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人間・環境学，第 21巻， l33-149真， 2012年

日中戦争期の米国華僑と祖国政治

一一一国民参政会参政員司徒美堂を事例として一一ー

宋 玉梅

京都大学大学院人間・環境学研究科 共生文明学専攻

守 606-8501 京都市左京区吉田二本松町

要旨 本稿は，米国華僑可徒美堂 (1868-1955)の中華民国参政会参政員に指名されたプロセスを

事例として取り上げ，抗日戦争期において華僑がいかに祖屈(中間)の政治にi直接参加できたのか，

という課題の解明をめざすものである.第 l章では，先行研究の紹介と問題提起を行い， 日中戦争

期の華僑と祖田政治との関係について，公文書を用いる実証的な研究が少ない現状を指摘した第

2章では，国民参政会が成立する歴史的背景と海外華僑参政員の選出規定を叙述した第 3章では，

棲雑な中国国内政治事情と米国における中国国民党と華僑組織「致公堂」との関係の中，彼が参政

会参政員に指名された経緯とともに，国民党の目的は参政員指名の権限を利用し f致公堂jの有

力者指名を通して， I致公堂j組織を支配しようとすることにあったことを解明した第 4章では，

司徒の参政員再選および彼の祖国と政治への認識を論述した.抗戦期における華僑の「国家」への

支持と， I由民党」への支持を同一視してきた従来の通説を，司徒の事例を通して検証し少なく

とも可徒のケースの場合には 「祖闇」への愛着は「閤民党jへの支持と異なるものであることを

明らかにした.

I はじめに
なるとしても)， 
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1937年 7月の慮溝橋事件を契機に，中華民国

は新たな抗日の高潮期を迎えた， 9月 22日，中

国国民政府の中央通信社は，中

国心を表明し抗日戦争に貢献したことを強調す

る点で共通した見解を示している. しかしながら，

従来の研究は，華僑がどのように政治的に

が一致団結」して，敵と対抗する旨の講話を行っ

一次国共合作がはじ

まったのだが，蒋介在の講話が言う抗戦のための

「一致団結」の対象=1全国Jの文振には，海外の

まれていた. 1満洲事変」以降，

府は，華僑個人及び華僑団体に献金や物質提供を

呼びかけ，これを奨励するための現実的な

一一華僑への選挙権・被選挙権の賦与を打ち出

していたからである 1) 華僑は抗戦の「一致団

結」にとって重要な働きかけの対象であった.

従来の抗日戦争期における華僑に関する研究で

は，彼らの献金に注目した研究が数多く蓄積さ

に組み込まれたのか またその実態について

は，ほとんど重視してこなかった.

こうした研究状況から 本稿はこれまで「愛国

との尊称を受けてきた著名な人物・

堂を事例として，国民政府の「一致団結」方針が，

政治的なものとし を対象にどう展開された

のかを考察する. さらにこの考察を通して， 1949 

年以降，人民共和国によって「愛国華僑」の代表

として宣伝され，台湾の国民党側からは，

への裏切り者であるかのように描かれた可徒美堂

(1868-1955)3) にとって， 1愛国心」はいったい

どのようものであったかを明らかにすることを試

みたい その際，従来の司徒美堂研究でほとんど
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使われてこなかった中国国民党と国民政府の公文

を用い，彼が活動家・政治家として撞頭するプ

ロセスを辿りながら 華僑としての司徒美堂と祖

との関係を十食証する4)

数多くの米国華僑を送り出した広

開平県赤吹出身である. 1882年に渡米

陸地はサンフランシスコ)しその後米

(ボストン・ニューヨークなど)に赴いた. 85年

サンフランシスコでは米洲の華僑社会に強い

を持った華僑組織 f致公堂j5) に参加し

1905年頃，ボストン・ニューヨーク地註では

「安良堂」に加入し， 30年代には，

として活動した.そして，抗日戦争開始後の

ーんにわたって閤民参政会参政

9月には人民政治協商会議

の城楼に立った人物である

なお，本稿は，抗日戦争中，華僑と担国の間の

政治関係がいかに構築されたかを検討し，

由民党および国民政府の公文書を中心に議論を展

るものであるため， I中国J， I華僑j，I海外

など用語について，特別な注釈を

っけない限り，当

ことにする

と

E 国民参政会と権外華僑

1 参政会の組織背景

まず，司徒美堂が中国大陸での政治的役割

つ

初に果たすことになった「国民参政会Jについて

述べることからはじめたい.台湾の馬起華の研究

によれば， I国民参政会Jという名称は， 1932 

4月7日に洛陽で開催された「国難会議」ではじ

めて登場する.この時 間「国難会議」において，

12月 19日の

会第四期第三回全体会議では，

を「国民参政会jに改称し

の33年に招集する， と決定し， I国民参政会組織

法j(22条)と「国民参政会選挙法」原則 (9項)

を議決した.ところがお年にはいると，ほん

らい孫文が生前に提起していた f国民大会jが将
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来招集されるはずなのであるから，あらためて

「国民参政会」を招集する必要があるかどうかに

ついて異論が出たため， I国民参政会」

題は，これ以後数年間，議論されることはなかっ

た6)

だが， 1937年 7月に全面的な対日抗戦が始ま

ると，翌 8月，国民政府は「意見集中」と「国民

のため「国防参議会jを設立し野党とそ

の他の異なる政治主張を持つ人士を含む 24人を

招聴した.さらに 38年 3月の国民党臨時全国代

は，この国防参議会を解散しあらたに

としての国民参政会を

るJことを決定し， I抗戦建国綱領Jを採択した

前文には， I中

を指導して抗戦建自の大業に従事している 抗戦

に勝手IJし， を成就しようとするならば，

同志の努力のほか，全国国民が一致協力してとも

に責任を負う必要がある」と記されているの.さ

らに， I国民が政治に参加する機関を組織し全

国の力を団結させ，全国の思慮を集中することに

より，国策の決定と推進を促進」する， と参政会

の政治的な目的を明記している8) なお，

臨時大会は， I非常時期にあっては，国民参政会

が設けられねばならない その権限と組織の方法

は中央執行委員会で詳細に議論に委ね，適切に法

規を制定するj，と決議した9) これが国民参政

会の由来である. したがって，この国民参政会は

32年の「国民代表会Jから改称された「国民参

政会」と しなければ

ならない10)

2 国民参政会参政員の海外華僑選出規定

自民政府が 1938年4月 12日に公布し， 6月21

日に修正した「国民参政員組織条例」によれば，

となるには，二つの条件を満たさねば

ならなかった.第一の条件は 中華民国の国籍を

有すること，年齢は 30歳以上で現役官僚ではな

いことである.この第一条件を満たしてから，は

じめて第二の条件の甲，乙，丙，了が適用される

の四項の条件のうち(丙)項は， (甲)項

の各省・市， (乙)項のモンゴル・チベットのよ

うな，選挙区を国内地域で区分したものと異なり，



日中戦争期の米国華僑と祖国政治 135 

海外の華僑に言及した条項である.また， (丁)

項は甲，乙，丙のように地域区分ではなく，文化

団体や経済団体といった団体からの推薦を規定し

ており，華僑はその団体からの推薦があれば，参

に指名されることができた.

(丙)海外の僑長居習地に三年以上滞在して

おり，かつ威信があり，又は僑民の生活状況

をよく把握しかつ威信がある人員から，

な文化団体または経済団体

に三年以上所属しており，かつ威信があり，

又は国のために努力しかっ威信がある

から，慎重に選抜する

(丙)項と(丁)項がともに f威信がある」こ

とを要件としているように，両項にもとづき

される参政員は，相当な影響力をもった人物であ

ることが必要とされた.

なお，参政員の定員は時期によって異なった.

は200名，このうち

は 100名と定められた.

二 凶知 Vノ疋貝はそれぞれ 240人， 240人，

290人(のち 362人)であり，このうち(丙)

による海外参政員の定員は第二期が 6名，

と居期は 8名であった.

(丙) (了)両項の参政員の選出手続きは以下の

通りである. (丙)項の海外参政員の候補者は僑

の倍の候補者， (了)

の候補者は じく倍の候補者を推

る.そして，推薦された候補者リストは国防

ら中国国畏党中央執行委員会に送られ

るとともに国民参政員参政会資格審議会に提出

する必要があった.審議会は審査の結果を中央執

し後者は各項の定員に合わせる

を確定する.最終的な参政員の決定は中央

(丙)項によって指名された海

外参政員として，第三期と第四期を連続して勤め

ている

以上， 1938年の中国国畏党参政会の規則を概

観してきた参政会の民意反映機関としての機能

については，すでに数多くの先行研究があり 12)

そこでの「民意」には 国内に居住していた

の民意、だけではなく 在外華僑たちの祖国の現状

への関心が含まれていたとされている.そして，

国民党が海外参政員を選出したことは，国民党の

勢力が海外の華僑社会で拡張してきた過程

にするものでもあった.では 苛徒美堂はどのよ

うにして，この海外参政員に指名されたのだろう

か. このプロセスをたどりながら，

のための f統一団結」政策と，

いた米国の華僑団体「致公堂」が中

しそこでの政治的地位を点めるまでの過程，彼

らの白標， またそこでの葛藤を考察する

車 国民参政員指名経緯と

そ

1 I米洲致公堂jと中国国民党の交渉

一一弓徒美堂の登場

を作成したのは， 1938年

11月 8日のことである 13) 同堂は 12月にも

を派遣して，国民政府財政部駐香港専員

を通じ「国民党幹部の米国派遣及びその指

し国家のために力を尽くし民族の掠

興を期待する」との書簡を蒋介石宛に提出しは)

1月 23日には，致公堂総監督可徒美堂，副

盟長伍鋭勲および会長梅友啓と陳

光耀が署名する

について見ると， 1938年 6月21日 遺」について

の「閤民参政会組織条例J(修正案)第 8条では， た15)

参政員の任期は一年間であった.ただし国民政

府が必要と認める場合延長でき， しかも延長の期

限は状況によって決定する，とされていた11)

また「再任Jについても規定がなく，このため多

くの参政員が再任されている.後述するように

薪歩雲の面会要請に対し，蒋介五は朱家騨(中

国国民党中央執行委員会秘書長・同

C~_)、下，中統と略称〕局長)に，自らの代理人と

して接見するように指示する

については，
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下， と協議するよう命じ

た16) 蒋介石の命令を受けた朱家騨は，

長の王啓江に「致公堂」を調査するように命じた

のである.王はそこで致公堂についての報告書を

朱に提出したが，それは独自の調査ではなく，主

に 1938年17)10月に中統18)が作成した詳細

に基づくものであった.この中統告書は， 1致

について， 1致公堂の組織を

したうえで，政党から社会団体に変

させる」と提案し蒋介石はその提案に同意し

たという.この報告書を踏まえ，王啓江は中央執

会秘書処(以下，中秘処と略称)名

致公堂の登録を批准する前提条件として，

公共団体としての手続や規則，

された会員名簿な

と職名が

を主管機関への提

主義への服従」

の表明，③国民党の指導の受け入れ，などを述べ，

致公堂がこれらの条件を受け入れる場合は，

における声望が高い有力者に僑務委員会の名誉職

を与えると提示し 19) 南北米洲華僑組織の

に関しては，致公堂の意見を受け入れる， とした

を朱家騨に提出した20)

日を通した朱は「先に粛歩雲と打

ち合わせ」するように，王に指示した21) そし

て，王は 1(1939年J4月20日午前 10時に

する旨を，中秘処の経由で，

と面会したのは朱家騨ではなかっ

たにもかかわらず，戴笠は 4月25日， 1朱家騨と

の面会と連絡」の経過について，

を提出している

三点にまとめられた.第一は，

米社Hにおける有力華僑団体であって，

と指導員派遣の要請を許可すれば，華僑との間の

連絡強化や，募金や公債の発行も継続でき，抗戦

にとって有利である， ということである.第二は，

くイ言用さ

との考慮の要請である

される国民党指導員とともに米国

に自費で航空軍人材となるよう宣伝を行い，米

玉梅

洲 20余りの中国語新聞紙の世論を統ーさせ，さ

らに国際宜[云に力を入れ，華僑の意識を統ーさせ

ることを提起した.それと同時に，請は領袖(蒋

介石)の抗戦建国方針を絶対的に擁護することの

を表明したのである

しかしながら，戴笠は藁歩雲の叙述をそのまま

したわけではなかった.彼は， 1致公堂」に

ついて独自の調査を行っていたのである.彼は自

身の調査結果に基づき，

性を確認し過去の国民党と致公堂との対立を指

摘したうえで，

求めた.他方，

遣について， を

総裁の代表として薫とともに米国に赴かせること

を提案しそうすれば米国の知識人に対する

と連絡の強化が期待できるとした.なお，戴の報

さhている23) こ

73歳であった.

を通じてはじめて，

自に触れたのである

一方朱家騨は，篇歩雲との面会についての報告

より遅れた 5月8日に

内容は，

について， 1中央は歴史がある

僑罰体への重視の意を表す」という文言を加えた

だけである24) 朱は 篇歩雲が提案した

派遣については，戴笠と対照的に，消極的であっ

たようである(この点について，宋の組織は， 5 

月 15自の段階でも態度未決定であったお))• 

致公堂の有力者に名誉職を与えるという

の案については，朱は具体的な動きを見せたが，

これも

会の陳樹人委員長に問委員会

中央執行委

るJ27) ことを照

たのは，致公堂中の有力者(例え

挙げられた司徒美堂や院本高ら)
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ることであったのだが 皮肉なことに，致公堂で

の地位がより低い鷺に国民党の名誉職が与えられ

たのである

さらに朱家騨は，肝心の「致公堂登録Jについ

ても積極的ではなかった.戴笠は 5月 12日，

家騨に蒋介石の許可が下ったことを伝え，

が長く許可を待たされると焦るだろうと蒋の懸念

し，審査終了後，速やかに登録することを

に要請したお)たしかに，鷺は，蒋介石から

「致公堂登録jの具体的な執行を委ねられた朱家

騨から，返事が一切届かないことに困惑していた.

に「致公堂の統一jだけでは

の決心を表明した29)

だが には言及しな

かった.

こうした蓄の「致公堂の統一と蒋介石擁護」だ

けの決心に，朱は不満を持っていたようである

蒋介石から f致公堂登録jについての許可が下っ

たにもかかわらず，朱は 5月 18日

これを実行することへの跨踏を見せている

ればならないことを確認した.さらに，朱は致公

では，請は朱の提案をうけ 「南米洲の致公堂を

統一し，三民主義を信仰させ，最高領袖に服従し，

統一戦線に賛成し救国救民につくす」との忠誠

を新たに表明しているが，請のこの回答が，可徒

をはじめとしたニューヨーク致公堂の有力者

に承認されていたかどうかには，疑開が残る. し

かも，こうした致公堂の表明は， i致公堂登録」

の許可や有力者の名誉職を得られるメリットと引

き換えに，同堂の本来の反孫文的政治理念(後

述)を失わせることでもあった.

繰り返しになるが，致公堂は登録要請以外にも，

自民党指導者の米国派遣を求めた. 5月 24日，

蒋介石は朱に， i宣伝および慰安を促進するべく

総裁の名義で侮浩然を篇と共に渡米させるjとの

指示を出した34) そして，朱家騨は 27日，蒋介

石に指示を従う旨を返答し35) 中央執行委員会

の名義で，何宛に iC米

安のために，

公堂を指導するようJと伝えた36) また，

宛に，何浩然の渡米を伝え，関係者に伝言するよ

うに依頼した37) さらに 中央海外部と僑務委

員会にも何の渡米惰報を伝えたのである38) こ

うして，何の渡米条件は整うことになった.だが，

何浩然の健康問題から，彼の渡米は実現を

堂がその方針をすべての海外華矯に明示せねばな しなかった.

らないとの趣旨を請に提起しこれらの条件を受 以上の経緯を踏まえて， をはじめとする

け入れれば，登録手続きについて，

を図ってもらうことができ，

中での品格が高く，

を授与することも可能だ と述べたのである

なお， 1910年代から 30年代まで，致公堂が国

と決して良好な関係を持っていなかったこと

は前述の戴笠報告書がすでに

具体的には， I斑畑明が孫文の「ー と対抗

して提唱した「三建主義への支持，孫文の

地位に対する不承認 さらに孫文と対立した陳畑

したことなどである32) 朱

への「擦跨」は恐らく，こ

れらのことに起因するものであったろう

5月 20日，意歩雲は朱家騨宛に，国畏党加入

への仲介に感謝する一方で，

やかな許可を要請する

を受け入れることにした.加えて，致公堂の中の

を与えることを決定したのである

これを実現する過程で侭浩若の米国派遣が断念さ

れる一方，理念の対立と「洪門致公堂Jの名称に

関しては，致公堂と国民政府との間で長期にわた

関されることになる39)

日に関しては，なお明らかにすること

ができないが，少なくとも 1944年 6月に至って

も，登録が終わっていなかったことは確実であ

る40) 致公堂の中国での登録団体「民治党」の

成立日は 1946年 9月 1日とされている41)から，

この「成立」以前に登録許可が与えられたのは関

ない.つまり， i致公堂登録自jは 1944年 6

月以降， 1946年 9月 1日以前になる. したがっ
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て，致公

r-4 

オミ

初に要請が行われた

な「民治党」創立まで，

したことになる.ただし，

いては，意外な展開が見

まず「国民大会」の代表に

とし

されることになる過程を辿ってみたい.

2 I中和堂Jと中国臣民党の交渉

一一言徒美堂への注目

前述の国民参政会の参政員になっ

たのはある種の偶然だと言える

ら

橋事件以後の中

機に臨むと述べた.さらに，

件後に出した f各党派は一致団結すべきである」

との命令に従い， I中和堂」を国民党中央の支配

き，党中央から直接指揮を受けることを提

し同時に蒋介石に

について，ニューヨークに本部を

玉梅

の華僑社会における歴史と影響力から

説き起こしている.一一「致公堂」は「悠久の控

史を持つ海外華僑組織」であり，その組織構造に

ついて， I同堂は政党のような役割を果たせない

一方，政綱政策のような規定も有しないjが，そ

の勢力の強さから

られないのが実情」であ

孫文と対立した陳畑明が

1922年に反乱を起こした際およびその後に，陳

畑明を支持した問堂は後に「致公堂」から「致

公党jへと改名したが，同党の総理に就任したの

が陳畑明であったこのような反孫文・親陳畑明

の立場から，これまで致公堂は国民党を詩り， と

くに自民党の「臨時約法」擁護と「以党治国jの

を強く非難してきた. しかし 1928年，致

公党に内部分裂が生じ，会員の一部が同党を脱退

した.彼らは加個に「中和堂jを創立して尤烈を

その活動機関は香港にある

に置かれたが，その実力は非常に弱い， と

致公堂は，孫文以後の国民党とも対立している

たとえば， 1933 

る.そ

致公党にも

る旨の電報を全党に発したのであ

は，尤烈と陳畑明がすでに死去し

にふ指導者がいなかった

ことが挙げられる46)

ただし致公党の内部には 1928年の分裂後に

も派関が存在していた.たとえば，

杭たちは察廷桔を指導者に推戴することに反対を

と

を取っていた. さらに， 1939年 12月

9日，馬は同党の党員を糾合して会議を開き，

の名義で「擁注反蒋」宣言を発したのであ

る47)

以上のように，致公堂内部には派閥が存在し

も複雑であった.致公堂は人数からいえ

ば，すでに f党」を構成するだけの規模を有して

いたが，その組織は「政党」としての内実を持つ

ものではない， というのが中統の評価であった.

圧を支持する会員もいれば 米洲洪門致公党支部
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のように居民党中央を支持するものもあったので

ある また，致公堂の名

あり，一部の会員は国民党中央に忠誠を持ってい

ることから，張我球の要請を完全に拒絶すること

は妥当ではないと判断された.そこで，以下の解

された

と健全な

(二)

を行うとともに. [致公堂の〕

を本党に入党させる

_，反動的な〔致公堂〕会員を排除し. [致公

名義を利用させないとともに，各

地での活動を摘発する48)

致公堂を最も

早期の公文書である

との対立の深刻さ，および致公堂会員の複雑さ

を明らかにしている.他方，致公堂の勢力を

党に取り込み，これを統合するための対策を明確

に提出したのである

2月 27日，

した報告書が中秘処に提

中統の報告内容を一

参照したことは間違いない.この三点とは，①

「中和堂」は致公堂の一派であって勢力は弱い，

②張我球が総裁〔蒋介石〕を向堂の名誉領袖に推

しようとするのは，活動を公然化し致公堂会

公堂はな き，かっ純粋に国を愛す

多く含んでいるから 中央は少数かっ声

し，彼らに一定の名誉職を

え，同堂を徹底的に整理する，というもので

あった.

なお，

分のほか，

部は 1938年 11月 3日付の|海軍 793

で，海外各党部に各地の致公堂事情を調査するよ

う指示していた その結果. I中和堂jは

「協進会jを組織し香港における活動の再開を

狙っていたが，経費不足のため中止した(海外部

，海外部ロンドン直属支部

と能力ともに持

の報

ことなどが明らかになった.

また，海外部報告書は，中統報告書と同じく，

米国致公堂が米洲各地の華僑社会において持つ勢

力を評価している.ただし

と「中和党」との関係を重視していたのとは異な

における致公党の内部

との関係を注目している

そこで，最も重要なのは，致公堂における有力者

を再確認し彼らの政治意識までも明らかにした

ことである.たとえば，米国西海岸において，

米洲を含む米国西部の致公堂を

ンシスコ致公堂総堂の勢力は

から独立した華僑団体)よりやや劣る，

はわが党の黄君迫である.ニューヨーク地方

では，致公堂の苛徒美堂の影響力が大きいが，彼

は本党に深い偏見をもっている 彼に次ぐ有力者

の院本寓は頭脳明fj杭本党に好感を持っている

致公堂の知識人呂超然は元全米洪門懇親会主席で

あって，現ニューヨーク公報の編集者であり，彼

は政治面において参政員になることを願っている，

などである

そこで，海外部が出した結論は，①中和党は致

公堂の一派閥に過ぎない，②共産党やその他の失

意の政客はときに致公堂と結託，またこれ

しさらに，本党に反対する とし

利用している， というものであった.致公堂対策

と密接に連絡を取る

を

えることを提起している.

海外部の「報告書jは，管見の限り，

官宛の公文書の中では 最初に南徒の政治意識を

したものである.同報告書では，司徒の愛国

は「国民党に偏見を持っているが，政府

しているというふうに表現されている.この

表現が正しければ.PJ徒は f国家」と政権を語っ

ている「党派jを識別していたことになる.なお，

よると，致公堂はすで

との間に関係を築いていたことが確認できる 苛

徒の国民党に対する偏見を改善するため，まず，
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広東省政府から を招耳号し， その後，

pみん.

オミこ

会から名誉職務が与えるといった対策が進め

られた49)

そのほか，

年 5月6自，致公党に関する

玉梅

そして，ちょうど国民党-国民政府の四機関が

致公堂の調査を行っていた時期，致公堂の側は蒋

介石に対し， I国民大会」代表53)の定員割当を

した. 1937年 5月に開催される予定であった

国民大会は，延期が繰り返されたのち， 40年 11

に提出している

を叙述し

米社H致公堂の長年 月に招集されることになっていたのである

など致公堂有力者はこの非常時期だからこそ，祖

国を一層擁護していかなければならないことを強

している，と述べる 陳が考えている対致公堂

策も，中統や海外部と同様，抗戦の契機を捉まえ，

彼らとの連携を図り， を与えること

が置かれている.それによって，彼らの備見の変

化を期待し抗戦力強化に協力させることを

したのである50)

以上述べてきた中統・海外部-僑務委員会の調

て，軍統が調査書を提出してい

るが，これは， I張我球は致公堂の会員であるが，

有力者ではないJI張の要請を受け入れるべきで

同日

と比較してみれば，

してはあまりに簡略的なものであるが，これは，

1939年 4月 25自付の戴笠の蒋介石宛報告書にす

でに致公堂及びその有力者の個人'情報についての

な調査を報告しているため，ここでは，改め

る必要がなかったからと推測される

中秘処は上述の中統・海外部・僑務委員会そし

て軍統からの四つの報告書をまとめ. 1940年 9

月2日

の，張我球本人及び「中和堂Jに関する分析は前

とlまほ同じ内容であった.米国致公堂

を国民党に服従させる対策も四報告書を参照しな

がら，①国民党の党員を米国に派遣し致公堂の

組織を正式な社会団体に改善し確実に本党の指

導に従わせる，②致公堂の有力者司徒美堂，抗元

寓そして呂超然の諸氏を「国民大会」の指定代表

にする，③本案は海外部が主導し

を行うことを期待する，とされた52)

した「国民大会jへの代表派遣が，

への国民大会代表ポスト

の割り振りという結果を生んだ、のである

3 司徒奨堂の国民参政会参政員選出

1940年 5月4日，国民大会代表選挙総事務所

と副主任葉楚憶は，中秘処に， Iニュー

ヨーク致公堂が蒋介石参政会議長宛に国民大会代

表の指名を求めてきた」ことを伝えた.蒋介石は

選挙総事務所に対し致公堂の要請を酪酌して対

応する旨を指示した54) 致公堂の盟長伍鋭勲・

会長梅友啓・会長李培聖・書記劉恩初は連名で，

を送っていた.それは，洪門致公堂

の歴史と抗日戦開始以来の募金努力を強調し可

抗本寓など有力者の名を挙げて，

大会への洪門の代表者出席」を求め，それによっ

てこそ，致公堂は「政府と共に抗日のため

できる」とするものであった. しかも， I五社H洪
門団体に国民大会出席代表の枠 10名」という具

体的な人数まで，要詰したのである日)

このほかにも，ボストンの中

山がやはり蒋介石宛てに致公堂総監督の庇本寓を

「国民大会代表」に指名する

そして， 8月 14日，

処に「院を由民大会代表又はその他の形で帰国さ

せる」という蒋介石の旨を伝達した57) 実際，

院はのちに国民大会代表に指名されたが，

屈はせず，独身の可徒美堂に帰国を勧めた58)

なお，ニューヨーク致公堂が蒋介石に

代表の指名を求めた二カ月後の 1940年 7月，今

は， I中和堂jも国民大会の定員割当につき，

問い合わせと要請を行っている59)

ここで，由民大会の在外華僑選挙について確認

しておこう. 1936年 5月 14日付公布した

大会代表選挙法」は，華僑代表定数を 40名とし，

華僑団体が推薦する候補者の中から，国民政府が

の二倍の人数を指定し華僑たちは指定され

た候捕者から国民大会代表を選出することとして

いた そして，代表を推薦できる華僑団体は，政
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されていたが，

個別の団体に定員を与えたわけで、はなかった.

に候補者を推薦する権利を与えたものの，

にどの華僑団体の推薦者が当選するかは，

ちの投票によって決定されるのである

したがって，中秘処はこうした

にもとづき， 40年 7月，中和堂に対しては次の

ように回答した「選挙法に明確に記載されるよ

うに，選挙資格を有する国民は選挙法に規定され

た各種の選挙に参加できるが 団体別などの特例

は認定できないJ，と.とすれば，

伍鋭勲らが司徒美堂と院本高を

「代表jとして出席させることを求めたのは，

の規定に抵触する要請であった.

しかしながら，国民党は総ての華僑団体に一律

の政策を取っていた訳ではなかったようである

たとえば，抗戦の進行に伴い，由民党の活動がほ

になっていたシャムについて，

長の 8月初日付蒋介石宛書簡は，

関して，法規に従い，代表者は華僑団体に

さ ら， ょっ

て選出」されると原則を述べたものの， Iシャム

などの東南アジア国では厳しい状況の制約から選

挙実施は困難であり，規定により，国民政府は候

補者から代表者を指名」することができるとし

た60) この間民大会選出手続きの解釈を受け

た61)蒋介石は，シャム華僑の代表定員要請につ

いて， I建国のための特別貢献者Jとして，政府

の権限で指名できる範囲のなかに， I出来る限り

受け入れる」という指示を出した62)

これと対照的に，蒋介石に国民大会代表の四名

派遣を求めていた香港の「中和堂Jには，海外部

は，開堂が孫文と対立関係にあったことや，それ

は致公堂の一派閥にとどまり，抗戦に力を尽した

のは米洲致公堂であることなどの「理由」を

を拒否する方針を蒋介若に提案している63)

ところカ~ニューヨークでは，

と院本寓はそれまで国民党と激しく対立していた

にもかかわらず，それぞれに参政員と国民大会代

表に指名されている. とすれば，

大会代表の選出基準と海外参政員指名基準におい

て との対立jより， I抗戦への貢献」を

したようにみえるのだが， I抗戦への

についての，上記のj毎外部の評価や致公党自身の

には留保が必要である

なぜ、なら， 1942年に出されたと

「中南米HH党務概況及改善意見」報告書によ

れば，抗戦以来，高北米洲での救国献金活動は表

には順調に進んでいるが，実際には致公堂に

よって妨害されたケースも少なくなかった64)

との摩擦は，実に 1942年まで続

いていたのである.だからこそ，間報告書は，こ

の致公堂との対立を解消するために，行政院が司

と院本高を参政員として招轄するのは良い

解決方法だと賛成の見解を表明している65) こ

た「抗日

は華僑社会においてほとんど影響力がなく，

その他の各華僑団体は依然として独自の募金活動

をやっていた， とt旨t高している66) したカすって，

f抗戦への貢献」が大きい理由で，致公堂の司徒

に指名されたとは考えられないので

ある

ではなぜ¥中和堂の要請は拒否され，

の参政員指名は実現したのであろうか.

は恐らく，

に，司徒を指名することによっ

を華僑社会から排除し 致公堂を国民党の支配の

もとに置くことができる と考えられる.ま

二に，ニューヨーク華僑社会と東南アジア華僑社

会における国民党の勢力の差が指摘されねばなら

ない.東南アジアの華僑社会では，中

力は圧倒的な強さを持っていたのとは対照的に

ニューヨークと中南米華僑社会における国民党の

勢力は，弱体であった.そこで，後者の地区では，

大きな力を持つと考えられた致公堂の司徒美堂の

参政員指名によって国民党の勢力を華僑社会に浸

透させるねらいが存在した， と考えられる.

は，国民大会開催の延期にある.国民大会が予定

通りに開催された場合，苛徒美堂の参政員指名は

を見なかったかもしれない(彼には，このほ

か広東省の名誉職を与えられる可能性があったが，

それはあくまで地域的なものである).こうして，

は， 1942年 7月 27日に国民政府が

公表した「第三期国民参政会参政員名単〔名簿JJ
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に載せられたのである

以上の考察をまとめてみると，

・
オzこ

期間民参政会参成員に指名されたのは， I抗戦へ

からでも，国民党と緊密な関係をもっ

組織の権力者であったからでもなく，国民党が米

国東部および中南米で自らの勢力を拡大する， と

同時にそれらの地域にある華僑社会から

勢力を司徒美堂の組織を通して駆逐するねらいか

らであったことが判明するのである

N 国民参政員再任と祖国政治

国民参政会参成員の任期は， 1942年 10

月 22日から 1945年4月 23臼であった.

は任期中の 1944年 12月 10臼，中

呉鉄城に洪門致公堂の参政員定数増加

彼は，国民党は海外で着々と勢力を伸ばしてはい

るが，その内部の団結は不充分で、あり，

イ本と現地の華僑団体との間にはいまだ大きな話離

があることを指摘している.そして，これら

間の解決方法は，国民党と華僑団体との協調の強

化にあるとし協調の強化によってこそ，救国

することが実現Jできると述べ，その上で，最も

しやすい方法は， I最大の華僑団体である洪

門が，華僑の団結及び田内外の連絡の強化jのた

め， I影響を発揮Jすることだと，呉に提案した

のである.彼は，ここで致公堂の孫文への支援を

しながら， I水を飲む時水源を患うべきJだ

し67) 呉鉄城に「革命団体洪門致公堂に

な参政員席を与えるべき」だと求めた.

党が華僑団体を国内回体と「同じように扱う Jこ

とによって， I革命の母を忘れていないJことを

証明することができるとともに， I革命のための

力を団結jできるとし それによって国家の危機

に対峠できると述べたのである68) ただし，司

徒は呉鉄城に無理な要求を提出したのではなく，

彼は何らかの情報源によって事前に「参政員

増力oJを知っていたようである69)

呉鉄城にだけではなく，

命団体に参政員

玉梅

した70) 司徒は問書簡において， I忠誠を

もって救国するJ方針に基づき，洪門が海外華僑

の「回結模範Jになるように努力すること，

米決122カ国に 600あまりの拠点を置いている洪

門20万人の兄弟」は政府の f後ろ循Jであるこ

とをアピールしたうえで，蒋介石に参政員

り当てを要請したのである71) ただしこの

書簡では司徒に強調された「洪門 20万人の兄弟j

とは，おそらく した数字であろう

司徒の影響力下にあったと見られるの

は，ニューヨークを中心とする米国東部だけのみ

であった.当時の全米の華僑の人数は八万人余，

そのうちに最も集中的に居住していたのが西部の

サンフランシスコ底域であって，東部は二万人余

であったとされる.たとえ，

門に加入していたとしても，二万余人しかなかっ

たはずである72) な お 洪 門jは厳格な規律を

もたないという大きな欠陥をもっ組織であって，

を除き，米国西部や中部，さらにキュー

パ，ベルー，メキシコなど中南米諸国にまで，司

徒の指導力が及んでいたとは推定できない.

換えれば，仮に全米洲で「洪門」組織に加入した

は 20万人いるとしても 各地での活動や政

治志向を統一されていなかった以上，容易に司徒

がリーダーを務めた致公堂ニューヨーク

針に従うわけもない.米~J+I各地にある「洪門致公

は，ニューヨークの下部組織というより，所

在地のコミュニティと密義的に連携する

あったのである

ところが，蒋介石をはじめとする

ちは， I洪門致公堂jの「莫大jな

および華僑社会に対する

を持っていたようである.それは，前述したよう

な由民党各機関によって作成された致公堂に対す

る調査報告書からも窺える.これらの致公堂の影

響力を過大評価し

ちの致公堂対策を大きく左右し前述のように

の一つ

となっていた. さらに，

た情報に基づき，可徒美堂の米国華僑社会におけ

るリーダーシップを信じ 彼の参政員のポストを

呉鉄城 維持しようとした



日中戦争期の米国華僑と祖国政治 143 

会 に， I致公堂の正式政党としての登録jを要請し

国民参政会改選に際して， 1月

30 B，呉鉄城に可徒美堂を， I米洲華僑の領袖」

として推薦したのである 73) が，呉鉄城は

に関しては， 2月 8日に

を与えることに関してj

を払う」と述べるに留まった74)

なお，致公堂を含む華{喬団体が，参政員

獲得に異常な熱心さを持っていたこから，彼らが

してきた f植田への貢献」の純粋さには疑問

が出ることも当然で、あるが 国民党の側は，ある

程度その要求に応、えようとした.

は，蒋介石宛の書簡 (1月2日付)で，

海外参政員の改選について，こう述べている

海外僑胞がわが党我が国に対する貢献は，愛

もとづきー・，彼らは(政府)から名

誉職が与えられること

る.わが政府は(僑胞)

と期待2してい

を与えること

で，彼らの忠誠をさらに得られると考えてい

るが，これは得策だといえる

従って，現職の海外参政員はそのまま維持す

ることが適切であり 第三期間民参政会海外

八名の中，死去した諒賛75)と

病身のため引退の意向を表明しているインド

ネシア代表許生理を除き 現在のままに維持

する.なお，マレーシア，カナダ及び南米洲

の僑胞は，代表の定額増加を求めている76)

陳の報告を踏まえ 蒋介石は呉鉄城に

加が必要だと決議する場合 増加した定員を出来

る限り(了)項にJ入れることを指示したが，

四期海外参政員の重任に関しては，見解を示して

はいない ただし(丙)項に基づいた第四期参

政員は，第三期と比較してみれば，語賛と

の代わりに，陳栄芳とJ馬燦利が指名された.つま

り，蒋介石は海外参政員の継任についての陳の提

案を受け入れたので、ある

こうして，司徒美堂は第四期参政会に再任でき

た. ところカf との関係が

されたと考えられていなかった. 1945年の

時点でも， I致公堂登録J(政党承認)はなお未解

決であり，自民党との間の緊張状態が続いていた

からである. 1912年，致公堂盟長黄三徳が孫文

の正式政党として

く，また強いものであったと

る.現状を打開するため，中秘処は海外部の「米

との連絡強化jの提案を受け入れ， 45 

年 3月，その執行を後者に委ねるとした78)が，

とってこうした事態は焦慮せざるを得ない

ものであったろう.彼が，孫文に裏切られて陳畑

明支持に回った黄三徳、と

支持へと を転換させたのは，こうしたことが

にあるのかもしれない.ニューヨーク致公堂

と中国共産党との関係はいまだ明確には解明され

ていないが，共産党と対立していなかったことは

確実である.たとえば， 1945年 2月 9日に中共

機関紙 f新華日報Jに載せられた米洲における

10社の

批判することさえ行ったが，呉鉄城はこの

を発した新聞社を謂査し共産党系は一社，

致公堂系は七社であると

の文書で述べている.そして，華僑社会で

に強い致公堂系に特別な注意Jを払わねばならな

いと指摘し「抗戦以来，致公党との関係は好転

したが，運用が充分ではなかったため， (致公党

lは土〕敵〔共産党〕の煽動に踊らされている」とi
嘆した8附Oω) 事実， I通電」の主張は，これは 1944

年 9月 15自における国民参政会での共産党代表

林伯渠の主張「国民党の一党独裁の廃棄J
連合政府の樹立jと一致する，すなわち

主張であった.蒋介石は， I通

のラジオ放送講話で，

る可能性に言及し， I少しでも

に返すjとの立場を述べた

が81) これに対して，共産党は毛沢東の論文

「一九四五年の任務jを『新華日報Jに掲載する

ことで応えた.毛は， I人民の力を通して，

を基礎とし，国民党，共産党そしてその他の抗日

党派及び無党派による国是会議の開催と連合政府

の創立を促成させる.そうしてこそ，中国におけ

るすべての抗日の力を統ーできるJと強調したの

である 82)
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ただしこうした致公堂系の新聞社が，

と間じスローガンを発したとしても，この致公堂

が全く共産党を支持していた， とはいえない.そ

れは，致公堂の従来からの「中国の政治場で一席

を取るための致公堂登録」の趣旨と一致したもの

であったし国共内戦勃発後の 1946年 9丹，致

は中田での登録政党「民治党jを成立させ，

この意味で中華民国の枠内にとどまっていたから

である

V 結

以上，

僑研究一一一司徒美堂研究では利用されることが

なかった国弐党と国民政府の公文書にもとづき，

彼と党・政府との関係に注目する視鹿から，彼が

在米華僑団体の有力者から自民参政会参政員へと

させてきたプロセス政治的立場

きた.

その結果，抗戦期，

して

をはじめとする米

を祖国から駆逐する強

を

り込

党の勢力が弱体で、あった国際都市ニューヨークが

目され，働きかけの重点が置かれたことが判明

した.

(中統と した情

報によれば，ニューヨーク華矯社会の実力団体こ

そ，司徒美堂が率いた致公堂であった. しかしな

がら，致公堂はかつて孫文との間に険悪とも言う

べき関係を有してきたこともあって，

祖国の抗戦のために政府(由民政府)を表向きに

支持しながら，党 には好感を持つ

ていなかった.中国国民党はこうした致公堂との

複雑な関係を把握した上で，致公堂を自党に眼従

させようとした.そのために，具体的には，致公

堂の有力者への名誉職授与，致公堂の

可，国民党員の致公堂の重要な行事への

などの手段が取られたのである.その中で，

を国民参政員に指名したことは，致公堂

玉梅

と な転換点でとの における

あったと位置付けられる

ただし国民党内部の対致公堂政策は，

要な方向においては一貫していたが，党内各組織

の具体的な政策の執行となると，必ずしも歩調を

そろえたものではなかった.たとえば，

月 12日に，戴笠は朱家騨に蒋介石の

録許可」を

米が致公堂代表篇歩雲に

る83) このように，

の不一致さは，そもそも国弐党に備見を持ってい

た可徒英堂をさらに国民党から離れさせ，彼が

1949年以降中国共産党の支配する中国大陸での

を選択した要素の一つであると考えられる

ただし司徒は決して中国共産党を支持したため

に，中国大睦を居住地として選択したとも言えな

い.なぜなら，司徒は国民党と対立したといって

も，国民党からの指名を受け，

に就託していたからであり，その政党(民治党)

の成立も国民党によって最終的に承認されている

からである.この参政員への就任は， もちろん司

していたことによる

への販従は，

前述のように，国共内戦開始後の 1946年の

でもそうであった.また，彼は， 1946年 9月に

「民治党」成立記者会見では， 1各党派は連携し

強大な中華民国を建設する」と呼び掛け， 1941 

年太平洋戦争勃発後，香港での滞在体験及び抗戦

中の祖国への貢献を

落した香港で日

した.会見中，彼は，陥

聞かれた「中国に二つの政

府があるが，どっちの政府を愛するか，また，

どっちの政府のために働くか」の質問に対し

「中国に抗戦の政府しかないと存じる，私はこの

政府を愛しかっこの政府のために働く J，と

しまた指導者への態度の質問について， 1私が

る指導者は，蒋介石だ」とはっきり表明し

た.さらに，彼は，抗戦のための貢献について，

11943年， c抗日〕募金のため， 19足の皮靴を

き潰したが，私は， とっても幸せだと感じていま
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す 祖国のために，私の力を尽くしたからですJ，

と繰り返している.彼の「愛国情熱jは，現場の

ちを「感動jさせるほどものであったお)

したがって，従来の大陸の研究が，彼の国畏党批

判・中華人民共和国への帰属をもって，その評価

軸としているのは 不充分な見解である.こうし

ら分析すると，彼が共産党の支配する中

を選択したのは，共産党に対する積極的な

というより，むしろ依然として彼の

(それは， 1949年にあらたに「中華人民共和

となっていたが)への愛着によるものだ、ったと考

えられる

最後に，従来の抗戦期における華僑と中国との

関係についての研究では， I祖国への支持j

「国民党への支持Jあるいは「蒋介石への服

従jとして理解されてきた

事例を通して，米国の華僑は実際には，

と f党派」をじま別していたことを明らかにした.

このことは，米国華僑たちが 1949年以降

した居住地選択を政治的に分析する上で¥

観点である.その詳しい分析については，

めて言命じることにしたい.
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が軍統との間で情報組織として競争関係にあった

ことは否定できないが，正確かっ全面的な情報の

入手，そうした情報に基づいて最終決断を行う立

場にあった蒋介石にとっては，中統と軍統に情報

を交換させることが不可欠であったことも確かで、

ある.蒋介石がとくに指摘した「致公堂関連事

項」についての両機関の提携については， 1939 

年 5月 18日の朱家騨から蒲歩雲あての公文書に

よって確認できる. 1939年 5月 18日付，朱家騨

の請歩雲宛公文書日食 (28)機字第 6125号j，

ファイル 2.16 1篇歩雲致朱家騨酉j，TE8. 

17) 4月 18日付，王啓江の朱家騨宛書簡(ファイ

ル 2.21王啓江上米家騨秘書長接呈j，TE8， 

SAKMPTP A/HISU)の年代に関して， Hoover 

Institution Stanford University Librarγand Archives 

(http://hoohila. stanford. edu/kmt/ 2011年 10月

28日アクセス)目録によれば， 1940年(民間 29

年)である.この百録の年代は恐らく書簡の原文

の左下に 129.4.18jの文字に基づいて登録され

たと想定できる. しかしこの書簡のいくつかの

内容，例えば「粛歩雲の帰国j(1939年)という

文言に対する考察や 「致公堂登録の要請Jに対

して，蒋介石はまだ許可していなかったという内

容が記されている (1939年 4月 25日付「倫秘

(乙)宇第 15301号j(ファ千ル 2.13 1戴笠呈総

裁j，TE8)では，蒋介石が致公堂登録を許可し

たとことは明らかである)こと， さらに，ファイ

ル 2.2，TE8の後のファイル 2.3，TE8，ファイル

2.4， TE8公文書の年代はすべて 1939年(民間 28

年)を記していることからすれば，問書簡の年代

は 1940年ではなく， 1939年の可能性が高いとい

える. 1939年だとすれば向書簡の本文で記し

ている「昨年jは 1939年を指すのではなく，

1938年だと推定する

18) この 1938年 10月付の朱の報告書には「調査統

計烏」とのみあって，軍統か中統かは判明しない.

さらに，事統・中統の発足は同年 8月であり，両

者のどちらかが発足時から調査を関始したとして

も， 10月まではわずか 2カ月しかなく， 1致公

堂jの状況を把握したこうした報告書を作成する

のは，時間的に無理がある. したがって，この報

告書は恐らく 8月に軍統と中統が分離する以前の

玉梅

「調査統計局」によって調査がはじめられたもの

と推定できる.ただし 10月段措で存在したの

は軍統と中統であり，朱家騨は当時中統の局長で

あったことから，ここでの「調査統計局」とは中

統であると推定できる.南京市柏業局編『審訪11i王
偽漢好筆録下j(鳳風出版者， 2004年)647-

648頁，棟立夫 f成敗之鑑j(台北正中書局，

1994年) 104-108頁， 230頁を参照した

19) 4月山日付，王啓江の朱家騨宛の書簡，ファイ

ル2.21王啓江上朱家騨秘書長接呈j，TE8 

20) 前掲注 16，蒋介おの朱家騨宛の代理電「侍秘泳

字第 5282号J.

21) 間前

22) 1939年 4月 19日付，中秘処の篇歩雲宛公文書

1;最 (28)機字 4766号j，ファイル 2.31中秘処

致霜歩雲函j，TE8. 

23) 前掲注 17，1漁秘(乙)字第 15301号J.

24) 1939年 5月 8日付，朱家騨の蒋介石宛報告書

「治 (28)機字第 4766号j(1侍従秘書号漁機

(乙)第 15541号j)，ファイル 2.4 朱家騨上蒋

総裁築呈j，TE8. 

25) 1939年 5月 15日付，王啓江の朱家騨宛使築，

ファイル 2.5 1王啓江致朱家騨築条j，TE8. 

26) 1939年 5月 9日付，朱家騨の諌樹人宛公文書，

ファイル 2.14 中秘処致陳梅人函j，TE8. 翌日

の 10自，陳は朱の粛歩雲を該委員会の名誉顧問

として招轄する要請を即答した 1939年 5月 10

日付，陳樹人の朱家騨宛公文書，ファイル 2.14 

「中秘処致陳樹人函j，TE8. 

27) 海外部は朱家静に「請歩雲を名誉顧問として招

聴するjと回答した. 1939年 5月 11日付，海外

部の朱家騨宛の公文書，ファイル 2.14 1中秘処

致陳樹入国j，TE8 

28) 1939年 5月 12日付，戴笠の朱家騨宛書簡，

ファイル 2.61戴笠致朱家騨函j，TE8. 

29) 1939年 5月 16日付，霜歩雲の朱家騨宛公文書

日食 (28)文字 6126号j，ファイル 2.16，TE8. 

30) 霜歩雲の書簡に記述されたような致公堂が孫文

の革命への支持説は通説になっている辛亥革

命」以降の致公堂と孫文 そして由民党との関係

についての実証的な研究はまれである.麦札謙の

研究は中文新聞紙を資料として，致公堂と国民党

との関係を考察した貴重な成果である.麦礼謙

f従華僑到華人一一二十世紀米国華入社会発展

史j(香港三聯書届(香港)有限公司， 1992年)

204-212頁.黄三徳は f洪門革命史j(出版者不

明， 1936年)に致公堂が孫文革命を全力的に支

持したにもかかわらず 孫文が中華民自臨時大統

領就任後，致公堂の「思Jを忘れたことは，致公

堂と孫文と決裂の最も大きな要因だと言及した.

黄三穂のこの間想録は 1936年時点で出版された

ことから考えると，少なくともその時点では致公

党と国民党との関係がよいとはいえない.

31) 1927年冬，陳は「建国主義j1建亜主義j1建世

主義jを提起し「三建主義」と略称されたそ

の「建国主義jとは中華民族の復興を主張し政

治的には「聯治民主制」の設立を 「建亜主義j
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は黄種人の結合を主張し 「亜細亜連邦政府」の

楊立を建世主文jは「万由連邦jを主張し，

一切の階級壁の打破を それぞれ自指すもので

あった.のちに，この「三建主義Jは致公堂の綿

領に取り入れられる

32) 1925年 10月 10日サンフランシスコで開催され

た五社Hi:共円第四囲懇親大会では，陳嫡明は致公堂

の党派としての「中閲致公党」の総理に選出され

た.当時，米国致公堂の中心はサンフランシスコ

致公堂であった.また， 1923年にサンフランシ

スコ致公堂は「洪門総機関米iJ+1金山致公総堂jで

あると規定に明記し 「総堂は各地に総分堂を設

立する」とした.ところが ニューヨーク致公堂

は蒋介石への書簡において「米国ニューヨーク致

公堂総堂jを用いている.したがって，この

ニューヨーク致公堂とサンフランシスコ致公堂と

の関係の解明は，なお今後の課題である

33) 1939年 5月初日付，篇歩雲の朱家騨宛公文書

liw<i (28)機字 6444号J， ファイル 2.16，TE8 

34) 1939年 5月 24日付，委員長侍従室の朱家騨宛

代理電「侍秘治字第 5968号J，ファイル 2.15 

「蒋委員長致朱家騨代電J， TE8. 

35) 1939年 5月25日付，朱家騨の蒋介石宛報告書

1;金 (28)機字第 6125号J.ファイル 2.15 1蒋委

員長致朱家騨代電j，TE8. 

36) 同前 li食 (28)機字第 6125号J.ファイル 2.8 

15.裳我球上蒋委員長代電J.

37) 間前

38) 同前， 1939年 5月 25自付，朱家騨の中央海外

部と僑務委員会宛の公文書.

39) 例えば， 1944年 8月 31日付，呉鉄城の中国国

民党駐美総支部支部長黄伯耀宛の書簡は，日共門

致公堂登録」につき， 1洪門」二字を付しではな

らないとの方針を打ち出している.つまり，この

段階では， 1致公堂登録Jの方針はまだ完成して

おらず，国民党は黄伯耀経由で致公堂と交渉して

いる途中であった.ファイル 3.39(日銀登録:3. 

40) 1，1駐美総支部支部長黄伯耀上呉鉄城主 TE8.

40) 1944年 6月 30日付，黄伯耀の呉鉄城宛書簡，

ファイル 3.39 1駐米総支部書記長黄伯耀上呉鉄

城呈j，TE8 

41) 1民治党在漏成立jr新生晩報j1946年 9月2自

42) 1939年 12月付，張我球の蒋介石宛の書簡，

ファイル 2.8 1張我球上蒋委員長代電J， TE8. 

43) 1940年 1月 22自付，国民政府軍事委員会委員

長第二侍従処の中秘処宛の公文書，ファイル 2.8 

f張我球上蒋委員長代電j，TE8. 

44) 1940年，中央執行委員会秘書処「泳 (29) 文字

第 1239号函J.ファイル 2.8 1張我球上蒋委員長

代電J， TE8. 

45) 前掲注 5，1師宇第 118号J.

46) 間前.

47) 間前.

48) 同前

49) 1940年 2月 27日付，海外部部長呉鉄城が署名

した中国自民党中央志向委員会海外部公文書「海

漁宇第 1514号J.ファイル 2.8 1張我球上蒋委員

長代電j，TE8 

50) 1940年 5月6日付，僑務委員会委員長棟樹人が

署名した矯務委員会公文書「矯 20甲字第 2064

号J，ファイル 2.8 張我球上蒋委員長代電J，

TE8. 

51) 1940年 5月 26日付，国民政府軍事委員会調査

統計局公文書「核字第 1101号J，ファイル 2.8 

「張我球上蒋委員長代電J， TE8. 

52) 1940年 9月2日付，中央執行委員会秘書処秘書

長葉氏の蒋介石宛の報告書，ファイル 2.12 1中
秘処上蒋総裁報告J， TE8. 

53) 華僑と国民大会及び「華僑の参政権jの政策に

ついて，李盈慧前掲書 f華僑致策和海外民族主

義j166-173頁が詳しい.

54) 同前.なお，第一期の国民参政会議長は当初庄

兆銘であった 中央執行委員会の 1939年 1月20

日「漁倹字 131号函jにより i王兆銘は免職され

ることになり，本会常務委員会第 111回会議で，

蒋介石を議長に推薦する，と決議した重慶市政

協文史資料研究委員会，中央重慶市委党校編前掲

(上巻)385頁

55) 日付不明，ニューヨーク致公堂の蒋介石宛の書

簡，ファイル 2.8 1張我球上蒋委員長代電J， TE8. 

56) 1940年 7月 8日付，黄文山の蒋介石宛の書簡，

ファイル 2.11 1黄文山上蒋総裁峯呈J， TE8. 

57) 1940年 8月 14日付，委員長侍従室第三処の中

央執行委員会秘書処宛の公文書，ファイル 2.11

「黄文山上蒋総裁築呈j，TE8 

58) ただし院が国民大会代表の指名を受けたとき，

司徒も同じく指名されたかどうかについては判明

していない.院の子息、の証言によれば，玩は幼い

子供を含めた家族がニューヨークにいたため，独

身の可徒美堂を先に帰国するように勧め，その後

自身の日の病気で帰国できなくなったという央

視誇拍司徒美堂劇集jr星島日報j(電子版・米国

東部)2011年 4月 5日. http://ny. stg1oballink. 

com/boston/201104/t20110405 1535685. html 

(2011年 11月4日アクセス)

59) 1940年 8月26日付， 1中和堂」の蒋介石宛の公

文書，ファイル 2.17 1中和常委李紀堂等上蒋委

員長函j，TE8. 

60) 1940年 8月 20日付葉秘書長の蒋介石宛の公

文書「泳 (29)機字第 13749号J，ファイル 2.18

「中秘処上総裁呈j，TE8 

61) 1940年 8月 25日付，国民政府軍事委員会代理

電 1f寺秘泳字第 3296号J，ファイル 2.18 1中秘

処上総裁呈j，TE8. 

62) 前掲注 60，1泳 (29)機字第 13749号J.

63) 1940年 9月 28日付，海外部部長呉鉄城の葉秘

書長宛の公文書「海漁(三)字第 6362号J.ファ

イル 2.18 1中秘処上総裁皇J， TE8. 

64) 部)11山「中南米洲党務概況及改善意見j1905年

4月初日，ファイル 3.17 中南米洲党務概況及

改善意見J， TE8.ただし間意見書の内容と目録

に登録されている年代が一致してない たとえば，

間意見書の最終頁に「太平洋戦争勃発以降jと

「行政院の司徒美堂の参政員指名」の記述を鑑み，
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rムー.

乃三こ

この意見書が書かれた時期は早くても 1941年の

12月以降である

65) 同前.

66) 麦礼謙，前掲書， 296…302頁.

67) もちろん，前述のように，致公堂は辛亥革命後

の孫文と由民党を支持したわけではない.むしろ

対立さえしている.だが，致公堂の登録という政

治的な目的のため，そうした歴史は故意に捨象さ

れ，孫文と国民党への支持だけが強調される文紙

となっている

68) 1944年 12月 10B，司徒美堂の秘書長呉鉄城宛

の書簡，ファイル 24.19 I蒋委員長致呉鉄城等代

電j， TE31 

69) 関前.

70) 1945年 1月 22日，国民政府軍事委員会委員長

第二侍従処の呉鉄城宛の公文書ファイル 22.6

「国府革委会侍二処致呉鉄城函j，TE31. 

71) 同前

72) I洪門jの組織は緩やかなものであった.たとえ

ば，米由閣内の西部と中部では，それぞれサンフ

ランシスコとシカゴに上位の「洪門致公堂Jの組

織を置き，上下関係を明記した規則によって運営

されることになっていたが 完全には実行されな

かったようである.蔀掲「注 5jI師字第 118号j，

1923年 10月 10日に洪門総機関米洲金山致公総

堂が制定した「五i1+li共門第三次懇親大会代表団修

定連絡根本章程j(http: / /www.librar・y.ubc.ca/

spcoll， 2010年 11月 11日アクセス)，麦礼謙，前

掲書， 33-37頁， 42-46頁.

73) 1945年 1月 30日，郷魯の呉鉄城宛の書簡，

ファイル 43.145Ifl草委員長致呉鉄城代電j，TE31. 

74) 1945年 2月 3日，呉鉄城の司徒美堂宛の書簡.

ファイル 24.19I蒋委員長致呉鉄城等代電j，

TE31. 

75) 第三期海外参政員謹賛の後任者に関して，梅友

卓が候補者として推薦されたのである. 1945年，

玉梅

ファイル 22.5(目録登録 22.4)I陳慶雲上蒋総裁

呈j，TE31.ただし， Hoover Institution Stanford 

University Libr官 yand Archives (http://hoohila. 

stanford. edu/kmt/) 目録に登録されたファイル

22. 5題名は「国府軍委会侍ニ処致呉鉄城函」で

あって，ファイル 22.4題名は「陳慶雲上蒋総裁

呈J.実際にファイル 22.5題目は「陳慶雲上蒋総

裁皇jである

76) 同前.

77) 黄三徳，前掲書， 23-25頁.

78) 1945年 3月 2日付，中央委員会秘書処の中央委

員会海外部宛の公文書「海都三 (34)字第 858

号j，ファイル 2.21I目前対海外致公堂之方案草

策j， TE8 

79) I西半球十大華文報打霞報要求建立全屈聯合政

府j~新華日報j (太行版) 1945年 2月 17日，第

三版

80) 前掲注 78，I海都三 (34)字第 858号J.

81 ) 蒋介石「蒋主席元日播講一一今年把握発動反攻

最後時機不待戦争結束召開由民大会j~中央臼報J

1945年 1月 1日

82) 毛沢東「一九四五年的任務j~新華自幸町 1945
年 1月 1日 実は毛のこの文章は前年の 12月 15

日に挟甘寧辺j玄参議会第二届第二次会議での演説

である

83) 前掲注 40，1944年 6月 30日付，黄伯耀の呉鉄

城宛書簡「駐米総支部書記長黄伯耀上呉鉄域呈J.

84) 前掲注 49，I海漁字第 1514号」

85) I新組成的民治党領袖司徒美堂会見記j~新生娩

報j1946年 9月2日，第一版.

*本稿は，平成 23年度公益財団法人京都大学教育

研究振興財団在外研究中期助成(課題:I日中戦

争期における米国華僑華人の政治意識形成過程に

関する授史研究j)の成果の一部である
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Overseas Chinese and Homeland Politics during the Sino-Japanese War : 
A Case Study of Situ Meitang, a People's Congress Representative 

Yumei SONG 

Graduate School of Human and Environmental Studies, 

Kyoto University, Kyoto, Japan 606-8501 

Summary This essay examines the process whereby Situ Meitang (1868-1955) became a Representative 
at the People's Congress and explains how the overseas Chinese came to participate in the homeland politics 
of "China . ., The essay first defines the problem and surveys the previous studies on the overseas Chinese and 
homeland politics during the Sino-Japanese War, finding them largely deficient in the usage of primary 
documents. In the second section, it explores the overseas Chinese's electoral procedures against the 
background of the establishment of the People's Congress. The third section of this essay illuminates the 
Representative to the People's Congress' election process and how the Kuomintang's attempted to limit the 
power of the Chee Kung Tong (Zhigongtang) through that appointment process. In the fourth section, the 
focus is on the process of Situ Meitang's appointment along with his understanding of the homeland and 
policy. This study concludes that the "homeland., and the "political party" were separate entities as far as the 
overseas Chinese were concern, contrary to previous studies' assertions that the "nation" and the "People's 
Party" were one and the same. 

Key words: homeland politics, Kuomintang, People's Congress, political party, Situ Meitang 




