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�香港日報�は戦前のホンコンにおける代表的な日系新聞であり、日本語版 ․ 中

国語版 ․ 英語版の三種類がともに発行される新聞でもあった。当該新聞の刊行史

は1909年の発刊から1938年に台湾総督府付属の善隣協会に買収されるまでの前期

と、1938年から1945年の廃刊までの後期に分けられる。前期はイギリスの植民

地支配に考慮を払って活動を控えていたのに対して、後期は日本政府の｢代弁者｣

として積極的に戦争を宣伝していたのである。�香港日報�日本語版は、香港大学

馮平山図書館に保存されており、1942年6月11日分から1945年8月31日分までし

か残されていない。当該新聞には文芸欄が設けられ、文芸作品が掲載されてい

た。これらの文芸作品から、陥落期におけるホンコンの日本語文壇の状況と日本

占領軍当局の文芸統制政策が窺われる。

1 �香港日報�の刊行史

�香港日報�の創刊は甲午戦争(日清戦争)以後盛んになった海外新聞創刊ブーム

と関わりがある。甲午戦争以後、日本は一躍東アジアの強国となった。国の力を

後ろ盾にした日本のマスメディアは中国に進出し、数多くの新聞も創刊した。

1895年から1911年の中華民国成立直前まで、日本人によって創刊された新聞は

114紙、内訳は日本語新聞75紙、中国語新聞23紙、二カ国語或いは他の言語の新

聞16紙に達した1。このような背景の下で、�香港日報�もホンコンの代表的な日

系新聞として創刊された。

�香港日報�の創刊は日本人居留民社会の成立とも関係がある。漁村だったホ

ンコンは1842年にイギリスに割譲された後、イギリスの｢極東支配の拠点｣ ․ 東ア

ジアとヨーロッパを結ぶ要衝 ․ 極東一の通過貿易港となった。日本人の使節と留

学生の殆どがホンコンを経由してヨーロッパへ渡航することになる。1873年、

1 周佳榮�近代日人在華報

業 活 動 � (三 聯 書 店 ,

2007), pp.101-102.
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日本ホンコン領事館が設置された。その後、日本人の商人、労働者、風俗業者、

旅行者も続々と訪れてきた。商社 ․ 銀行などもホンコンに進出した。日本人居留

民は1875年の13人から1909年の406人2に増え、1910年代に入ると、1000人以上

に達した。これらの居留民は上層社会と下層社会に分けられ、領事館の館員と大

手商社の社員は半山(太平山の中腹)の高級住宅地に集中し、中小商社の経営者と

風俗業者は湾仔の下町に居住していた。日本人居留民社会の成立という背景の下

で、日本語の刊行物を販売する堀内書店が創立された。このようにして、読者群

の存在と販売ネットワークの構築によって日本人向けの新聞を発行する基盤が出

来上がった。

ジャーナリストの松島宗衛の到来が�香港日報�創刊のきっかけとなった。松

島宗衛(1871-1935)は熊本県出身、1894年東京専門学校(早稲田大学の前身)卒業

後、�九州日日新聞�の従軍記者として中国大陸に派遣され、1898年�東京日日新

聞�社に転職し、1901年当該新聞社の特派員として北京に駐在し、�順天時報�社

の社長であり、東亜同文会の指導者でもある中島真雄と知り合い、1905年は元々

営口の�満洲日報�社の副社長として新聞社の事務を担当していた。1909年�満洲

日報�が廃刊された後、�万朝報�の特派員として香港視察に来た際、香港の日本

領事館領事の船津辰一郎に説得され、�香港日報�を創刊した。1909年9月1日創刊

当初の�香港日報�は四枚紙の小型新聞である。社長松島宗衛、編集幹部井手元一

及び松田某、一日発行部数300－500部、発行所香港大馬路94号、印刷所嘉士敦印

刷所である3。船津辰一郎は外務大臣小村寿太郎宛の報告書において、�香港日報�

の運営経費の調達について次のように説明している。｢(�香港日報�は)細密ナル

計算ヲナシタルニ、毎月五百弗の経常収入アルニナレバ、到底維持困難ナルト分

明トナレリ。然ルニ其内二百五十弗内外ノ収入は開業ノ當月ヨリ充分見込アル

モ、其餘ノ二百五拾弗ハ目下ノ処一寸望ナキニ依リ是非有志者ノ補助ヲ仰カザル

ベカラザルシ以テ小官ハ在當地三井、郵船、正金、商船、台湾銀行、三菱、東洋

汽船其他二三ノ重モナル邦人ニ謀リタルニ、中ニハ反対者アリモ、多数ハ補助ヲ

興フルニ賛成シ、該日報社ノ基礎成立スル迄當分廣告料ノ名義ニテ毎月二百五十

弗ヲ醵出スルトナリ、就中三井、郵船ハ各四十弗シテ出金額最モ多く、小官ハ毎

月拾五弗宛ヲ寄附スルニ評議一決セリ｣。また、�香港日報�創刊の目的につい

て、｢該新聞発刊ノ結果、居留民一般ノ意志疎通シ或ハ直接間接ニ下流邦人風紀改

善に尠からサル便宜アリ｣4と報告している。

�香港日報�は創刊の辞において、創刊の意図と主旨を次のように表してい

る。｢香港日報は平和の旗手として進歩の楽手として来れり、平和の裡に秩序的

発展を為し進歩の際に健全なる根底を作るは香港日報の期待する処也。今や南清

及南洋に対する母国の注意は日一日深厚となりその平和的関係は一層密接ならん

とす、進んでは商業上の発展に資し延ひては同胞間の協力を促しその品位を保た

んことは香港日報の期待する処也。地や是れ同盟国、憶や是れ善隣国、共に我が

2 陳湛頤 ․ 楊詠賢�香港日本

関係年表�(香港教育図書

公司, 2004), p.78.

3 中下正治�新聞にみる日

中関係史：中国の日本人

経営紙�(研文出版, 1996).

4 新聞雑誌操縦関係雑纂／

香港日報(第十二画像目

から)(所蔵館：外務省外

交史料館), JACARB0304

0612400.
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尊敬する処の大国にたり、香港日報は同盟帝国之隆盛を仰ぎ善隣友邦の発展を望

み而して我同胞之進歩と福利とを希ふもの也。｣51912年、松島宗衛は外務省政務

局長阿部守太郎宛の報告書においても、｢読者は廣東、汕頭、厦門、福州等の南支

那各地より安南、暹羅、星架坡、比律賓及蘭領印度等の南洋各地に擴がり年々増

加致し居候、而して各地在留邦人に對しては専ら勧善懲悪の筆を以て其指導に任

じ外人に對しては専ら親善の関係を保つことを主眼と致し｣6と�香港日報�の刊行

趣旨を再び述べている。要するに、�香港日報�は、イギリスによる植民地支配を

尊重した上で、｢香港｣に進出した日本人居留民の商業活動を推し進める方針を打

ち出し、新聞の性格を明確にしたのである。当時中国で刊行された日系新聞の殆

どは、各地の輿論をコントロールすると同時に、情報を収集する役割を果たし

ていた。それに対して、�香港日報�も香港における日本領事館の言論機関として

活動したが、イギリスの植民支配への考慮で、活動を控えるようにしていた。

1921年10月、松島は辞職したが、元香港領事館員で編集幹部を兼ねた井手元一

が後を引き継いだ。井手元一は、�香港日報�の紙幅を4枚から6枚に拡大し、香港

事情を紹介する�香港案内�を1000部発行した。1927年3月1日、�香港日報�は小型

の新聞から一般新聞へと昇格された。1937年12月から、�香港日報�の第四版面が

中国語に変更され、翌年6月、�香港日報�中国語版が独立した。その後、中国語

版と日本語版が何れも四枚紙の新聞として刊行された。

1938年｢侵略戦争が拡大した背景の下で、日本政府は、国際宣伝を強化する方

針を打ち出し、�香港日報�の経営権を台湾総督府の手に移し、運営費用も総督府

に負担させることに決めた。このように、�香港日報�は日本政府の対外宣伝の機

関誌となった｣7。半官半民の機関である善隣協会が�香港日報�に厖大な資金を投

入し、その発展を大いに推し進めた。

1938年11月1日、�台湾日日新報�の記者である衛藤俊彦が井手元一の代わり

に、�香港日報�社の社長に就任した。衛藤俊彦は日本及び台湾から多くの編集者

を呼び寄せて、�香港日報�の編集部を拡充した。その後、善隣協会から得た30万

ドルの資金で、香港の干諾道2号にある五階建ての建物を買収して、新東方ビル

と名付けた。一階と二階は当新聞社の事務室として使い、三階から五階までは事

務室レンタル事業として利用した。1939年6月27日、英語版の�The Hongkong

News�が発刊された。9月1日、新聞社の日本語編集部、中国語編集部、営業部、

付属工場などもこの建物に引越してきた。�香港日報�は1939年9月に東京に支社

を設け、大阪に支局を設立した。12月15日、中国語の週刊誌�香港週報�の創刊号

も発行された。衛藤俊彦時代の�香港日報�は、｢戦争と建設を全面的に支持し、

国策の遂行に貢献を捧げることは、新聞人が担う天職と最高最大の神聖なる使命

である｣8と主張し、戦争に協力した。

1941年12月8日、日本の中国派遣軍第23軍が香港に対する攻撃を開始した。衛

藤俊彦などの日本人従業員が香港イギリス政府に逮捕され、赤柱監獄に投獄され

5 新聞雑誌操関係雑纂／

�香港日報�(第三画像

目から)(所蔵館：外務

省外交史料館), JACAR

B03040612400.

6 新聞雑誌操縦関係雑纂

／�香港日報�(第十三画

像目から)(所蔵館：外

務省外交史料館), JACA

RB03040612400.

7 宋斐如�日本戦時外交

内幕�(時代書局 , 194

0), p.217.

8 ｢貫徹新聞使命, 誓言獻

身奉公｣(�香港日報�),

1943.1.7). 
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た。ホンコン陥落後、衛藤は監獄から釈放され、�香港日報�の復刊に取り掛かっ

た。27日に中国語版、30日に英語版が復刊された。その後、｢香港日報｣経営不振

の状況が依然として改善されなかった。このような背景の下で、朝日新聞社は知

識真治など十数名の編集幹部を香港日報社に派遣し、1944年9月24日に事業を引

き継いだ。

香港陥落時代、日本の香港総督府は抗日の立場を取った新聞社を閉鎖すると同

時に、新聞整理と合併を行った。その結果、�香港日報� ․ �南華日報� ․ �香島日報�

․ �華僑日報� ․ �東亜晩報� ․ �大成報�の六紙しか残されなかった9。�香港日報�は唯

一の日系新聞であった。日本の香港総督府と占領軍当局の｢代弁者｣となった�香

港日報�は、イギリスによる植民支配を攻撃すると同時に、｢大東亜共栄圏｣の思

想を宣伝し、日本軍の支配を美化するという編集方針を打ち出した。

2 �香港日報�の文芸欄

�香港日報�日本語版には文芸欄が設けられ、随筆 ․ 俳句 ․ 文芸評論 ․ 連載小説の

ような文芸作品が掲載されている。これらの文芸作品は内容別に見ると、｢大東

亜戦争｣協力を鼓吹する文芸評論、ホンコンと広東を題材にする作品、｢南方｣を

題材にする作品などがある。執筆者は三種類に分けられる。一つ目は、当該新聞

社の記者 ․ 総督府報道部の職員 ․ 香港満鉄事務所の職員、一般の日本人居留民など

である。二つ目は、火野葦平のような｢南支派遣軍｣報道部の職員などである。三

つ目は、大佛次郎、片岡鉄兵、打木村治、福田清人、新田潤、中山義秀、戸川貞

雄、寶井馬琴、円地文子、阿部静枝など日本国内の作家である。

1938年の国家総動員法公布、1940年10月12日の大政翼賛会成立などによっ

て、準戦時体制から戦時体制へと移行した。1941年太平洋戦争勃発後、思想統制

とメディア統制が強化された。文芸界も動員されて、戦争鼓吹に駆り立てられ

た。この政策に応じて、�香港日報�も文学者の戦争協力を鼓吹する文芸評論を掲

載した。｢戦時の文学者｣(相馬御風、1942年7月21日)は、｢ヤマトココロを以て魂

とするにあらざれば、眞の日本の文学者ではあり得ないのである。皇運は無窮

である、この信念の下に戦時に處して行くことこそ、日本の文学者の眞の心構へ

であらねばならぬ。｣と、文学者がナショナリズムを大いに発揚すべきだと宣揚

した。｢大東亜戦と詩｣(福田正夫、1942年8月6日)も、｢大東亜戦は世界文化創造の

口火でもあつた。詩もまたその一翼として、よろこびと共に艱苦をになふ(中

略)大いなる建設の礎石として、功を求めず名も利も求むるなく、ひたすらに力

の足らざるを偲ぶ、詩道報国の至誠が、ここにはじまつてゐるのである。｣と、

プロパガンダ工作における詩の役割を強調している。

評論家によって書かれた文芸評論の他に、報道班員の体験談と従軍記も掲載さ

9 李谷城�香港中文報業發

展史�(上海古籍出版,

2005), pp.286-287. 
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れている。｢文学と兵隊の心：文学殉国の決意｣(火野葦平、1943年4月16日)は、 

｢報道班員は戦場にあつて任務をためにいつでも死ねるといふ覚悟の點では兵隊

と同様であつた、この覚悟はそのまま帰還後も持ち続けるつもりである(中略)大

東亜文学は、文学者がさうした兵隊の心を心として生み出すべきものであつ

て、戦場に行つた文学者と国内に在った文学者とを区別することなく、報道班員

の體験と国内に在つた文学者の経験とをともに充分に生かすことによつてのみ建

設され得るのではなからうか。｣と述べている。｢報道班員と文学作品｣(青柳優、

1944年1月14日と15日連載)も、｢今まで一介の机上生活者であつた作家達を突然

現地に動員し、それらの人々の駭きや開眼をその文学全般の上に反映し得ないと

いふことは、従来の文学にとつて極めて大きな意義を與へるものであつた。｣  

｢報道班員の文学が厳密に言つて戦争文学となり得ない限界がある。報道班員は

現地においては現地の状況を通して宣伝報道の役に任ずるものである。｣と報道

班員の役割を語っている。

他に、｢女のたたかひ｣(阿部静枝、1943年2月24日)、｢戦場の真剣味――遊休女

性一人も残るな――戦ふ女子指導員日記｣(無署名、1943年8月12日)は家を守る女

性と増産挺身隊の女性を称えたものである。

�香港日報�は地域的特色を強調するために、広東の民族 ․ 民俗 ․ 言語に関する

随筆を数多く掲載した。民俗に関する随筆は｢重阳節｣(一俳人、1942年7月16日)

など、民族に関する随筆は、｢蛋民の話｣(武本愚默、1942年6月25日)、言語に関

する随筆は｢漢詩 ․ 広東語――東廣文化の関聯考察｣(岡本理治、1942年10月17日)

などが挙げられる。これらの随筆には広東と中原地域の文化の関連性を無視し、

広東の特殊性を強調する傾向がある。特に、｢蛋民｣という水上住民の特異な風俗

を描いた随筆は当該民族が漢民族に差別されたことを過剰的に述べている。

随筆の他に、文化評論も少なくない。これらの文化評論の殆どはイギリスの

植民地文化を批判した上で、｢大東亜戦争｣に合わせる新しい文化を建設すべきだ

と宣揚したものである。例えば、陸軍省派遣画家の伊原宇三郎は｢香港と新しい

文化｣(1943年8月4日、6日、7日連載)において、｢先づ以て功利的で屈辱的な米英

色を香港から一掃し、さ々して(ママ)、中国人は、光輝ある支那の古代文化以来

の傅統をここに再び蘇らせ、我々日本人は日本固有の藝術と現在の我々の持つ文

化能力とをここに移して新らしい香港の文化を、我々東洋の文化人の手で、相寄

つて創り上げねばならぬと思ふのである｣と述べている。｢香港の文化とその特

殊性｣(無署名、1943年6月29日)は｢享楽の為の享楽、娯楽の為の娯楽、これ程人

生にとつて無意義、国家にとつて有害なものはない。我々の魂のなかに未だか

うしたジャズ的傾向が清算残りしてゐるのではないか。｣と、ホンコンの文化を

改造するように呼びかけている。

上述した文化評論に合わせて、�香港日報�は陥落後のホンコンを美化する作

品を掲載した。｢珠江俳壇｣(士屠三竿、1942年7月7日)は俳句の形で香港の景色を



236  研究資料

描いた。｢香港の夜景｣(岡本石大郎、1942年7月16日)は陥落前後の香港の夜景を対

照的に描きながら、日本軍による支配の正当性を称えた。｢香港朗景｣(横田助太

郎、1943年6月20日)は香港の忠霊塔を富士山に喩え、日本軍の功績を賛美した。

｢登山電車に乗って｣(武雄生、1944年3月8日)、｢香港と九龍の山々｣(及川生、

1944年3月15日)等はホンコンの太平山などの景色を描写したものである。

香港総督府は、日本文化の支配地位を確立するために、香港の住民に対して植

民主義教育を実施した。香港陥落後、イギリス支配時代の痕跡を消すために、公

用語を英語から日本語に変更し、道しるべ ․ 広告の英語の標識を日本語に変え

た。また、�Hongkong News�以外の英語の出版物の刊行を禁じることになっ

た。�香港日報�も、日本語教育政策の実施に合わせて、日本語学習に関する俳句 ․

評論及び随筆を掲載するようになった。海軍某部隊の中村稠雨(戦争詩、1942年8

月6日)は｢可愛いながらも一生懸命日語学校で励んでゐいます｣という詩を発表

し、日本語学校の風景を描いている。川本義夫も随筆｢街の日本語｣(1942年9月2

日)において、ホンコンにおける日本語の普及の状況を述べている。香港教員講

習所教員である小松清和は｢新東亜語としての日本語普及について｣(1942年7月19

日と21日)において、｢日本語は、東亜共存共栄、東亜民族結成、東亜全体主義の

新東亜語としての、日本語であるが故に、東亜に於ける日本語の発展は、東亜建

設の基礎条件であり、東亜発展の一方策である｣と日本語の地位を強調し、｢生活

用語の学習、日本語普及と作法、日本語の口形発音｣の指導について述べてい

る。新井太郎は｢日本語は戦う｣(1943年6月23日)においても、｢日本語、即ち、わ

れわれの国語は大東亜共栄圏各地において、敵国語米英蘭などの国語と激しく戦

ひつつあるのである。(中略)米英の言葉で考へられた思想に對して日本語から考

へられた八紘為宇の思想が戦つてゐるのである。(中略)大東亜共栄圏十億の民衆

が、われわれ日本人と思考感動の様相を同じく得る、といふことが日本的思考

が、米英的思想を圧倒したことになり、日本の大東亜共栄圏の思想が大東亜の

隅々にまで滲透したことになるのである。｣と、思想戦における日本語教育の重

要性を強調している。

太平洋戦争勃発後、日本軍はホンコンを｢南進｣の基地と位置づけ、各図書館の

資料を利用して｢南方研究｣を行っていた。このような背景の下で、�香港日報�も

｢南方研究｣を編集方針の一部と定め、コラム｢南方事情｣を設けて関連文章を掲載

していた。これらの文章の中には、政治 ․ 経済 ․ 軍事を論ずる文章のみならず、

文芸作品もある。

日本軍は太平洋戦争を、南方諸民族を米英の植民主義支配から解放する戦争と

宣伝した。�香港日報�に掲載された南方民族に関する随筆もこの論調を示してい

る。｢南方民族の宗教と科学性：米、英に禍された原住民の生活｣(伊興田圓止、

1943年9月12日と14日連載)は、｢メラネシアなどに居住する南方民族は農耕生活

に関連する科学技術を持つている。(中略)米英流な自由主義的な思想、乃至は科
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學に對する功利的な考へ方を原住民の中から一掃して人々等を本然の姿において

把えこれを指導する事が大切である、今後、日本軍の施政が進行すれば、かかる

米英に禍されてゐた科學に對する劣弱性や極端な迷信性が排除されて、明朗な南

方民族の科學的生活も向上を見るものと固く信ずる。｣と米英の植民支配を批判

し、日本軍の支配の正当性をアピールしている。｢南方民族の性格とわれが大器｣

(吉山格、1943年12月21日)においても、｢大東亜指導者としての日本人は、政治

家実業家宗教家水産営業者の何れを問はず、その個人個人が絶対に彼等の指導

者、統率者とならねばならぬことである｣と、日本人の指導民族としての地位を

強調している。｢僕の見たインド人｣(中村地平、1943年10月24日)も、シンガポー

ルに住むインドの独立運動者と後ろ盾としての日本人の関係を賛美した。｢南方

文化教育の現状｣(1943年2月27.4)はフィリピンの学校 ․ シンガポールの教育施設

の概況を紹介している。

随筆 ․ 俳句 ․ 文芸評論の他に、連載小説も掲載されている。田辺南龍の｢日本外

史｣世話講談者である神田伯龍の｢大岡政談｣ ․ 寶井馬琴の｢南海侠勇傳｣ ․ 片岡鉄兵

の｢山河一望｣ ․ 中山義秀の｢結婚衣装｣ ․ 戸川貞雄の｢第二の感激｣ ․ 木々高太郎 ｢海

光｣などの通俗小説 ․ 恋愛小説 ․ 探偵小説などが挙げられる。一部の連載小説には

娯楽的要素と政治的要素が入り混じっており、軍人などの人物も登場している。

�香港日報�日本語版は3年3ヶ月分しか残されていないが、当該新聞の文芸欄

に掲載された文章を考察すると、日本占領軍当局の文芸統制政策と戦時中のホン

コン文壇の様相が窺われる。日本占領軍はホンコンを｢大東亜戦争｣の基地と位置

づけ、イギリスの植民主義的文化を撲滅した上で、日本文化を以て改造しようと

した。�香港日報�はこの政策に合わせて、｢大東亜戦争｣を鼓吹する作品、及び広

東 ․ 香港 ․ ｢南方｣に関する作品を掲載した。これらの文学作品は、日本人文学者が

｢指導民族｣として優越感を示すと同時に、占領地の文化を改造しようとする意欲

を表している。

付記 この文章は中国国家社会科学研究基金重大課題｢近代以来中日文学関係研究と文献整理(1870

―2000)｣(17ZDA2777)の段階的研究成果である。
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