりお悔やみ申し上げます。

・2017年度孫文研究会総会、冬季例会：
1月8日（月・祝）中華会舘
研究報告「漢奸から烈士へ－保安司令趙保原の抗日戦争
前後のイメージ変遷」
（郝昭 ：中国人民大学清史研究所博士課程）
・冬季特別例会：2月24日（土）＊神戸華僑華人研究会と
共催。
・『孫文研究』第62号発行（6月30日予定）


（孫文研究会代表理事：緒形康）

台北駐日経済文化代表処の謝長廷代表（中央）
。

李烈鈞書の寄贈式。

『孫文とアジア太平洋－ネイションを越えて』

――
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2018.1

ドレー、虹の彼方、情熱大陸などを演奏、アンコールは

移情閣友の会通信

季節の歌「もみじ」。講演の部では、「中国近代化におけ

＊行事報告

る孫文の影響」と題して、愛新翼館長が現代中国の建設

・関帝廟普渡勝会見学･精進料

に孫文の思想はいかに影響を及ぼしたかをわかりやすく

理 を 楽 し む 会 …8月25日(金)

楽しく講話され、中国の近代化に対する理解を深めるこ

関帝廟 参加者：16名

とができました。

移情閣友の会の参加は今年
で3回目。林同福会長の引率
で境内をまわり、普渡勝会に
ついて理解を深めたあと、精
進料理が振る舞われ、懇談し
ながら舌鼓を打ちました。28
日の謝宴は役員など5名が出
席し、神戸華僑と親交を深め

二胡同好会

ることができました。

愛新館長の講演。

関帝廟普渡勝会にて

・12月開講新規同好会会員募集！
・移情閣まつり2017＆交流会…10月8日（日）移情閣ホール・
庭園

「漢字でアンチエイジング」毎月第二水曜日10：30-12：00

参加者：224名

於

公開文化講座、コーラス、フルス演奏、中国語歌の二

友の会の部屋

参加費：1,000円／月

重唱、オカリナと漢詩朗唱のコラボ、二胡演奏、二胡体

講師：見方須賀子（白川静記念東洋文字文化研究所認定

験、ミニバザーなどを実施。公開文化講座では、岩本公

漢字教育士）

夫氏による「中国門 」、山田敬三顧問による「王羲之
移情閣だよりの発行

と魯迅の跡を訪ねて」と題した講演。2階講義室では囲

115号（2017.8） 116号（2018.1）

碁同好会と中華同文学校校友会が交流戦。中国の文化と
音楽を通じて地域との交流を深めることができました。

＜今後の予定＞
・2018新春特別講演会…1月21日（日）14：30-16：30

・孫文2017音楽と講演の会
ル

11月19日（日） 移情閣ホー

移情閣ホール

参加者：82名

講師：野口

音楽の部はコーラス同好会による「かけはし舞子移情
閣」「鵲橋」など4曲を披露。続いて二胡同好会が台湾メ

一さん（大阪日台交流協会会長）

演題：「夜空に輝く星座の如く ～孫文から明治維新～」
・2018新春のつどい

講演会・神戸華僑歴史博物館特別展

講演・食文化交流
…2018年2月12日（月・祝） 11：00-14：00
会場：東栄酒家
演題：「陳舜臣が信仰した神社」
講師：加藤

隆久さん

（生田神社名誉宮司）
参加費：3,000円


（移情閣友の会企画運営委員長：後藤みなみ）

コーラス同好会。

昨年は神戸開港150周年にあたり、神戸華僑の歴史が始
まってからも150周年ということから、当館でも特別展を
開催致しました。この歴史の中で孫文と神戸との交流があ
り、その記憶を残し続けようとした先人たちの努力の上に、
孫文記念館もまた存在しています。
今年はそうした努力を更に未来へとつなぐべく、当館は
孫文・宋慶齢紀念地聯席会議の開催など、様々な催しを行っ
て参りますので、引き続き、ご支援の程をお願い致します。


（M.S）

――
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誤 浅尾敏彦市長→ 正 浅田敏彦市長

