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中国の経済的・国際的存在感の強まりによって、
海外の中国移民に関する学術研究も活性化

• 習近平国家主席が2014年に発した「一帯一
路」は、ヨーロッパ―アジア間の経済回路の構
築を目指すものですが、現在、当初の構想を越
えた意味を持ちはじめています。

• 遠隔地ラテンアメリカでも、この構想によって、
さらに広く中国の経済的刺激が及ぶことを期待
し、みずからの地域も関わるべく行動する現象
が見られるようになりました。

• 中国関係の学術研究も活性化しています。特
にメキシコとコスタリカ、ペルーで、アジアとラテ
ンアメリカをつなぐ内容の歴史学や政治学、文
化人類学など人文系研究が活性化しています。
歴史研究の領域も、現在進行中の現象に影響
を受けるダイナミズムを持っています。 2

写真は2019年にコスタリカで初めて開催された
第1回中国研究・中国移民研究の国際会議。
ラテンアメリカ中の関連研究者が集まった。
（2019年11月 園田撮影）



苦難に満ちたアジア人移民の歴史～困難な社会的上昇

• 19世紀半ばから、南北アメリカやオース
トラリアなどに、インドや中国から大勢の
労働移民が渡り、多民族・多文化社会
の基礎が形成されました。

• 日本移民も、19世紀末からハワイや南
北アメリカに渡航しました。アジア人労
働力を求める地域に渡った日本移民は、
インドや中国移民のいわゆる後続移民
でした。

• 環太平洋地域では、1870年代から中
国移民への人種差別が激しくなり、
数々の差別法が設定されました。日本
移民も、1920年代半ばから同様に差別
対象になりました。差別法はすでに撤
廃されましたが、今に続く根深いアジア
人蔑視の源流です。
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細く吊り上がった目、黄色い
肌、出っ歯は、アジア人の人
種的特徴を蔑みとともに強調
する典型的な表象であり、中
国人差別の中で生まれた。
（左：1881年5月20日にサンフランシスコ
の雑誌The Wasp）に掲載された風刺画）

これは、太平洋戦争中は日本
人に適用された。
（下：1941年開戦直後、アメリカの雑誌
Fortuneで組まれた日本人特集号）

中国人労働者の入国を制限する中国人排斥法の成立
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トリニダード・トバゴ
1930



アジアの外でアジア人移民が生活や経済活動を
飛躍的に成功させた歴史もある

•困難な社会状況で、アジア人移
民はどのように生活や経済活動
を成功させたのか？白人を頂点
とする社会で、中国移民がどの
ように社会的上昇を実現したか、
検討します。

•本研究は、イギリス領西インド諸
島（カリブ海地域で英領であった
地域）の最南端に位置する、中
米（セントラル・アメリカ）、トリニ
ダード・トバゴの中国移民を扱った
ものです。
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トリニダード・トバゴはかつてイギリ
スの植民地であり、いまは石油産業
によって、カリブ海地域で最も経済的
に豊かな国。

トリニダード・トバゴ出身の中国系の有名人
～世界的に有名な政治家～

①【最左】陳友仁（ 1878–1944）、中華民国外交部長、
孫文の同志として革命外交を牽引。

②【右】ソロモン・ホーチョイ（ 1905-1983）、大英帝国植
民地で初の非白人総督、かつ独立後初の総督。

～世界的に有名な芸術人～

①【左】戴愛蓮（1916-2006）、中国モダンダンスの母。
国家の芸術舞踏組織要職を独占。

②【最右】ジャクリーン・チャン（1939- ）、映画俳優、ダ
ンサー。世界で初めて白人男性とラブシーンを演じた
非白人俳優。
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強力な大国でもないトリニダード・トバゴの中国移民は、
なぜこうも成功者を輩出しているのか？①

世界の他地域のアジア移民と異なる条件がありました。

① 移民後すぐ、現地社会の中間層に入った。

• カリブ海地域のイギリス領植民地は、アフリカやイン
ドから奴隷や契約労働者を大量に導入し、その子
孫が全人口の80％以上を占めます。白人を頂点と
するヒエラルキーでは、肌の色があからさまに社会
階層の上下を決定してきました。中国人は最下層で
はなく、中間層として現地に入りました。

② 早期から、商業領域で成功できた。

• 中国移民は移民後、農業領域に入りましたが、イン
ド移民との競合に敗れ、1880年代には農業領域か
ら引き上げました。そして、都市部の小売業や事業
に進出しました。これが結果的に、中国移民グルー
プ全体の中流階級化を加速させました。
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強力な大国でもないトリニダード・トバゴの中国移民は、
なぜこうも成功者を輩出しているのか？②

③ トリニダードを発展させた全ての成長
産業に関わった。

• 世界経済と結びつき、 19世紀半ばから
20世紀半ばにかけて、トリニダードの主
要産業は砂糖→ココア→石油の順に推
移しました。中国移民は順に労働者、
農園主、投資者として関わりました。

④ 植民地政庁の公務員になれた。

• 公務員になれることは、移民にとって、
移民先社会で実に大きな意味を持ちま
す。なお、同じイギリスの植民地でも、
東南アジアの英領植民地は異なり、中
国系住民は公務員になれませんでした。
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写真は1916年版イヤーブックのココア農園の所有者リスト。
この頁だけで5人の中国人農園主の名前がある。ココア農

園は狭い面積を家族単位で生産管理できたため、購入し
易く、かつチョコレートブームを迎えた世界で富を生んだ。



強力な大国でもないトリニダード・トバゴの中国移民は、
なぜこうも成功者を輩出しているのか？③

⑤ イギリス式教育が、英・米の一流大学における学びを容易にした。
•西インド諸島には1948年まで大学がなかったため、現地の高校は留
学前提にカリキュラムを組みました。また、西インド諸島からイギリス
留学する奨学金制度「Island scholarship」が設けられました。中国系
の多くがこの奨学金を獲得しました。またイギリスのみならずアメリカ
の一流大学に学び、結果、医者や弁護士といった高等専門職に就く
ことができました。なお、東南アジアの英領植民地にも、同様の奨学
金制度「Queen’s scholarship」がありました。

⑥ イギリス国籍を取得できた。
• アメリカやカナダの中国系は、差別法によって1940年代前半まで帰
化不能外国人として扱われました。しかし英領西インド諸島では、中
国人は申請すれば問題なくイギリス国籍を取得できました。
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中国系の側も、現地で受容される工夫を凝らした①

中国人のイメージを上手く使用

•中国人である特徴をそのまま表象するのではなく、英領植民地の価
値観をもつ現地の人々が受け入れやすく、信頼や尊敬に結びつくよう
な自己イメージを強調しました。

•西インド諸島には20世紀初頭から中国人に対し、「勤勉」「料理上手」
「商売上手」との一般的なイメージがあります。中国系はこのイメージ
を上手く使い、中国人の焼くパンは美味い、というイメージに転換して
ベーカリーを経営し、成功する例が複数ありました。

•雑貨店やスーパーマーケット経営でも、店名を完全にイギリス風に変
え、商品や資材調達をヨーロッパまで延ばすなどして、中国人社会の
内側に籠らない動きをしました。
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中国系の側も、現地で受容される工夫を凝らした②
イギリス化した中流階級としての姿をアピール

• ヨーロッパ系白人を頂点とした植民地社会で
は、イギリス文化への適応を強調することが、
社会的上昇の鍵でした。

• 20世紀初頭から、生活様式をイギリス式にし、
子弟教育でもイギリス留学を望む中国系の
人々が現れました。一方で、1930年代まで、
子弟を中国に帰し、中国で高等教育を受けさ
せる人々も少なくありませんでした。

• トリニダード主流社会には、イギリス化した姿
を発信しました。たとえば左の写真は1938年
7月23日の全国紙に載った、中国系同士の結
婚ニュースです。結婚、旅行、事業、お見合
いパーティなど個人の動向を新聞に載せる
動きは、コミュニティに中流階級の社交空間
があると示すものでした。 12

「中国人社会の内側に籠らない活動」、文化適応の重要性
• 世界3大カーニバルで有名なトリニダード・
トバゴのカーニバルも、中国系の人々が現
地での地位を確保するには重要でした。
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写真は1930年代後半の現地新聞に中国人経営者が

載せた「赤い鶏印」小麦粉の広告。「さらさらで白く、栄
養に富み、ケーキやクッキーも簡単に作れます。中国
系の皆さんもどうぞ」。右の鶏は、カーニバルの着ぐる
みに似せた鳥人間。現地文化を巧みに使用。

現在のトリニダード・トバゴのカーニバル。様々な工夫
を凝らした仮装や着ぐるみ、人形とともに市民が参加
する。（2019年2月28日Robert Lee氏撮影）



1930年代以降、中国政府が華僑の経済力に注目し接近
すると、協力した

• トリニダードの華僑は1930年代に日中関係
が悪化する中、故郷広東省の安全を憂慮し、
中国への愛国心を高めました。

• 1935年、中華民国政府は華僑政策をおこな
う委員を本国から直接トリニダードに派遣し、
抗日運動団体を作って募金を呼びかけ、国
民党支部、中国語新聞や雑誌、華僑学校、
老人ホームを開設しました。

• このとき委員は、中国系の経済的成功者た
ちに協力を求めました。彼らは積極的に協
力しました。

• WWIIが始まるとイギリスと中国は連合国と
なり、日本と対峙します。中国系の抗日運動
は、英領のトリニダードで好意的に受け取ら
れました。
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下は1944年12月創

刊の雑誌『千僑』。国
民党の機関紙。中国
から来た委員が現地
中国系向けに発行し
た。華僑の現地適応
を考慮し、全ページ
英語を用いた。

上は1938年10月10日にトリニ

ダード・トバゴの首都ポートオブス
ペインで実施された、現地華僑の
抗日愛国パレード。このニュース
はトリニダードの全国紙にも掲載
され、大々的に報道された。
（写真所蔵、提供Kim Johnson氏）

1962年トリニダード・トバゴ共和国独立。台湾の中華民国は
WWII中に作った華僑との関係性を外交資源として使う。
• 終戦後、国共内戦が起こり、国民党は共産党に敗れて1949年に台湾に移りました。イギ
リスが1950年に中華人民共和国を承認したため、英領だったトリニダードはいったん台
湾の中華民国政府との関係を終えます。しかし台湾側は、トリニダード華僑との関係を維
持しました。

• 1962年にトリニダード・トバゴが独立すると、大陸中国に対抗する国際関係の構築を模索
していた台湾は、トリニダードとの「国交樹立」を期待します。まず、台湾はトリニダード初
代総督に就いた中国系のソロモン・ホーチョイに接近しました。中国人の血を引くことに
着目する台湾は、海外華僑を外交資源として見ていました。迅速にホーチョイに接触し、
国交樹立交渉を始めます。

• さらに台湾は、WWII中にトリニダードで築いた華僑との協力関係を再び活用します。抗日
愛国運動に協力した中国系の経済的成功者エドウィン・リーラムの長男シドニー（Sydney 
Lee Lum, 1913-1993） が要請を受け、国交樹立に貢献しました。シドニーは有限会社アト
ラス（Atlas）と西インド諸島最大の低温物流会社インターナショナルフード有限会社
（International Foods Ltd.）の常勤取締役です。輸出入、旅行、広告、芸術、水産、運輸方
面で幅広く多角経営する有力な中国系商社として、この2社は商船三井、日本冷蔵株式
会社（現在のニチレイ）、JAL、JTBの日本企業の西インド諸島における代理店でもありまし
た。シドニーは、1965年から台湾とトリニダード間直航の空輸・海運ルートを拓きました。

• 中国系住民は1930年以来、中国との関係をもうひとつの社会的上昇ルートとしたのです。
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まとめ：研究で得られたマイノリティ理解
• 移民先の社会に生きるマイノリティ集団は主流社会のマジョリティに比べ、証明してみせねばならない
こと、勝ち取らねばならないことが多く、理不尽な差別を克服せねばならない状況にも向き合います。
イギリス領西インド諸島の中国系住民の研究分析は、日本社会のマイノリティを考える示唆も与えます。

• イギリス領西インド諸島の中国系住民の歴史には、まず、大英帝国植民地の経済、政治、文化構造を
有利に用いながら、現地社会で成功していく姿が見えます。トリニダードの中国移民は、①イギリス領
植民地の人種ヒエラルキーの中位に位置でき、②早くから商業領域にグループ全体で進出し、③成長
産業に関わり、経済的成功を収めました。また④植民地のイギリス式教育は、英米の大学に進んで高
等専門職に就く、社会的成功を導き、⑤イギリス国籍は安定をもたらしました。⑥政府公務員への道も
特徴的です。

• トリニダードの中国系住民はそれでも不断に、イギリス式文化に適応した姿を主流社会にアピールしま
した。移民先では、自らの文化資源をどのような環境下でなにを有利とし、それを通して主流社会に自
らを認知させるか－－この模索が必要でした。

• 新たなうごきは1930～40年代に表れました。抗日戦争に備える中華民国国民政府が、華僑の協力を
求めて委員をトリニダードに派遣しました。トリニダード華僑はこれに協力し、中国とトリニダード主流社
会の双方から社会的認知を得ました。中国政府と関わるかたち、つまり社会的上昇の資源をこれまでと
異なるかたちで得たのです。1962年トリニダード・トバゴ独立の際には、遷台した中華民国政府が国交
樹立を望み、トリニダード中国系の名士に協力を求めました。台湾の接近は、現地の中国系に、英領
植民地のエスニック・エリートになる以上の、グローバルな社会的上昇をもたらしました。社会的上昇の
回路は、英領植民地がもつ英国性と、中国政府とのつながり、この双方に跨るものになりました。トリニ
ダードの中国系住民の社会的上昇は、西インド諸島、イギリス、アメリカ、そして中国という、グローバ
ルな人脈のなかで生み出されたと言えます。

• マイノリティが社会的に上昇するには、国際的な広がりを持つ「外とのつながり」を活用することが突破
口になるのです。英領トリニダード・トバゴの中国系住民は、グローバルな大英帝国のつながりと、遠
隔地中国とのつながりを有しました。
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