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概略

ジョージタウンの東南に位置
し、海岸沿いに長く伸びる通
り「ウェルド・キー」沿いには、
海上に建てられた高床式の木
造建築が立ち並び、板張りの
歩道でつながった水上集落を
見ることができます。

姓桟橋は同姓や中国の同郷の
福建人が19世紀末に住み始
めた場所でした。桟橋ができ
る前には、異なった姓の一族
が海岸近くのトック・アカ・レー
ンやアチーン・ストリート、アル
メニア・ストリート、スチュワー
ト・レーンといったところに住
んでいました。

1880年から1887年まで海
峡植民地総督を務めたサー・
フレデリック・ウェルドの名に
ちなんで作られたウェルド・キ
ーは埋め立てられてできた通
りです。ペナン島の海岸沿いの
通りの中で最も早くに栄えた
通りでした。桟橋北部の港で
は船舶が多く来航し、停泊で
きない船舶も多くありました。
これを打開するため、積荷や
船客を降ろし、積荷の取引もで
きる桟橋となったのが姓桟橋

の始まりでした。これらの桟橋
は、商品の積み降ろしや「サン
パン船」を係留するため、のち
に特定の姓氏一族が占めるよ
うになり、より大きい貨物船「
トンカン船」の到着を待つ人々
の待合所として簡単な小屋が
桟橋にのちに建てられました。
小屋はその後、共同住居に変
わり、これ以降付近には住居
が増えていきました。

桟橋への移住数は移民の波
がピークに達した20世紀初め
に拡大していきました。現在の
姓桟橋の住民らは中国福建
省南部の海岸沿いの村々から
来た人たちの子孫です。一族
の結束は、早期の中国人移民
や集落形態にみられるもので
す。彼らは同じ故郷から単身で
渡り、新しい生活環境の中で
仕事や住居を見つめるために
互いに助け合っていました。ま
た、彼らは相互扶助や庇護す
るため、一族のつながりを利用
していました。初期の移民のよ
うに、彼らの多くは数年間懸
命に働くことだけを目的とし、
その後貯金とともに中国に戻
りました。しかし、中国での内

戦や貧困のほか、ペナンは港
町として栄え、多くの仕事があ
ったことから姓桟橋の住民ら
はペナンに残ることを選択し、
その家族や親類を移住させ始
めました。スズやゴム生産のブ
ームであった1910年代から
20年代にかけての取引量の
増大で、移民数も同時に激増
していきました。

桟橋の小屋は続 と々誕生して
いき、桟橋は職場と住居の二
重の機能を果たしていきまし
た。移民が来て、その家族を連
れてくると桟橋もすぐに拡大。
王氏、林氏、周氏、李氏といっ
た桟橋の住民たちは、水夫た
ちの技術を利用して港内に停
泊する船への乗客へのシャト
ルサービスや貨物サービスを
提供しました。他方、陳氏や楊
氏、郭氏の各一族は主に木炭
や薪の取引に従事していまし
た。

彼らの住居は英国植民地政
府により法的に承認されてい
ましたが、1957年にマラヤ
連邦が独立すると桟橋付近
の住居は短期占用許可が与
えられただけでした。この許
可は毎年更新しなければなら
ず、住居の大きさにより占用

許可料が変わり、さらに永久
に住めるという保証は与えら
れませんでした。この姓桟橋
は、汚いスラムとしてしか見な
していなかった当局により絶
えず取り壊しの危機に遭って
きました。1930年代や1941
年、1960年代、2006年には
複数の桟橋が取り壊されまし
たが、一族たちはその難局を
乗り越え、いくつかの桟橋は再
び修復や建設がされました。

海に突き出ている指のように、
姓桟橋はジョージタウンの海
岸線に沿って出ていて、100
年以上にわたって固い絆で結
ばれたコミュニティーを形成
しています。これらのコミュニ
ティーはペナン港の栄枯盛衰
を見てきました。ペナンの都
市化は姓桟橋にも影響を与
え、水上で生まれたそのユニ
ークなコミュニティーにも大き
な脅威となってきました。しか
し、彼らはその伝統的な生活
様式を懸命に守り続けてきた
のです。

姓桟橋は現在、ユネスコの世
界遺産地区の一部となってお
り、ジョージタウンの文化遺
産として大切に保護されてい
ます。
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1950年代の姓桟橋。新しいフェリーターミナルの埋め立てが始
まり、李氏桟橋と新桟橋は現在の場所にはまだ移転されていな
かった。

新しいフェ
リーターミ
ナルの埋立
地

1

第二次世界大戦前の林氏桟橋
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ラジャ・トゥン・ウダ・ターミナルからジョージタウン南部に行
くと、ウェルド・キーの海岸に沿った桟橋の中で最初に見える
のが王氏桟橋です。ほかの姓桟橋とは違い、王氏桟橋は高床
式の住居はなく、桟橋本来の機能を維持しています。ここにあ
る小屋は共有の休憩所として建てられ、王一族の労働者たち
が利用しています。以前の王氏桟橋は、現在のフェリーターミ
ナルがある場所にありました。

現在、小屋は主にオートバイの駐輪場として使われており、木
造の桟橋が海に突き出ているのが見られます。夕方には隣の
ペナン港湾局建物の影が王氏桟橋を覆います。

出身地:	中国福建省泉州同安縣銮美社

建物軒数:	2軒



林氏桟橋は、第二次世界大戦前に建物軒数42軒を誇り、現
在よりも大きい桟橋でした。しかし、1941年12月の日本軍侵
略による空爆で焼失しました。戦後、桟橋の再建がゆっくりと
始まり、安寧と平安を願った住民は新しく寺院を建立しまし
た。木造家屋群は歩道を通して海に面している地域と家屋が
向かい合っている二つの地域があります。
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出身地:	中国福建省泉州同安縣後村庄

建物軒数:	30軒
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山海陰陽殿の壁には地獄絵があり、これは地元の人に 
「大士爺」として知られる地獄王に捧げるものです。陰暦7月
に行われるハングリー・ゴースト・フェスティバルのときは、こ
の寺では一カ月間にわたってこの世をさまよう幽霊を楽しま
せる催し物でにぎわいます。地獄王の巨大な肖像画や紙製の
服で包まれた像などが展示され、線香を焚き続けて、紙のお
供え物を焼きます。また、お祭りの最終日にはお供え物となっ
た一切の紙を焼き払ってさまよっている幽霊をあの世に送り
返します。

林氏桟橋の先端付近には「五谷仙祖」を祀る廟堂があります。
昔の中国のコインを形どった窓をもつこの小さな廟堂は、病
気や災難から人々を守るためにあります。

日月壇は、「金天大帝」や林氏の氏神、林氏桟橋の住民を守る
15体の神像を祭るために1976年に建立されました。海の女
神「媽祖」の聖誕日である陰暦の3月23日には媽祖行列が行
われます。このお祭りでは媽祖像を船に乗せ、多くの船ととも
に対岸のバターウォースを往復して祈願します。陸では巨大
像やドラゴンとともに信者たちが媽祖行列を組みます。媽祖
が置かれている仏像台の下を這うと災いを祓い、幸運をもた
らすと信者たちは信じています。日月壇では、いつでもお参り
ができます。

山海陰陽殿の本尊

日月壇 媽祖行列をゆく巨大像

五谷仙祖
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出身地:	中国福建省泉州同安縣杏林社

建物軒数:	75軒

周氏桟橋は姓桟橋の中では最大規模のもので、訪れる人が
最も多い水上集落です。結束が強い周一族は、同郷からの移
民を支援する重要な役割を担っていました。戦争での被害も
免れ、途絶えることなく発展してきました。桟橋では海上に停
泊する船舶にボートでシャトルサービスを提供しています。現
在、周氏桟橋は写真や映画での撮影地としても人気があり、
雑貨屋や床屋、飲物屋、お土産屋などがあり、観光客はフレン
ドリーな集落の人々のおもてなしを受けながら、路地をゆっく
り満喫できます。

1960年代の周氏桟橋

CHEW
JETTY

周
氏
桟
橋



11 12

陰暦正月から9日目の前夜、道教の最高神「玉皇大帝」の聖誕
日を祝う拜天公儀式がここで大規模に開かれます。ペナンで
行われるお祭りの中でも最も盛大に行われるお祭りの一つで
す。

住民らは豚の丸焼きやパン菓子、果物といったお供え物を準
備し、大通りの脇に50メートルにわたる祭壇に飾ります。祭壇
脇には、神への感謝をこめてサトウキビの茎を立てます。これ
は福建語の「感謝」がサトウキビの別名「甘蔗」と発音が似て
いるためです。赤い紙をサトウキビに括り付け、お供え物にも
貼り付けます。祭壇の周りには様々な色の巨大な線香が飾ら
れ、夜中には花火が打ち上げられ、通りは色鮮やかな情景に
包まれます。

周氏桟橋の入口と先端
には2つの寺院がありま
す。入口の朝元宮には病
気などから周一族を守
る医神「保生大帝」が祀
られています。水難や火

災から守る「玄天大帝」が祀られる感天宮は桟橋先端にあり、 
海と対峙して建っています。

また、桟橋入口近くにある海外宮は、信者の幸運や安全、知
恵を授けるため、老子を神格化した「太上老君」や「孔子」、 

「大二爺」などが奉られています。このほか、桟橋入口近くの
王封鎮海宮鶴龍寺では「玄天大帝」など神像14体が飾られて
います。ウェルド・キーの通りに面した清岩宮は、マレーシア国
内では珍しい「斉天大聖」（通称、孫悟空）が祀られています。

朝元宮の裏手には公民館があり、会議やコンピューターの講
習、ショー、宴会などがよく行われています。周氏桟橋の理解を
深めるため、マレー語や英語、中国語で桟橋の歴史を説明す
るパネルが館内に展示されています。
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 1 日月壇

 2 山海陰陽殿

 3 五谷仙祖

 4	 朝元宮

 5 感天宮

 6 海外宮

 7	 王封鎮海宮鶴龍寺

 8 清岩宫

 9 周氏桟橋公民館

 10 昭応殿

 11 媽祖廟

 12 金鞍山寺

 13 啓天宮

 14 会堂宮

Weld Quay / Pengkalan Weldウェルドキー

寺院及び公民館 主な軽飲食店

BUKIT
MERTAJAM

BUTTERWORTH

SEBERANG 
PERAI

GURNEY DRIVE

TANJUNG
TOKONG

TANJUNG
BUNGA

BATU
FERRINGHI

TELUK
BAHANG

AIR ITAM

JELUTONG

GELUGOR

BAYAN LEPAS

PENANG BRIDGE

PENANG SECOND
LINK BRIDGE

PULAU
JEREJAK

BALIK PULAU

 a ウェルドキー•ツリーシェイド•シーフードレストラン	

	 	 (フェリーターミナル向かい)

 b リバ・シーフードレストラン(周氏桟橋前)
 c 周氏桟橋カフェ(周氏桟橋前)
 d	 カビ―・カフェ(ウェルドキー9A)
 e 亜安肉骨茶レストラン(周氏桟橋と陳氏桟橋の間)
 f CFフードコート 
  (ウェルドキー49-F、アルメニアン・ストリート・ゴートの角)
 g	 アイス・カチャンの屋台(陳氏桟橋前)
 h ゼリーのデザートの屋台 
  (ウェルドキーとアチェ・ストリート・ゴートの角)
 i 揚げ物屋台(陳氏桟橋前)
 j タイ料理店(陳氏桟橋内)
 k エビのてんぷらとローバッ（鹵肉）の店(陳氏桟橋)
 l センテック・カフェ（陳氏桟橋前）
 m ウェルキー・レストラン（ウェルドキー）
 n ビレッジ・コーヒーショップ（ウェルドキー107A）



陳一族の先祖は中国福建省沿岸の離島で魚や牡蠣などを漁
獲する漁師であったとされます。当初、陳一族はアルメニアン・
ストリートで、寝食を共にする共同住居に住んでいました。一
族が船から荷降ろしした後に一族のサンパン舟をロープで結
ぶための支柱を建てたことが桟橋の始まりでした。簡素な小
屋は支柱の上に雨よけとして建てられ、1917年までには小屋
は5軒にまで増え、その後一族が住み始めました。これは姓桟
橋が発展した典型的な例です。

昭応殿は1917年に建立さ
れ、1968年に再建されまし
た。氏神は唐朝時代の武将
であった「陳元光」で、福建
省漳州の開拓者として崇拝
されています。信者たちは週
2回、子供や健康の問題の
解決法を氏神に尋ねるため
訪れることができますが、運
勢の占いなどの相談は禁じ
られています。

陳氏桟橋の先端には
媽祖廟があります。こ
の廟堂では「哪吒太
子」や「陳府太子」が
祀られています。陳氏
桟橋はまた、陰暦9月
に行われる九皇大帝
聖誕日のお祭りで「九

皇大帝」がジョージタウ
ン市内にある観音寺から海に舟で戻る際の場所でもあります。

13 14

出身地:	中国福建省泉州同安縣丙洲社

建物軒数:	11軒
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出身地:	中国福建省泉州同安縣兌山村

建物軒数:	24軒

中国の貧しい村の出身である李一族はペナンで苦力として
働き、スチュワート・レーン近くの通称「サンパン・レーン」に住
んでいました。本来の李氏桟橋は現在のフェリー・ターミナ
ルの場所に建てられました。新フェリー・ターミナルの建設が
1960年代初めに始まると李一族は引っ越しを余儀なくされ、
現在の場所に移り、新しい桟橋を作りました。しかし、船員を
船舶から陸に案内するシャトルサービスを提供する他の姓桟
橋と競合する李一族の船頭にとって生きていくには大変な生
活を強いられました。当初は他の姓桟橋の住民らと口論や諍
いも絶えませんでしたが、姓桟橋の調停人とシャトルサービス
業の規定を記した紳士協定を結んだあとは、他の一族とも関
係は円満になり、今に至ります。

李氏桟橋にある金鞍山寺
は1972年に建立されまし
た。医神である「保生大帝」
が主に祀られており、ご神
体は中国の故郷から持って
きたもので、先祖や故郷と
の精神的なつながりを大事
にしているならわしの一つです。また、地元の人に崇拝される2
尺余りの「哪吒太子」の神像は、道教の廟堂などが徹底的に破
壊された中国での文化大革命の間に、中国の寺院から破壊か
ら守るためひそかに運ばれたものです。

LEE
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出身地:	中国福建省の各村

建物軒数:	20軒

他の姓桟橋とは違い、1962年に作られた新桟橋は、中国福建省
のさまざまな村から来た苗字の違う人たちが住んでいます。ここ
の多くの住民は独立した桟橋の建設を許可された際に周氏桟橋
近くに居を構えていました。新桟橋は土地局の要件に沿って建設
され、昔ながらの窓格子など1960年代の趣をそのまま残してい
ます。

当初は22軒の建物がありましたが、マレー半島本土とペナン島
を結ぶ水道管設置工事は新桟橋を経由したため、2軒の建物が
撤去されました。

小さな啓天宮は桟橋先端
にあり、水難などから守る 

「玄天大帝」や繁栄をもたら
す「大伯公」が祀られていま
す。土地や山、家で起こる災い
から守る神として地元の人に
崇拝されている「拿督公」も角
の御堂に奉られています。

NEW
JETTY

新
桟
橋



現在ある桟橋の中であまり知られていない楊氏桟橋は最後の
桟橋で、過去数十年間にわたって埋め立てられたので、桟橋の
大半は陸地の上にあります。桟橋は第二次世界大戦時に爆撃
により多くが損傷し、住民の間で死者も出ました。通常は静か
な桟橋ですが、九皇大帝聖誕日のお祭りのときはにぎやかにな
り、香港小路にある斗母宮から「九皇大帝」を見送る場所とし
てこの桟橋は使われます。

桟 橋 入 口 にある 会 堂
宮は、犬の神を含む多
くの神像を祀る興味深
い廟 堂です。ご本 尊の 

「五顕大帝」と「清水祖
師」はそれぞれ火災や病
気から住民を守っていま
す。廟堂内の祭壇の下に
は哮天犬の偶像が置かれ

ており、特別な力を持っていると信じられています。陰暦9月の
末には境内で「五顕大帝」の聖誕を祝うお祭りが行われます。

20 21

出身地:	中国福建省漳州海澄縣霞陽村

建物軒数:	20軒

YEOH
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出身地:	中国福建省の各村

建物軒数:	20軒

平安桟橋は、郭氏桟橋ができてまもない1960年代にでき、さ
まざまな苗字の人たちが住んでいました。当初から取り壊しの
脅威にさらされてきた他の姓桟橋のようにならずに平和であ
るようにと桟橋名を平安桟橋と名付けました。しかし、残念な
ことに時の流れには勝てず、住宅開発の波を覆い、2006年に
取り壊しとなりました。

平安桟橋の当時の案内図

2005年の平安桟橋(2006年に取り壊し)
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出身地:	中国福建省泉州恵安縣百崎鋪

建物軒数:	35軒

郭一族は中国福建省泉州の中国人イスラム教徒の末裔でし
た。その昔大きな港町であった泉州は海のシルクロードの出
発港で、多くのアラビア商人たちが行き交いました。ペナンに
移民した郭一族は、当地の中国人社会に混ざり、何年もかけ
て先祖が信仰したイスラム教の習慣はなくなっていきました。
しかし、郭一族はイスラム教の習慣を一つだけ残し、それに従
っていました。それは、家族の一人が亡くなると、その家族は3
年にわたって豚肉を摂取することを控えたことです。そのため、
すべての調理用具は新しく買い替えられました。1950年代に
できた郭氏桟橋は2006年に平安桟橋とともに解体され、住
んでいた郭一族は各地に分散しました。

郭氏桟橋の当時の案内図

2005年の郭氏桟橋(2006年に取り壊し)
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姓桟橋付近はペナンの中でも安くておいしい食べ物が多くあるところ
で知られています。桟橋で働く人たちに食を長い間提供してきたため
に食べ物は簡素で、主に魚介類を使った福建風の味です。姓桟橋付近
で食べられる名物料理をご紹介します。

1.  福建麺（エビスープの麺）
2. ローミー（鹵面）（グレイビー風味の汁が入った麺）
3.  ロックロック（串に刺した具を沸かした湯にすすいで食べる）
4.  オイスターのお粥
5.  フィッシュヘッドビーフン（米麺）
6.  トムヤン麺
7.  ローバッ（鹵肉）（肉巻）
8.  揚げバナナ
9.  バンチャン・クイ（曼煎糕）（パンケーキ）
10. オーキオ（ゼリーのデザート）
	

主な軽飲食店
a. ウェルドキー•ツリーシェイド•シーフードレストラン
 (フェリーターミナル向かい)
b. リバ・シーフードレストラン(周氏桟橋前)
c. 周氏桟橋カフェ(周氏桟橋前)
d. カビ―・カフェ(ウェルドキー9A)
e. 亜安肉骨茶レストラン(周氏桟橋と陳氏桟橋の間)
f. CFフードコート 
 (ウェルドキー49-F、アルメニアン・ストリート・ゴートの角)
g. アイス・カチャンの屋台(陳氏桟橋前)
h. ゼリーのデザートの屋台
 (ウェルドキーとアチェ・ストリート・ゴートの角)
i. 揚げ物屋台(陳氏桟橋前)
j. タイ料理店(陳氏桟橋内)
k. エビのてんぷらとローバッ（鹵肉）の店(陳氏桟橋)
l. センテック・カフェ(陳氏桟橋前)
m. ウェルキー・レストラン(ウェルドキー)
n. ビレッジ・コーヒーショップ(ウェルドキー107A)

c

d

g

e

h

f

i

j k

n

l

m

a b1 2

65

43

87
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姓桟橋付近の美味しい食べ物
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桟橋では以下のマナーをよく守りましょう。
1. 喫煙は固く禁じられています。
2.  ポイ捨てはしないでください。ゴミはすべてゴミ箱に捨て 
 るか持ち帰りましょう。
3.  怒鳴ったり、叫んだり、大声を出さないでください。
4.  大人数で訪問しないでください。これは木造でできた桟橋 
 に影響するためです。
5.  お手洗でのみ用を足してください。
6.  地元の習慣に気を付けてください。住民の中には保守な 
 方がおられ、日常生活を妨害しないでください。
7.  人物やイベント、宗教関連のものを写真撮影する際は許 
 可を得てください。
8.  私有地には入らないでください。
9.  礼儀を重んじ、規則を順守してください。

地元住民を支援してください。
1.  姓桟橋の文化遺産を守って支援してください。
2.  地元の社会を潤す地元産の商品やサービスを購入してく 
 ださい。
3.  姓桟橋の保存に寄与したい方は、訪問後でも姓桟橋の代 
 表者やガイドにお尋ねください。
4.  姓桟橋の情報を広め、文化遺産や地元社会のよりよい理 
 解を促すため、本冊子をあなたの友人と共有してくださ 
 い。

ジョージタウン世界遺産機構
ジョージタウン世界遺産機構（GTWHI）は、ジョージ
タウンの遺産を維持保全と継承を目的として2010
年4月にペナン州政府により設立されました。

GTWHIは、ジョージタウンが持続可能な町として保
存や発展に貢献する機関です。世界遺産関連の活動
を管理や監視、促進、実施するため、連邦政府や州政
府、その他地方自治体とも協力しています。問題の特
定や戦略の作成、問題解決のため膨大なネットワー
クを駆使して専門家や関係者を招聘しています。

ジョージタウンは生きている文化遺産の街ですが、
以前は適切に保護されておらず、永続的な発展の保
証はありませんでした。そのため、学術研究や影響調
査、空間の利用、市民の意識、ブランド設定、キャンペ
ーン、公共交通機関、観光、治安などはすべて同等に
重視しています。

世界遺産地区の重要性をさらに多くの人に理解して
もらうため、私たちは遺産地区の計画や保存、管理を
よりよく実施するために保全専門家や州、市当局、教
育と文化活動を実施するために歴史家や芸術家まで
さまざまな人たちと協力しています。

また、技術開発のワークショップの実施や図書館や
電子文書館を通じてジョージタウンや世界遺産の資
料の提供などを不動産所有者や建築家、建設業者な
どにアドバイスしています。さらに、小中学生や大学
生、一般市民に対してもジョージタウンの世界遺産
に関する講座を開いたり、関連の教育活動を行った
りしています。

歴史研究家でペナンの文化遺産の保存をする地元の非営利
組織（NGO）に従事。2005年には郭氏桟橋存続の運動に参加
し、ジョージタウンのユネスコ世界遺産登録前には国際記念
物遺跡会議（ICOMOS）の審査向けに姓桟橋の歴史を展示す
るプロジェクトを実施しました。ほかに歴史のある墓地の保存
やペナンでのドイツ人やタイ人の歴史遺産に関する冊子や案
内板などの作成に関わっています。

研究と執筆

梁超明(クレメント・リャン)

ペナン島を愛する生粋のペナン人。これまで絵の個展や合同
展示会を開催し、ペナン遺産信託やペナン音楽演劇協会と協
力して絵を描いてきました。ペナンの魅力的な絵を制作するこ
とのほか、多くのペナン人のように、ペナンのおいしい食べ物
を食べることが好きです。

絵

杨国明(エリック・ヨー)

姓桟橋でのマナーについて

日本語及び中国語への翻訳はアズマヤ・エンタープライズによるものです。
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