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冒険と夢の世界
　南アフリカはアフリカ大陸の最南端
に位置し、領土が広く、気候が穏や
かで、鉱物資源に恵まれ、金やダイ
ヤモンドの世界的産地として知られて
いる。中国や日本など東アジアの国々
にとって南アフリカはもっとも遥かな
国である。冒険精神さえあれば、そこ
には無限な財を成す機会があると信じ
て、生涯に一度喜望峰を訪れてみたい
という夢をもつ中国人も少なくない。
　まさにこのような夢を実現できる
と、1990年代末から、中国大陸から
多くの移民が様々なルートを通して、
合法或いは不法に南アフリカに移住し
ている。その数は2008年までに15万
以上に達し、そのうち福建省出身者が
もっとも多く約8万人、彼らは主に福
州地域の福清、長楽、連江などの出身
者であるという。彼らのような比較的
最近になって移住した移民のことをこ
こでは「新移民」と呼び、彼らの南ア
フリカでの活躍ぶりについて紹介した
い。
　ご存知のように南アフリカは1994
年にネルソン・マンデラ政権になって
以降、人種間失業率格差による治安
の悪化などが、外国人や観光客を怯

ひる
ま

せる。白人や外資企業が集中するケー
プタウンはそれほどでもないが、ヨハ
ネスブルグは特に治安が悪い。筆者

が2006年12月に南アフリカのプレト
リア大学で開催された世界海外華人
研究学会 （ISSCO）に参加した際、空
港に迎えてくれた福建同郷会の会長ら
の話によると、ヨハネスブルグあるい
はその近辺の地域にいる新移民の大
半は、強盗にあったことがある。チャ
イナタウンの周辺は特に危ない。昼間
でも信号を待っている間に銃をもつ集
団強盗に遭い、車に積んでいる金品
が奪われるケースはけっして珍しくな
い。会長自身も家にいながら強盗に入
られ、約10万ドルに相当する現金や
貴金属類が盗られたという。私たちが
到着する1ヶ月前には、台湾からの団
体旅行のバスが強盗に遭い、観光客
全員は身に付けた現金と貴金属が奪わ
れた。また福建省政府の訪問団もヨハ
ネスブルグ市内にある中華料理店で開
かれた歓迎会の真最中に強盗に入られ
た事件なども聞かされ、恐ろしさに身
震いがした。しかし、なぜ人々は危険
を冒してもここに来るのだろうか。彼
らに聞くと「危険だという理由で多く
の企業や会社がここから撤退し、新た
に進出してくる企業も少ないが、だか
らこそ我々にはビジネスチャンスがあ
る。冒険がなければ、夢も実現できな
いから」という答えが返ってくる。な
るほど夢のためならどんな危険を冒し
ても前へ進むというわけだ。それは成
功した多くの新移民の特徴の一つであ
ろう。

従来の移住そして新たなルート
　中国系移民の南アフリカへの移住の
歴史は、19世紀に遡ることができる。
1860年代頃、広東からはじめての南
アフリカへの移住者が見られた。現在
南アフリカにいる「老華僑」と言われ
る人たちのほとんどは彼らの子孫とさ
れる。一方、1970年代、南アフリカ
は台湾と外交関係を締結していたため、
台湾から多くの投資家や企業家が南ア
フリカへと渡った。彼らは「老華僑」
に対して「新華僑」と呼ばれている。
　ところが1990年代末になって、南
アフリカは台湾と断交し、中国と外交
関係を結んだ。この結果、中国大陸
から多くの人々が南アフリカへ渡るよ
うになった。「中国系新移民」である。
彼らは移住して10数年しか経たない
のに、南アフリカの流通に大きな影響
力を持ちはじめているのである。

中国人の国際移動の新たな流れ――アフリカ大陸の最南端にある喜望峰に
流れていった中国系新移民。冒険心に富み夢の世界へ向かう越境起業家たち。
その越境する社会的経済的ネットワークは国家のみによっては
果しえない役割を担っている。
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アフリカの喜望峰から見る景色（2006 年）。
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　中国はこれまで発展途上国である
アフリカ諸国に政治的経済的な支援を
行ってきたので、アフリカ諸国から比
較的高い評価を受けている。中国国民
に対する出入国の規制は緩やかである
が、他の国より遅く1990年代に中国
と外交関係を結んだ南アフリカは、例
外的に入国に対して厳しい。話による
と、新移民がよく使う渡航の方法と
しては、まず比較的入国しやすいレソ
トなどアフリカの他の国に入り、そこ
からいろいろな方法で南アフリカに入
る。その方法には入国審査の際、パス
ポートにお札を挟んでおいて入国審査
官を買収することもある。福建出身者
の殆んどがこのようなルートで南アフ
リカに入ったという。

冒険と辛抱から越境起業家へ
　北米や日本に渡った中国系新移民は
本国での出身地も移住先の職業も多岐
にわたる。しかし、南アフリカに移住
した新移民は福建省の出身者が多く、
その殆どが自営業の性質を持つ起業家
である。
　彼らが南アフリカに来て携わる最初
の仕事は、主に中国から持ってきた多
くの衣料品や日用雑貨などを行商する
ことである。話によると、南アフリカ
では、特に商品流通が遅れている辺鄙
な地域では商品の需要性が高く、どん
な品物でも中国より何倍も高く売るこ
とができる。
　福建の移民は昔から冒険好きで辛抱
強いという評判がある。東南アジアに
おける従来の中国系移民の大半は福建
の出身者であり、こつこつ働く特性か
ら商売の成功を収めた人は多い。南ア
フリカへ渡った新移民もそのような特
徴が見られる。彼らは将来大きな商売
につなげるために、最初は辺鄙な田舎
に住み、住宅を兼ねた店舗でこつこつ

と商売しはじめる。そこの生活環境が
たとえ中国の故郷より悪くても辛抱が
できる。こうして資金をため、もっと
いい場所へ、そして、起業しさらに新
しいビジネスに挑戦する。

越境するネットワーク
　こうして新移民は近年南アフリカの
都市や町、農村部における商品流通と
商品経済の発展に大きな役割を果た
すようになってきた。とりわけ財力の
豊かな一部の商人は南アフリカや近隣
諸国の市場の需要に応じて、2、3ヶ
月おきに中国との間を行き来し、浙江
省にある浙江義烏マーケットなどから
仕入れを行っている。義烏は中東やア
ラブをはじめとする世界百数十カ国か
らバイヤーが集まるアジア最大の日用
雑貨、小物卸売市場である。大量の中
国製衣料品、靴、帽子など軽工業製品
が海路コンテナで南アフリカの港へ運
ばれ、南アフリカ国内各地の町々や村
落部、さらには近隣諸国に点在する中
国人の小商人、あるいは一部の現地人
商人に卸売りされ、そこからさらに小
売りされてゆく。日曜日になると、ヨ
ハネスブルグにある3つの中国商品の
卸売市場には、南アフリカ各地や近隣
の国々から多くの中国人が集まってく
る。彼らはそこで商品の仕入れをする
が、手にしたやまほどの荷物を、その
日のうちに小型のトラックに積んでそ
れぞれの町や村へ運ぶ。このように中

国系新移民によって自発的に形成され
た多層的な越境貿易のネットワークを
通して、毎年膨大な量の中国製の安価
な商品が、南アフリカを中心とする周
辺各国へと運ばれる。
　南アフリカ福建同郷会会長Ｎ氏はこ
うして成功した新移民の起業家の一人
である。彼はヨハネスブルグに貿易会
社や中華料理店、そしてダイヤモンド
工場なども設けている。それだけでは
なく、彼はその職や地位、及び出身
地との繋がりを活かしながら、中国に
投資し、工場建設や不動産の経営な
どのビジネスを展開している。さらに
彼は中国地方政府と南アフリカとの間
の経済的・文化的な関係をとりもつ仲
介者としての役割も果たしている。中
国と南アフリカとの間の経済的結びつ
きは、まさに彼のような新移民によっ
てスタートしたものであって、彼らに
よって作り上げられた越境する社会的
経済的ネットワークは国家のみによっ
ては果しえない役割を担っている。

世界各地に広がる新移民
　中国が1978年に改革開放を始めて
以来2008年で30年になるが、この間
に、経済の発展、政治的影響力の増大
に伴い、国際社会から次第に注目を集

めるようになってきた。一方、1980
年代以来、地球規模の人口移動が絶
え間なくなされ、それはグローバル化
のもっとも重要な特徴の1つとなって
いる。このような国内外の環境の中で、
中国人の移動は国際人口移動の一環と
して、モノ、カネ、情報とともにます
ます越境が進み多様化してきている。
ここで紹介した南アフリカの新移民は
その一例であるが、最近新移民の新し
い動きが見られる。
　1980年代末から新移民はおもに欧
米や日本など比較的には経済発展の
高い国へ移住したが、しかし、 2005
年前後より新移民はアフリカや南米な
ど、特にこれまで中国が援助してきた
諸国への移住が目立つようになってい
る。たとえばナイジェリアには2010
年現在約15万人の中国人が在住し、
エチオピアに在住する中国人の中で、
新移民は大きな割合を占めている。改
革開放当時中国に入った欧米や日本な
どの外資企業と同じように、新移民は
これらの諸国に投資し、工場や農場、
企業を作るなど、あらゆる分野にその
活動が見られる。そこで生産された商
品を現地だけではなく、世界各地へ販
売しまわっている。これからは従来の

「海水いたるところに華僑あり」から
「陸地いたるところに中国人あり」と
いう世界になってくるであろう。

ヨハネスブルグ
市内にある福建
同郷会（2008
年）。

ヨハネスブルグ市内にある中国商業
モールの看板（2006 年）。

中国商業モールの外観と取引を
している人々（2008 年）。

中国商業モールの中の風景
（2006 年）。

南アフリカにある清国領事館の初任領事及びその家族（1905 年）。
プレトリア大学博物館所蔵。


