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【論文】
植民地台湾の港湾荷役合同問題と内地政局
齋藤 尚文

はじめに
本稿は、日本統治期の基隆における港湾荷役業の成立と発展に関する研究の一環として、
昭和初頭に起きた荷役合同問題とその政治側面を検討するものである1。荷役合同とは、過
当競争状態にあった運送店を一社に合同し、荷役賃の高止まり解消と港湾機能の効率化を
実現しようとする動きで、大正期より官民挙げてその必要性が叫ばれていた。一方、この
時期は、内地における二大政党制の成立とその政権交代による頻繁な総督更迭、高級官僚
の異動が、植民地行政に混乱をもたらし、台湾社会から政党政治の弊害として厳しく批判
されていた2。こうした状況の下、荷役合同は、経済合理性を求めて官民が一体となって推
進してきた案件がついに所期の目的を達することができなかったばかりか、総督や総務長
官の更迭の契機ともなり、政争の具とされて消滅した。政党政治の弊害が植民地の産業経
済分野で表面化した具体的事例として注目に値する出来事といえる。
論考を進めるにあたり、その前提となる事項を概観する。港湾荷役業とは、船内荷役、
船舷岸壁間の艀船による船積み及び陸揚げ（筆者注－接岸の場合は艀船は不要）
、上屋及び
倉庫出入に係わる運輸各業務をさす。1896(明治 29)年４月の民政移管以降、内台間および
台湾沿岸に大阪商船及び日本郵船、いわゆる「社船」による定期航路があいついで開設さ
れると、それまで「社外船」
（筆者注－定期船を運航する「社船」以外の船会社で主に不定
期船を運航）の傭船やその荷役を生業としてきた基隆の運送店の中には、商船か郵船、ま
たはその両方の専属となり事業の安定をはかる業者が現われた。専属店の中でも、船内荷
役を請負い、さらに艀船輸送や倉庫出入までのいわゆる「総揚げ」に関わる業者は一社に
限定され、ステベドアと呼ばれた3。一方ステベドア以外の専属・非専属の運送店らは、荷
主を雇い主として船舷から直接貨物を受取る「直取」によって、商郵両社の貨物を陸揚げ
した。
商郵両社は荷役業務の安定と円滑をはかるべく、ステベドアの育成に注力し、系列化を
試みた。大阪商船では、当初基隆支店内の人材をもってステベドアを組織したが、その後
は基隆港の仲仕頭グループに委託した。大正期に入ると資力信用のより確かな台北運輸資
本を招致し、次には内地大阪より、商船傘下で専属店の富島組を招致し、基隆港に台湾運
送荷役株式会社、高雄港に台湾運輸株式会社を成立させて昭和期を迎えた。一方日本郵船
では、仲仕頭グループとともに神戸港を拠点に郵船系ステベドアとして活動していた後藤
回漕店が中核となってステベドアを組織した。大正期にはこれらが同じく郵船系で内地陸
運最大手の国際通運の資本参加を得て、基隆港に台湾海陸運輸株式会社を設立した。さら
に昭和に入ると国際通運が直接台湾に進出して同社を買収し、基隆港における郵船のステ
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ベドアとなった。
商郵両社ステベドアの資本系列化が進行しつつあった 1916（大正５）年、台湾倉庫株式
会社設立された。同社は台湾に確固たる倉庫業を誕生させるべく、製糖カルテルである糖
業連合会（糖連）を筆頭株主とし、台湾銀行からの出資、台湾総督府（筆者注－以下必要
に応じ「総督府」と略記）からの補助金を受ける半官半民の性質をもっていた。そして倉
庫業を営業科目の第一とする一方、港湾荷役業を兼営することが目指された。荷役兼営は
運送業者らの激しい反発にさらされながらも、島内運送大手台湾駅伝社を買収することに
より営業基盤を固め、台湾倉庫は商郵両社以外のいわゆる「社外船」のステベドアとして
存在感を高めていった。
本稿は、同社の倉庫業を起点にしたステベドア事業にこそ、設立に込められたひとつの
使命があり、それが荷役合同の推進にあったことを確認しつつ、荷役合同の具体的経過と
歴史的意義を明らかにする。
Ⅰ 台湾倉庫株式会社と荷役合同問題
１．使命としての荷役合同
台湾倉庫が設立された 1916（大正５）年は大戦景気の只中にあり、海運業の活発化に伴
い荷役賃は上昇し、大戦が終結してもしばらくは戦後需要による高止まりが続いた。しか
し基隆・高雄両港の荷役賃高騰は好景気に起因しただけではなく、運送店の乱立による過
当競争も大きな要因であった。とくに繁忙期に運送店間で繰り返される仲仕や苦力の争奪
戦は、彼らによる法外な労賃引上げ要求を惹起し、これが荷役賃高騰につながった。また
資本系統別に整えられた荷役設備や常備労働力は、別の資本系統の荷役が繁忙を極めよう
とも「縄張り」を越えて動員されることはなかった。港湾荷役機能全体からいえば、こう
した極めて非効率な状況の常態化は、船会社、運送店、荷主のいずれにとっても経済合理
性を欠くもので、総督府としても過当競争解消は港湾行政上の大きな課題と認識されてい
た。官民挙げての台湾倉庫設立は、台湾における確固たる倉庫業の創立が主たる目的では
あったが、一方で乱立する運送店を倉庫業を起点として合同し、港湾荷役の一元化をはか
るといういま一つの使命が期待されていた。1919 年の糖連台湾支部議事録（糖連内部資料）
にそれを明示する一節が確認できる。
二、打狗、基隆に於ける荷役統一に関する件
現在ノ如ク幾多ノ運送業者割拠シテ労力ノ争奪ヲ為スガ侭ニ放任スルニ於テハ益々労
働者ヲシテ横暴ナラシムルノミナリ。若シ労働賃金ノ暴騰ヲ抑制シ労働能率ヲ昂上せ
セシメントセバ、大連ニ於ケル埠頭事務所ニ倣ヒ荷役全部ヲ取扱ハシメ延ヒテ労力ヲ
統一スル機関ｦ設ケタルノ外ナカルベシ。之ニハ台湾倉庫株式会社ヲシテ其ノ任ニ当タ
ラシメテハ如何。同社、其ﾉ創立ノ目的全ク茲ニ存ジ為ニ連合会ニ於テモ其ノ一半ﾉ株
主トナリタルモノナルガ、創立当初ヨリ一般運送業者ノ反抗ニ逢ヒ其ノ目的ヲ達スル
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コト能ハザリシモ打狗基隆ニ於ケル労働界ノ困難ナル現状ハ正ニ時機ノ到来シタルヲ
思ハズンバアラズ4。
（注－下線は筆者による）
糖連は、台湾倉庫株式の半数を保有する理由をまさに荷役合同にありと言い切っている。
ここに倣うべきとして登場する大連埠頭事務所とは、関東州大連港において港湾荷役を一
元的に担う満鉄の出先機関である。大連港では三井物産門司支店次長であった相生由太郎
の尽力によって 1915（大正４）年に荷役合同が進められ、満鉄による直営を実現していた5。
糖連では、大連港を港湾荷役一元化のモデルとし、荷役賃高騰の抑制策として「打狗基隆
ニ於ケル荷役統一ニ就イテハ台湾倉庫株式会社ヲ後援シ之ガ実行機関タラシムル事」を決
議している6。
２．官設上屋問題
上屋とは船舶積卸貨物の一時的な保管場所であり、岸壁に最も近く利便性の高い位置に
建設される官営施設である。基隆港の貨物はその大部分が通過扱であり、需給調整のため
の長期保管で用いられる倉庫（筆者注‐基隆港では上屋の背面に設置された）の需要は少
なく、一時的な保管を目的とした上屋の稼働率は常に高かった。鉄道部は基隆開港当初よ
り運送業者の保護育成の観点から、上屋を開放して主な運送業者に戸前貸したことから、
特定の運送業者が特定の場所を占有する状態が慣習化し容認されてきた。次の資料は山ヨ
運送店創業者柏原米太郎の人物評に登場するくだりであるが、上屋の運用実態が生々しく
描き出されているので引用する。
官庁に建てゝもらった上屋を私有視して公然と椅子机類を持込んで執務するのは未だ
しも電話まで架設して此所は己の借用してる処と頑張って競争者の使用を拒絶もすれ
ば、無料在庫期を新規庫入分で上手に帳簿上の整理をして荷主から官庁の倉庫を使用
しながら庫敷料の徴集もしては融通積と曰ふ天下一品の繰りをして文無しでも関係米
商が他人様の米で取引のできるやり方で相当に不当利得をあげたものでこれが上屋問
題の改正に際して基隆側運送店の結束して立った主なる原因であったらしい7。
基隆上屋使用規則（1928 年 10 月府令第 61 号）によると、基隆港上屋は入庫当日より５
日間は無料で利用でき、以後は有料と規定されていた8。運送店はこれを利用し、帳簿上の
操作による無料利用の継続、荷主からの倉敷料徴収といった濡れ手で泡の商売を行ってい
たことがわかる。また保管米の売買による利ざや稼ぎといった不公正取引にも手を染めて
いた9。こうした状況は基隆開港以来の鉄道部と運送店との慣れ合いの中で形づくられたも
のであり、上屋の占有はいわば運送店の既得権益として定着し、基隆港に大小多くの運送
店が族生し得た一因となっていた。先述の荷役賃の高止まりが運送店乱立による過当競争
にあるとするならば、上屋はその温床とも見做し得るのであり、その意味では荷役合同問
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題と官設上屋問題とは表裏一体をなしていたといえよう。荷役合同の動きがいずれも官設
上屋の運用を契機として発生した所以はここにある。台湾倉庫はその設立の趣旨から上屋
の経営委任を主張し、一方で運送店は既得権益を死守しようとその開放を求めた。そして
両者の激しい対立と陳情合戦の中で鉄道部の判断も揺れ動いた。台湾倉庫はその創業の初
めから二つの問題を宿命として背負わされていたのである。以下 1919 年、1928 年、1931
年の三回にわたって試みられた荷役合同の動きを検討する。
Ⅱ 荷役合同の展開
１．基隆埠頭荷役組合案（1919）
1918（大正７）年、台湾倉庫は駅伝社買収によって倉庫業と運送業の兼営を実現した。
憂慮を深めた運送業者側は対抗手段として台湾倉庫に貸下げられていた基隆第四上屋の開
放を鉄道部に陳情し、鉄道部はこれを台湾倉庫側に提議した。これに対し、台湾倉庫は商
郵両社に貸下げられている第二上屋、第三上屋、同時に開放するとともに、上屋出入の荷
役は各社のステベドアを使うのではなく、岸壁の運輸業者が合同し一つの荷役機関をつく
り、これに統一的に作業を行わせることを条件として第四上屋の開放に同意した10。翌 19
年に入り、新元鹿之助鉄道部長より「基隆埠頭荷役組合」設立に関する諭示があり、以後
調査委員会が合同作業を開始したものの、上屋関連荷役に限定した合同は、船内や艀船、
倉庫出入や貨車積込などの作業との連絡のない部分的合同となり、かえって不利不便とな
るとの意見が大勢を占め、結局荷役組合設立計画は中止となった。ところが同年 12 月、鉄
道部はまたも第四上屋の開放を台湾倉庫側に通達するに至る。この経過は運送業者側の圧
力の強さをうかがわせるが、鉄道部と台湾倉庫との間で「荷役統一と上屋開放はその前後
を争わず」
、つまり二つの問題の同時並行的な解決を前提としつつも、まずは実現し易い方
から実行に移すとの確認がなされ、この結果、台湾倉庫は鉄道部の意向を受け入れ、第四
上屋を返納することになった11。以後荷役合同への取り組みは鉄道部、台湾倉庫双方にとっ
て大きな課題として残されたのである。
２．基隆・高雄両港における海陸荷役合同案（1928）
1924（大正 15）年、三巻俊夫専務は台湾運輸業組合の組合長に就任し、小運送業界の牽
引役としてその重責を担った。1927 年に入り、基隆、高雄両港では官設の上屋と倉庫が順
次竣工することとなり、台湾倉庫はその経営委託の請願書を提出するとともに、懸案の海
陸荷役機関の合同について交通局12にあらためて進言した。翌 28 年６月、木下信交通局総
長は両港の主な海陸運輸関係者 13 名を招集し、以下のように訓示した。
是等の設備（筆者注－上屋、倉庫のこと）を合理的経済的に利用すること又其の能
率を充分に発揮せしむることは官民の責務なり、之れに伴ひ運送荷役の組織経営を合
理化せしむること最も肝要ならん、列席の各位に於て大合同成立に賛成せらるゝに於
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ては、相互の利益を確実にするのみならず、荷主としても便益多し、港湾の管理運用
合理的となり、港湾としての価値を高むることゝもなり、是非合同を慫慂したし13
合同の範囲を船内から倉庫出入を経て貨車積卸までの一切とし、合同会社成立時には官
設上屋、倉庫、起重機の独占使用を許可するとしたのである。参加者は満場一致でこれを
承認し、その後台湾倉庫、商船、郵船、三井、日東商船組の代表者 5 名が実行委員に選出
された。
しかし合同会社設立に向けた準備が順調に進行し、ほぼ成立の見通しが立ったところで、
突如小原時雄商船支店長より、合同会社の営業範囲を上屋、倉庫の荷役に限定し、船内艀
船荷役と貨車積卸は除外するよう提案が出された。商船の反対理由は「国費による設備を
民営諸機関を合同した一営利会社の支配下に置くことは不適当」
「先に埠頭、倉庫を中心と
した事業を官庁管理下に置くか、ボート・トラストのような公共的機関を作ってその管理
下に置き、順次海陸連絡機関の統一に進むのが至当」というもので、いわば大連埠頭にお
ける満鉄直営荷役をモデルとする官営論を展開したのである。商船の土談場での翻意は交
通局や業界内、世論から厳しい批判にさらされたが、基隆港最大の荷役を扱う商船の反対
は如何ともしがたく、木下元総長（この時点では総長を退任）は７月、本件の打ち切りを
声明した14。むろん商船の本音は、最も充実した荷役組織と設備を整えている同社ステベド
ア台湾運送荷役（基隆）や台湾運輸（高雄）にとって今回の合同案が不合理でかつ不利益
となる内容であったことにほかならない15。ただ一社の一撃により官民挙げての合同案を葬
り去った商船の力量の程がうかがい知れる出来事であった。この年竣工した第十四号、第
十五号上屋倉庫は一階部分を鉄道部管理下に共同上屋として開放し、二階三階部分は官設
倉庫として台湾倉庫に貸下げられ、運送店寄りの裁定が引き続いた。
３．運送分離による荷役合同案（1931）
1930（昭和５）年、第十六号、第十七号上屋倉庫が竣工すると、台湾倉庫内部では、従
来どおり倉庫の経営請負を請願するとともに、これを契機に、基隆支店支配人中山勇次郎
から現行の倉庫運送兼営の業態そのものの見直しを求める「運送分離案」が登場する。基
隆港の出入貨物はその大部分が通過貨物であり、一時的保管に対応する上屋の需要は大き
いが、長期保管に供する倉庫の需要は極めて少なかった。このため上屋を鉄道部が管理し、
倉庫を台湾倉庫が経営する現行の運用形態では倉庫業としての収益確保は困難で、上屋と
倉庫の両方を台湾倉庫が一元的に管理運用する必要があった。ただしこの場合、関係方面
の理解を得るためには「目前の採算又は従来の体面は別としてむしろ営業の一部たる運送
を放棄するも、永遠の大業として却って賢明」とする内容であった。これは中山の私案で
あり、当初は社内でも支持者は少なかったが、1931 年４月に前交通局総長木下信が総務長
官として来任すると、荷役合同の手法として有力視されるようになり、同年７月には三巻
専務私案として総督府に提示された16。
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こうして運送部門については、なるべく多数の運送業者と合同して新規会社を設立する
が、新会社はまずは合同条件が折り合う相手と設立し、将来の荷役合同の受け皿的機関と
する方針で主要運送業者との交渉が開始された。しかし最終的には、商船ステベドアの台
湾運送荷役（基隆）
、台湾運輸（高雄）両社の社長安田安太との交渉がまとまり、同年 10
月、
台湾合同運送株式会社が設立されることになった。同社は資本金 35 万円（全額払込済）、
発行公株式数 7000 株のうち、所有資産および店舗権により台湾倉庫に 5356 株、商船系二
社に 1844 株が割当てられた。また発起人総会の結果、台湾倉庫から３名、台湾運送荷役か
ら２名、富島組から１名の役員が選出された（【表１】）
。これに対し木下長官から「合同の
形式面白からず」
「将来できるだけ無色のものとなすべし」との注意がなされた17。同業者
の将来的な合同参加を歓迎するとしたものの、結果的に郵船系の国際通運、日東商船組な
ど非商船系ステベドアを排除し、商船系に限定した合同は、荷役合同本来の趣旨に照らせ
ば「無色」とはいえず、公正性、中立性を欠く不完全なものであるとしてけん制したので
ある。
【表１】 台湾合同運送株式会社の役員構成
資本金
役 員

35 万円（全額払込）
代表取締役 中村一造 （台湾倉庫）
取締役
三巻俊夫 （台湾倉庫）
安田安太 （台湾運送荷役、台湾運輸）
杉本三郎 （台湾運送荷役、台湾運輸）
監査役
筧干城夫 （台湾倉庫）
高野吉太郎（富島組）

出所）
「新設運送会社と重役の顔ぶれ」
（
『台日』1931 年 10 月 17 日）
より作成。

同年 11 月に入ると、木下総務長官は運送部門を分離した後の台湾倉庫のガバナンスのあ
り方に介入を始めた。『台湾日日新報』（以下『台日』と略記）記事には、同時期、新規会
社設立から排除された三菱商事、国際通運、辰馬汽船、日東商船組などが経営参加を求め
て激しく運動していることが報じられており18、木下の動きはこうした非商船系、特に郵船
関連会社の要求に呼応したものと考えられる。この経過は台湾倉庫社史からも概略が読み
取れるが、糖連内部資料を用いた大島久幸の分析がより具体的かつ詳細である。これによ
ると当初示された木下の具体案は、
台湾倉庫株式 3,000 株を新たな利害関係者に割り当て、
新規役員として三菱商事、国際通運、米商杉原商店、日東商船組の各代表者をもって調整
するというものであった。なお杉原商店は辰馬汽船を専属としている関係にあり、同系統
と見なせる。台湾倉庫は実質的経営権をもつ糖連に相談すると、糖連は 11 月 25 日に台湾
支部会を開催し、以下の三点を確認した。
①株式譲渡元として想定されている台銀 1600 株については関係重視の立場から譲渡を
1000 株に制限すること。
②新規役員については国際通運の就任は認めず、荷主関係者から迎えること。
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③糖連が株式の半数を保有する方針は変わらないこと。
これに対し、木下総務長官はこれまでの主張通り、3000 株の譲渡と三菱、通運、杉原の
役員就任、とりわけ国際通運の監査役就任を強く要望し、拒否の場合は官設倉庫返還の可
能性をもにおわせていた。糖連台湾支部ではことの重大性や総督府との直接的な対立を避
ける意味からも、東京本部の判断を仰ぐことになり、その結果、年末までに株式は 1000 株、
役員は荷主より１名、台銀保有株はなるべく譲渡しないことを決定した。しかし、木下は
回答期限を翌年１月６日としてさらに再検討を迫ったため、両者の対立はいよいよ深刻と
なり、この案件は拓務省でも注視されることになった。最終的には、新内閣の発足とも重
なって政局化し、拓務省は木下の更迭を判断した。これに伴って白勢黎吉交通局総長も更
迭され、同問題を基隆で調整に当たっていた平山泰台北州知事も退官することとなり、一
切が白紙に戻された。そして台湾合同運送株式会社は営業することなく、1932（昭和７）
年８月に解散した19。
Ⅲ 荷役合同問題の政治側面
基隆港を中心に荷役合同が模索された昭和初頭は、「憲政の常道」と呼ばれた二大政党制
の時期であり、立憲政友会と立憲民政党（旧憲政会）が政権交代のたびに総督府高官の人
事を一新し、植民地行政に混乱をもたらした。荷役合同はこの二大政党の対立関係が台湾
経済界にまで波及していた一事例としても注目に値する出来事であった。以下その構図を
1931～32 年に起こった運送分離案による荷役合同の動向と内地政局との関連で検討する。
なお内地政局と台湾総督府総督及び総務長官人事との関連については、黄昭堂『台湾総督
府』20、岡本真希子『植民地官僚の政治史』に依拠した。
ここでは、交通局総長及び総務長官として二度にわたって荷役合同を主導した木下信に
着目したい。木下は 1924（大正 13）年 10 月、伊沢多喜男（憲政会系）の総督就任時にあ
わせて台湾に赴任した内務官僚で、自身も憲政会色の強い人物として知られていた21。当初
は内務局長と土木局長を兼務していたが、のちに交通局総長に就任し、1928 年６～７月の
荷役合同作業に立ち会った。当時の総督は伊沢の後を継いだ上山満之進（民政党系）であ
ったが、1926 年６月、
「台中不敬事件」で上山が引責辞任したのに合わせて、木下も更迭さ
れた。先述したように、この荷役合同作業はほぼ成立の見通しであったが、土壇場で商船
及び同ステベドア富島組の一撃で粉砕されており、木下は「前局長」として口惜しさを滲
ませながら合同打ち切りの声明を発している。
前 27 年４月、昭和金融恐慌を契機に若槻礼次郎憲政会内閣が総辞職し、このとき政権は
すでに政友会の田中義一内閣に移っており、上山の後任には川村竹治（政友会系）が就任
した。しかし田中が「張作霖爆殺事件」の処理について昭和天皇の不興を買って辞任する
と、1929（昭和４）年７月には浜口雄幸民政党内閣が成立し、さらに浜口狙撃事件を経て、
1931 年４月からは若槻礼次郎が二度目の内閣を組織していた。この間、台湾総督は川村か
ら石塚英蔵（民政党系、党籍離脱）に交代となったが、石塚は「霧社事件」により人見次
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郎総務長官とともに引責辞任し、1931 年１月から太田弘政（民政党系、党籍離脱）が後任
の総督となった。この時総務長官となったのは高橋守雄であったが、在任わずか三か月で
警視総監へ転任し、同年４月、その後任として再登用されたのが木下信であった。こうし
て木下は総務長官として再び荷役合同問題に関与することになった。
1928（昭和３）年の荷役合同案を粉砕した大阪商船と富島組は、1931 年の運送分離案に
よる荷役合同の動きに主導的に関与し、富島組傘下の台湾運送荷役（基隆）及び台湾運輸
（高雄）に台湾倉庫の運送部門を合併させ、新たに台湾合同運送株式会社を設立した。こ
れに対し、木下は「合同の形式面白からず」
「将来できるだけ無色のものとなすべし」と釘
を刺し、直後から、合同会社の親会社として、また倉庫専業として再出発の予定であった
台湾倉庫のガバナンスに執拗な介入を始めるのである。具体的には台銀保有株の一部放出
と前年に台湾に進出して郵船ステベドアとなった国際通運の監査役就任の要求であったが、
これは内地陸運最大手で郵船系の国際通運を親会社の監査役に置くことで、商船ステベド
ア富島組が支配力をもつ合同会社のガバナンスに商郵間のバランスを回復させ、
「できるだ
け無色のもの」に近づけようとの狙いがあったものと思われる。しかし木下のいう「無色」
には別の意味合いも見て取れる。実は、富島組を社長として長らくけん引していた井上虎
治は第 15 回総選挙（1924 年）で政友本党公認で立候補して当選し、その後 1927 年の憲政
会との合同には加わらず、再び立憲政友会に移って衆議院議員をつとめた人物であった。
井上は次の第 16 回総選挙（1928 年）には出馬せず、翌 29 年には死去するが、富島組が政
友会と緊密な関係にある運輸会社であったことがうかがえる22。木下の発言にあった「無色」
とは、単に商船・郵船という資本系統の「色」の意味合いだけでなく、民政党・政友会と
いう政党の「色」が念頭に置かれていたと思われる。
ただし、先に指摘したとおり木下自身の立ち位置は「無色」ではない。国際通運は日本
郵船を大株主としており、資本的には三菱系列に連なっていた。旧憲政会を本流とする民
政党は三菱との関係が深いことから、国際通運と民政党がよしみを通じることとなる。同
社社長中野金次郎の伝記には、1929（昭和４）年、中野が台湾視察に訪れた際、石塚総督
より直々に投宿するホテルに晩餐招待の電話が入り、晩餐当日は、総督以下長官、各局長
が正装し総出による接待を受けたことが紹介されている23。当時の中野が陸運最大手のトッ
プであり、かつ台湾進出交渉を間近にひかえていたことがあったとしても、官による一民
間実業家の接待としては異例の様相であり、両者の緊密性を感じさせるに十分なエピソー
ドである。国際通運は、翌 30 年４月、台湾海陸運輸と後藤組（後藤回漕店から独立）を買
収して基隆港における郵船ステベドアの地位と台湾における強力な小運送網を確保した。
さらに 1931 年の商船・富島組主導による荷役合同の動きをけん制すべく、合同会社設立か
ら排除された非商船系運送会社を代表して、木下総務長官を動かし、台湾倉庫のガバナン
スへの介入を画策したとみられる。
同年 12 月、官設倉庫返納の可能性をも示唆する木下の強硬な要求に、台湾倉庫の筆頭株
主である糖連内の協議は台湾支部から東京本部へと舞台を移したが、国際通運の監査役就
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任については断固拒否の構えを崩さず、木下との対立は深まる一方であった。そしてまさ
にこのタイミングで政権は民政党から政友会へと交代する。第二次若槻内閣が満州事変を
収拾できずに総辞職したことを受け、同月 13 日、犬養毅内閣が誕生したのである。ここで
合同問題に係る一連の動きの潮目がかわったといってよいだろう。木下より年末に最後通
牒を突きつけられた糖連、台湾倉庫側では、翌年１月に三巻専務が上京して関係方面への
事情説明に奔走するなど、果敢に巻き返し工作を展開した。その結果、台湾倉庫のガバナ
ンス問題は政友会政権下の拓務省において重要問題と認識されるようになり、
「充分調査研
究すべき」旨の通牒を引き出すことに成功した。そしてさらに木下総務長官を休職とする
閣議決定がなされ、１月 13 日をもって木下は更迭されたのである24。岡本真希子は木下更
迭を「露骨な人事介入は、民政党系の太田総督に対して、辞任を促すためのものであった」
としている。そして木下更迭は太田総督に事前の相談のない一方的な決定であったことか
ら、太田は異例の政権批判を行い、辞職している25。
運送分離案による荷役合同は、犬養内閣が「五・一五事件」で総辞職し、斎藤実挙国一
致内閣が成立すると、南弘（政友会系）から交代した中川健蔵総督（民政党系）のもと、
同年７月になってあらためて「白紙に戻す」ことが宣言された。しかし実質的には、その
中心にあって推進役を果たした木下の更迭をもって終結したといってよい。経済合理性の
追求から始まったはずの荷役合同問題は、政治的思惑から、台湾倉庫のガバナンス問題に
転化し、さらに政権党に台湾総督府人事介入の契機を提供しつつ、政争の中に埋没したの
である。
おわりに
台湾倉庫の設立は倉庫業と運送荷役業を兼営することで、荷役合同問題と官設上屋問題
の解決が期待されていた。二つの問題は上屋・倉庫の業務を中心とした荷役合同の実現に
よって一挙に解決されるべきものであったが、商郵両社と各ステベドアの主導権争いや運
送各社の利害関係がその前に立ちはだかった。また商船系富島組と郵船系国際通運は、前
者が立憲政友会と、後者が立憲民政党と密接な関係にあったことから、荷役合同のプロセ
スにおいて対立が先鋭化するに従い、政治ポスト化していた総督や総務長官をはじめとす
る総督府高級官僚の行政上の意思決定に少なからぬ影響を与えることとなった。こうして
植民地の一経済案件であったはずの荷役合同は、内地政局の動向に翻弄されることになっ
たのである。
ただし、台湾倉庫の運送荷役分離という自らが身を切る合同案を提示したことは、その
後台湾の運送業界から一定の評価を得、創業以来激しい反対運動に直面してきた運送荷役
兼業の業態は業界内で一応の「公認」を受けた形となった。1930 年代は、商船ステベドア
の台湾運送荷役（基隆）と台湾運輸（高雄）が合同し、あらたに台湾運輸株式会社が発足
したほか、辰馬汽船・大連汽船の進出に伴って両社ステベドアとして丸一組が急成長した。
これに郵船ステベドアの国際通運（基隆）、日東商船（筆者注－高雄港において三井と共同
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で郵船の荷役を扱った）を加えた五大運送会社の体制が成立し、港湾荷役のみならず、陸
上小運送業においても同じ五社による寡占体制が築かれた。荷役合同は結局失敗に終わっ
たものの、1930 年代を通じた寡占体制の起点として重要な意味をもっていたといえよう。
注
1

植民地台湾の港湾荷役業をテーマとした論考は現在のところ確認されていない。ただし、
当時の台湾では大手港湾荷役業者は陸上小運送業をも兼営するのが一般的であったことか
ら、対象を小運送業に広げると、拙稿「丸マ・後藤回漕店の台湾進出と小運送業の成立に
ついて」
（
『現代台湾研究』第 41 号 pp.1-29、2012）、「日本統治期台湾における小運送業の
成立について」
（
『交通史研究』第 77 号 pp.18-40、2012）、
「小運送業施行をめぐる台湾小運
送業界の動向について（1937-1941）
」
（『現代台湾研究』第 42 号 pp.1-25、2012）のほか、
大島久幸「1930 年代における台湾小運送業の展開」
（『高千穂論叢』第 49 号 pp.1-17、2014）
がある。また台湾人研究者のものとしては、王珊珊「日治時代小運送業與臺灣倉庫株式會
社」（『臺灣風物』57-1 pp.125-142、2007）、呉子政「日治時期臺灣倉儲與米出口運輸體
系之検討」
（国立政治大学修士論文、2007）、同「臺灣倉庫株式會社的創立與發展(1916-1945)」
（『高市文献』21-1pp.70-100、2008）、林桂樹「日治時期臺灣「日東商船組」的營運分析」
（国立高雄師範大学修士論文、2018）がある。
2 同分野の研究としては、岡本真希子『植民地官僚の政治史 朝鮮・台湾総督府と帝国日本』
（三元社、2008）が著名である。ただし、本稿が取り上げた 1931 年の木下信総務長官及び
太田弘政総督の更迭が荷役統合問題を起因とする点については言及されていない。
3
ステベドアとは本来欧米では船内荷役（業者）を意味したが、日本では特定の船会社に専
属して船内荷役を含む港湾荷役のすべてを行う業者を意味する言葉として用いられた。
4
台湾糖業連合会台湾支部第四十二回支部会仮決議（大正八年九月九日）。
5
南満州鉄道株式会社『南満州鉄道十年史』
（1919）p.405。篠崎嘉郎 『満洲と相生由太郎』
（福昌公司互敬会、1932）p.146、pp.154-155。合同前の大連港荷役は磯部組をはじめ数十
の運送店（仲仕組）に分割占有され、作業領域や倉庫をめぐって紛擾が耐えなかった。相
生は運送店の荷役設備一式を仕入れ当時の原価で買上げ、店主、従業員のうち希望者をす
べて満鉄社員として雇用し、主な運送店には涙金（慰労金、退職金）を交付することで、
運送店や仲仕らの抵抗を抑えた。相生は大連埠頭事務所の所長となり、次長には運送店の
立場から合同に率先して協力した商船専属富島組の高野吉太郎が就任した。
6
台湾糖業連合会台湾支部第四十二回支部会仮決議（大正八年九月九日）。
7
吉田寅太郎『続台湾財界人の横顔』
（経済春秋社、1933）pp.242-243。
8
港湾協会編『基隆港・高雄港荷役調査』
（1928）p.81。第九条「上屋ニ入レタル貨物ハ其
ノ当日ヨリ起算シテ五日以内ニ之ヲ引取ルベシ」
。同規則には第十一条「第九条ノ期間ヲ経
過シタル貨物ニ対シテハ六日目ハ一噸ニ付キ金三十銭ノ上屋使用料ヲ徴収シ、七日目以降
ハ更ニ一日一噸ニ付十銭宛ヲ加フ」とある。
9
「融通米の弊害に対し総督府当局の廓清方針 山ヨの不足二千二百余袋」
（
『台日』1929
年 4 月 9 日）
。同時期、後藤回漕店や山ヨ運送店（柏原米太郎）で期日までの受渡米不足が
発生し、特に山ヨは 2288 袋、金額にして 3 万 3633 円が期日までに納められるかが危惧さ
れている。このほかにも『台日』には融通米問題は頻繁に登場する。期日までに現物やこ
れに相当する金額を納めれば問題とならないことから、当時の台北正米市場では半ば公然
と行われていたと考えらえれる。
10
三巻俊夫『台湾倉庫株式会社二十年史』
（1937）p.42。
11
同上書 pp.48-49。
12
1924 年の台湾総督府交通局官制により逓信局と鉄道部が合併し交通局が新設された。
13
三巻俊夫、前掲書 pp.52-53。
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14

三巻俊夫、前掲書 pp.50-58。
「商船会社の横槍で一たまりも無く壊滅した 台湾の荷役合
同問題 木下前交通局総長から打切声明」（『台日』1928 年 7 月 24 日）。
15
永岡涼風『涼風筆戦録』
（実業時代社、1931）pp.211‐213 によると、合同案打ち切りの
背後には高野吉太郎の暗躍があると指摘している。
「一言にしていへば高野君独りの手で粉
砕してしまったのであった。それも高野君は表面に現はれてやったのではなく、蔭から奇
策縦横の糸を引いて、台湾地場の大きなツラをしてゐる連中の鼻の穴を小気味よい程の鮮
明さで明かしてしまったのであった。終ひには薄々それと判ってゐたが、敵も味方もその
虎徹の切れ味には全く敬服してしまった」とある。
16
三巻俊夫、前掲書 pp.58-62。
17
三巻俊夫、前掲書 pp.62-64。
18
「倉庫問題の解決 三菱、辰馬、国通、商船組の割込み運動に悩む倉庫会社」（『台日』
1931 年 11 月 19 日）
。
19
大島久幸、前掲論文 pp.7-8。ここに引用されている糖連資料は 1931 年 11 月 25 日及び
12 月 5 日付
「連合会台湾支部幹事平山寅次郎より会長武智直道宛書簡」
（糖業協会所蔵資料）
である。
20
黄昭堂『台湾総督府』
（教育社、1981）
。
21
同上書 p.146 には「木下総務長官は党派臭がつよく、殖田俊吉殖産局長や井上英警務局
長などはこの総務長官につよく反発した」とある。木下は第 19 回衆議院議員総選挙（1936）
では立憲民政党より立候補し当選、第 20 回総選挙（1937 年）では落選したものの、第 21
回総選挙（1942 年）で再選され、衆議院議員を通算二期つとめた。
22
日本国勢調査会編『衆議院名鑑 第 1 回（1890 年）～第 34 回（1976 年）総選挙』
（1977）
p.75。
23
村田弘『中野金次郎伝』
（東洋書館、1957）pp.236-237。
「昭和四年、中野は朝鮮へ渡っ
た帰途台湾へ赴いた。この時は台湾総督はじめ各官庁、実業家などの招待会を催す予定で、
詳細なプログラムを作成して行ったが、朝鮮から台湾へ渡る途中、連絡船のなかで病気に
かかった。予定を変更して帰京するわけにもいかないので、病をこらえて、そのまま基隆
へ到着し、台北へ入ると同時にホテルへ医者を招いて治療してもらっていた。するとそこ
へ総督の石塚英蔵から電話がかかって来た。
「中野さんは御在宿か。御在宿だったら、晩餐
にお招きしたいから、日時はいつがよろしいか」
・・（中略）
・・当日、総督官邸へ行くと総
督以下長官、各局長が総出で、胸間にきらびやかな勲章を並べた、いかめしい姿で、中野
を主賓として、いろいろ接待した。そのものものしさは、ちょっと内地では想像もつかな
いような有様だった」
。
24
三巻俊夫、前掲書 pp.68。
25
岡本真希子、前掲書 pp.361-362。
「太田総督は女房役たる総務長官の人事まで勝手に決め
られて憤慨し。拓務大臣に対して「糾問書」を送り辞職を決意して上京、通常は病気など
を辞職理由とするところを、
「総督が部下の異動を関知せず従ってその職責を全うするを得
ず引いて台湾統治上影響を招くこととなり政府はこの点に於いて自己と所見を異にするた
め辞任す」と異例の辞職理由を述べ、政治問題化した」とある。
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【論文】
山東省の水産業に関する研究
―1914-1930 年代初期―
高 克文

1、はじめに
1914 年第一次世界大戦が勃発した後、日本は元ドイツの植民地であった青島を占領し、
軍政府による統治を開始した。それから、日本占領政府は青島市から山東省内に、紡績業や
鉱業や搾油業や漁業を含む水産業などの各事業を展開させた。山東省には渤海と黄海を含
め海岸線が長く、水産資源が豊富であり、ドイツ占領時代より日本はすでに青島を中心とす
る黄海漁業に目を向けていた。1914 年日本占領後から 1922 年青島が中国に返還されるま
で、日本は青島の漁業を独占管理した。よって、日本漁船は容易に青島から海州（現在、連
雲港）までの海域に進出するようになり、漁業活動が活発になった。
また、煙台と威海と龍口などが位置する渤海沿岸で漁業活動を行ったのは主に中国人で
あったが、1910 年代から日本人漁船は強力に渤海漁業にも介入しはじめた1。片岡千賀之の
研究によれば、戦前において、底曳網漁業は中国人の経営するのが山東省のみであり、日本
人漁業者が日本と大連から渤海に出漁してきた。従って 1910 年代から 1930 年代前半まで
渤海湾漁場において、日中両国の漁業者の間に水産資源の争奪戦が繰り返されていたとさ
れている2。
日本の中国海域における進出状況に関して、片岡千賀之は東シナ海・黄海における日本、
台湾、中国（関東州と青島）の汽船トロール漁業の発達と経営について考察した。それによ
れば、汽船底曳網の発達により、漁業生産力を形成した反面、漁業資源が枯渇し、日中の対
立を招いた3。しかし、第一次日本占領時 1914 年から 1922 年までの青島の漁業に関しては
論じていなかった。王国華と張暁剛は黄海と東シナ海における日本遠洋漁業の進出と中国
政府の対応について考察した。それによれば、日本は中国の漁業技術が未発達であり、海洋
権益への保護意識が薄かったことに乗じて、中国の漁業資源を略奪したと結論した4。青島
漁業に関して、中国人研究者は中国語史料に基づいて 1914 年から 1922 年まで青島の水産
業が日本人に管理・支配されたため、中国人漁業を阻害したと結論した5。
以上の先行研究の状況を踏まえて、本論文の目的は日中双方の史料を用いて、水産物を取
引する魚市場の経営などを含めて青島水産組合に焦点を当て、戦前までの青島水産組合の
経営実態を明らかにすることである。資料としてアジア歴史資料センターの「本邦漁業関係
雑件 中国沿岸漁業関係」計 5 巻と「山東占領地処分一件第三巻、水産関係」などの日本語
史料と「中華民國史檔案資料滙編、農商」などの中国語史料をを使って、戦前期山東省にお
ける日本の漁業進出と中国側の対応について考察する。具体的に、本論文の目的は以下の二
つである。第一に、渤海と黄海を含めた山東省沿岸の漁場における日中両国漁業の経営実態
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を検討し、第二に、渤海湾における日本の漁業進出の実態、および日中間の漁業紛争につい
て考察し、中国の水産業保護政策の実施と海洋権益意識の覚醒を解明し、戦前山東省漁業の
全体像を客観的に把握しようとする。

2、青島水産組合の経営
山東省は渤海と黄海に面し、河北省との境界をなす旧黄河口から、江蘇省嵐山頭近くまで、
海岸線の延長は約 2400 余りカイリにのぼる。こうして、沿岸多く懸崖絶壁であり、海港は
広く水深も頗る深く、海防の要衝として実に中国沿海において、非常に重要である。殊に魚
介藻類は豊富に生育し、鯨や鮫なども至る所に遊戈して、その地利の点において非常に優れ
ている。往昔より、斉魯の魚塩は早くも世に知られており6、膠州湾近海及び煙台、龍口、
威海衛一帯の地には古来より漁業盛んであり、水産物の輸出地として著名である。
青島は山東省における水産物の供給地の中で最も注目すべき土地である。山東省最大の
貿易港でその水産物の輸入量は殆ど同港で占めているといっても過言ではない。青島は既
述するように近海に魚族豊富な好漁場を有し、その漁獲高は相当な数量に上がっているた
め、山東内地における水産物の供給地としては知られる。
1913 年 10 月、日本トロール汽船株式会社がドイツ政庁の許可を得て、浦島丸を回航操業
するのが嚆矢となる7。1914 年、日本が青島を占領してから、漁業が次第に盛大となった。
山東省において、その漁法はドイツ時代に至るまでなんら保護改良が加えられなく、極めて
幼稚であるが、日独戦争後、膠州湾及びその沿海が日本守備軍統治下に置かれて以来、日本
人漁業者は専ら青島を根拠とし、当初は膠州湾内及び霊山島、大公島、小公島、塔連島など
比較的近海の小区域に限られていたが、1917 年海州（連雲港）沖の鯛居漁場が発見される
によりその範囲を拡大し、さらに 1919 年青島守備軍の保護奨励により、新たに大型漁船 7
艘を造りその活動と相俟って、益々漁場を拡大し、遠く山東角の沖合まで出漁するようにな
り、遂に海州より山東角に至る約 350 カイリの漁域は日本人水産勢力の範囲内に収めるこ
とができた8。
青島水産組合は 1915 年 3 月守備軍軍令に基づいて管内漁業者製造販売業者日華人約 6000
名を組織され、水産の改良、組合員共同の利益増進、販路拡張並びに組合員の保護監督など
を目的とし、別に組合員漁獲物の共同販売を目的とする非営利的の魚市場を経営し、これが
信託行為に任すべき専属金融組合を付属させ、専ら需給の調節及び価格の公定を図り、設立
以来相当の成績を挙げつつあった9。以下より、組合発足期から青島返還までの青島水産組
合の経営実態を研究する。
1915 年 3 月青島水産組合が設立以来、日本漁業者の渡来数が年ともに増加し、魚市場の
業務を引き受けてより諸般事務の件数も増加を呈する10。1918 年度には、魚市場の新経営事
務所および漁具保管倉庫の新築などがあり、1918 年 5 月軍令により青島水産組合規約の改
正に伴い、組長副組長及び評議員の半数が官選（政府で選ぶこと）となったなど諸般の改革
が行われ、組合の基礎も確立されてきた11。1922 年、青島還付により統治権が中国に移った
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ので、中国人組合員は全部脱退し、膠澳魚市場を設立し、中国官憲の後援により組合の魚市
場に対し、不買同盟を実行し、やむを得ず、青島漁業組合は業務を縮小し、その後、還付よ
り軍令撤廃とともに強制力を失い、組合は自由組合となり、日本人のみにより組織すること
になった12。以下青島漁業組合の魚市場の経営、奨励補助事業、水産物養殖加工事業、中国
人に対する漁法教導の四つも事業について、青島水産組合を分析していきたい。
青島魚市場は 1918 年度から山東水産株式会社の解散と同時に当会社が有する資産及び負
債の全部を青島水産組合へ譲渡することになった。なお、軍政府より補給金が付与された。
よって、受渡が完全に遂行された13。以上の経過により、魚市場の経営は組合において、非
営利的に行われるようになった。1919 年 4 月 1 日より本組合に専属する金融組合は完全に
業務が開始された。金融組合の組織にあたり、出資者は水産関係者より募集して、一般の応
募者を避ける必要があり、総資本金 4 万圓に対して漁業者と仲買人において募集した。
1919 年 4 月 1 日以降、魚市場における魚類取扱の成績が上述のように良好な成績を収め
たため、金融組合は出資者に対して、利益金配当のように年 1 割 5 歩を算出した。魚市場魚
類の取扱高は日に増大することに伴い、1920 年末決算期に当たり魚市場取扱高の増加に従
って、金融組合の成績が好調になり、出資者を受ける利益は 2 割の配当を算出した。
このように金融に関して専ら金融組合の担当経理することになり、青島組合は単に魚市
場を管理して、価格の公定のみ司るのみならず、内部改革として、手数料の軽減、給水料の
免除のような事業にも着手した。販売手数料は従来の売上高の 1 割 2 分から、1918 年に 1
割に軽減し、漁者の日常に使用する淡水は従来皆料金を徴収されたが、組合においてはすべ
て料金を免除した。また、漁業者積立規程を設けて、各自の水揚高を 2 分蓄積し、そのうち
1 分 5 厘は漁業者の帰国に際して手渡し、5 厘は漁業者相互の救済資金に積み立て置く制度
を定めた14。青島水産組合員に対する毎会計年度に組合費を分担させていて、従業者を使用
する漁業者に対して、日本人が 1 円 50 銭、中国人が 75 銭の割で負担させていた15。内部改
革を図ると同時に、一面鮮魚の販路の拡張を図って、漁価の調節をする。16。
魚市場において、魚仲売人に対して各自の信用程度により、買付高に対し一定の期間融通
をつけて便益を計らった。中国仲売人に対しても同一取扱をして、魚市場が一定の期間内資
金を無料貸付して商売をさせていた17。魚市場経営は成績益々向上していって、1920 年に取
扱高を掲げて数量 439545 貫、価格金 662592 円余に上がり、内日本人出漁業者の水揚高数量
330711 貫、価格 371614 円、中国人漁船水揚数量 70618 貫、価格 102751 円、輸入品数量 38616
貫、価格 188225 円、総量において、前年度総水揚げ高 287711 貫、その価格 435095 円に比
して数量において 151834 貫価格において 227397 円増加を示した18。1920 年度において施設
事業は主なものが魚類糶市場併に同事務所、氷貯蔵庫、同鋸屑置き場、漁業組事務所、鯛延
縄用飼料油烏賊貯蔵庫及び魚市場事務員宿舎などの新築である19。青島水産組合建物築費銀
46606 円かかり、坪数 532 坪に達した20。
青島漁業組合の奨励補助事業に関して、まず灰貝養殖試験嘱託補助が行われた。青島守備
軍民政部は、青島養貝株式会社に対して、条件付きで試験費を交付して、灰貝養殖試験嘱託
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をした21。鯛延縄漁業用飼料蛸は 1919 年度漁業者間において、申合規則により、共同購入
並びに配給をしている。組合において、当該事業及び朝鮮その他より輸入品に対し、相当の
奨励補助をする22。
1918 年度に補助金を交付して、漁業の奨励のため、中国人漁業者に対する鱶釣漁業及び
日本人漁業者に対する蛸配縄漁業及び帆曳網漁業の三種である23。春期鯛延縄漁業に使用す
る手長蛸は毎年遠く朝鮮沿海より輸入したため、また中国人の採収を奨励しても、時々不足
して、鯛漁業者の困難が多かった。1918 年度に 8 人の漁業者に補助金を交付し、採収をさ
せ、飼料を豊富に供給させるに資する24。冬期漁業奨励の目的は改良漁場を建造して、漁業
者に貸付する議論があった。青島組合は一定の標準を定めて、漁業者に任意に造船させて、
補助金を交付させるとの対策を定めた。1918 年 10 月まで、組合の策を採納し、条件付きで
造船希望者中の 7 名に対し、各金 1000 円宛に補助金を交付することになった25。
1919 年度、青島漁業は冬季漁業奨励の目的で、守備軍民政部より補助金を交付して、鱈
延縄漁業を起業させた。すでに 1918 年度に合計 10 隻の出漁者がおり、皆相応の成績を収
めたため、引き続き 1919 年度において、多数出願者の中から詮衡の上、21 隻に補助奨励を
加えた26。大型漁船の建造補助は前年に引き続き官に奨励されることであり、1918 年中に補
助した大型漁船は皆も優良な成績を収めた。中に 1 隻船の漁獲高 1 万円を突破した船もあ
る。1919 年度において 3 隻の日本人漁業者に補助奨励を加えた27。青島沿海は概して水深が
浅く、海底が平坦であり、底魚の産が多く、打瀬網漁場としては最もいい場所である。軍当
局には、1919 年度より奨励のため、補助金を交付し起業させる。条件付きのもとで、2 人の
漁業者に対し、打瀬網漁業奨励補助指令を与えた28。1919 年、鯛延縄漁業の飼料である手長
蛸は本年度においては朝鮮かその他地域から輸入を奨励すると同時に地元産蛸の採収方奨
励の必要のため、各本組合により 26 人の日本人に補助金を交付して、飼料蛸の採取を起業
させた29。
中国人漁業者に対する施設と漁業育成事業に関しては、まず堀井の開鑿が行われた。青島
組合区域内各沿岸の漁村において、従来淡水の供給は頗る乏しく、住民はもちろん一般漁業
者にも非常に不便であり、青島組合は実地調査を行い、精査の結果は最も迫りつつある 55
箇所を選んで補助を請願し、1918 年 33 箇所が竣工した30。前年度よりの継続事業として、
1919 年度さらに 7 箇所を堀設し、沿海漁民はもちろん一般住民の利益を図る31。
中国人の漁業は多くは半農半漁のため、漁夫の数は正確に掲げることが難しく、当初は漁
具、漁法も至って幼稚なものであったが32、1917 年ごろから日本守備軍民政部において、漁
業奨励の見地から中国人漁業者に対し、漁具を与え日本式漁法を伝授すると同時に補助金
を給付したので、漸次本格的なものとなった33。漁法の伝授について、1917 年、軍政署より
管内中国漁業者に鱶釣漁業を取得させる目的で、補助金を交付し、日本人教導者をつけて就
業を督励させた。鱶釣漁業教習させた中国人たちは漁業取得の有利を認め、本漁業を従事す
るようになった。就業志向を持ち、資金が困難な中国人を支援するため、組合は 1918 年銀
500 円を支出して、10 隻船の出漁を奨励した。中国人鱶釣漁業者はいい成績をおさめたた
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め、中国人漁業者は本漁業に従事するものが漸く増えてきた34。
表 1、1918 年中国人鱶延縄漁業者調35

漁具員数 漁船肩巾 同長さ

乗組人員 漁獲高

延縄25鉢 9尺8寸

25尺

5人

22700

同

9尺6寸

25尺

5人

15000

同

9尺6寸

25尺

5人

16500

同

10尺

27尺

5人

13600

同

9尺8寸

24尺

5人

20000

同

9尺8寸

25尺

5人

18000

同

9尺5寸

24尺

5人

14500

同

9尺7寸

25尺

5人

16400

同

9尺8寸

25尺

5人

16000

同

9尺5寸

24尺

5人

17000

1918 年度、桝網漁業を奨励するため、試験費として銀 250 円を交付して、民政部より技
術官を直接に指揮監督させて、漁具の構造と漁法を習得させた。中国人が日本人鯛漁業の旺
盛に伴い日本漁船に雇用されていて、日本漁船に乗り込んで知らずの間その漁法を習得し、
果たして自ら独立経営をすることにもなった。1921 年ごろ、中国人の約 25 隻の船は鯛延漁
業に従事し、その漁法が熟練していた36。
青島組合は組合員を対象に福祉事業として遭難者救済と遭難及び病死者遺族に対する吊
慰を行った。しかし、中国人と日本人に対して金額の差が見受けられ、全組合員に絶対的な
平等を成していない。
表 2、遭難者救済と遭難及び病死者遺族に対する吊慰金37

1918年度

年度

金額
日本人 金15圓

遭難者救済
中国人

遭難及び病死
者遺族に対す
る吊慰

人数

1920年度

金額

人数

理由

金額

人数

金30圓

1

漁船破損

1 金15圓

1

漁船破損

金5圓

1

漁具流失 金15圓 2

銀5圓

3

漁具流失 なし

なし

金30圓 2

銀10圓

4

銀4圓

5

漁具流失 なし

なし

銀5圓

2 銀3圓

2

漁具流失 なし

なし

銀3圓

1 銀2圓

2

漁具流失 なし

なし

10 金5圓

11

病死

15

遭難死

日本人 金20圓
銀20圓
中国人

1919年度

銀10圓

2
2

銀10圓
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金20圓 1
金15圓 6
なし

なし

なし

なし

青島漁業組合の研究に関して、張爽さんは青島の水産業がすべて青島漁業組合に管理・支
配されたため、青島の中国人漁民だけに各種重税が課されて、日本人の機械漁船に対抗でき
ず、漁獲量と収入が日本人より低く、中国人漁業を阻害したと結論を下した38。しかし、上
記の研究によれば、青島漁業組合は日本人に対して、各種補助を行い青島において漁業をサ
ポートしたと同時に、中国人にも漁法を伝授すると同時に、補助金を給付し鱶延縄漁業と鯛
延漁業の発展を助長した。また、組合は堀井を開鑿し、淡水を無料供給するのも実施した。
魚市場の経営に関して、中国人の調査報告に「日本が青島を占領して以来、魚市場の立ち上
げと共同販売の実施が急務であった。その結果、魚市場を安定させるだけでなく、信用を維
持し、販売を拡大し、漁獲物の販売を促進した」39と明確に記しており、つまり魚市場の信
用性の高い経営方式を肯定的に評価した。

3、渤海湾における機械漁業
渤海湾の海棚は 22800 平方海里で、比較的広大な面積を有する。そこに生息している魚類
はグチ、蝦、鱸、鰆、鰈、蟹、赤貝、太刀魚など、数量にも比較的に恵まれている40。渤海
海域に属する煙台は昔から芝罘と呼ばれ、初め山東省福山県の一漁村で、明朝はかつて烽火
瞳望台を設けていたため、軍事要塞として設置された。煙台は三面山を負い、一面海に臨み、
芝罘半島は西北に囲み、崆峒山は港外を扼して地勢雄壮で、港の位置として極めて良好であ
る。清の咸豊年間 1860 年より商埠として開放した41。煙台は漁場に接近していて、干潮時
は漁船が港内に係留でき、港内に漁船操縦の余地があり、天候が険悪の際、多数の避難漁船
が収容でき、魚の運輸と漁船用品の供給が非常に便利であり、魚類の販路が広いなどの利点
が集積している42。
煙台及びその付近を根拠とする漁船は発動機漁船及び地方土民が営む地曳網及び延縄船
その他種の漁船もある。発動機漁船は煙台威海を根拠とするものは 1929 年 16 隻に対し、
1930 年に 38 隻に上がり、その他の漁船は養馬島などの島を根拠とする 104 隻がある。これ
らの漁船は年を通じて活動するのは発動機漁船であり、帆船漁業は毎年 12 月上旬より翌年
2 月下旬までの間、寒気風浪のため活動が鈍くなる43。
威海を根拠とする発動機漁船は 1927 年から著しく増加し、1940 年ごろ 15,6 隻に及ぶ。
これらの漁船は英中人共同経営のものと中国人単独経営のものがある。漁撈区域は普通山
東角より煙台、大連の間にあり、その漁獲物の大部分は朝鮮または上海方面に輸送される44。
以下から煙台を中心として、活動していたトロール漁業を述べていきたい。
表 3、1933 年、煙台を根拠地とする漁民漁船数量統計表45

人数

隻数

トロール漁業

1600余り

140

帆船

18000余り

3100

合計

19600余り

3240
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1937 年ごろ、山東省沿海部は住民数十万人、内漁業で生計を立てる人口は約 7、8 割を占
め、トロール漁業が盛大に行われるようになって以来、生産方面も激増している。全中国ト
ロール船は 200 余り隻で、その中山東省一省が約 7、8 割を占め、中国沿海各省の中でも、
新式漁業の最も発達している地と言える46。
トロール漁業は現代もっとも発達している漁業の一種といわれているが、小資本によっ
て、莫大な利益を獲得できる。近代の各種工船漁船、機船曳網漁業などにまで、その規模の
広大さについてトロール漁船より確実に優れているが、利益の面では、トロール漁業は他の
漁業より優れている。トロール漁業は日本の島根と茨城二県を嚆矢とし、二県の水産試験場
における試験と研究を経て、1918 年に石油機関の伝導作用を利用する網引揚の方法を発明
し、元来の網の上に天井網と漏斗網などを添加するなどの改良が行われた47。
中国におけるトロール漁業は煙台がその最初で、1930 年ごろにも煙台が最も発達してい
る。煙台の永利汽船の買弁に在職していた辛作亭は日本のトロール漁業試験の優良な成績
を見て、利権対外流出を挽回するため、1921 年に資金を集めて日本の下関に赴いて漁船 2
隻を購入した。また日本人を招聘して船長、機関士などの職務にあてて、営業が発達してい
た。それ以来、煙台の各漁業会社は次第にトロール船を購入した。1924 年当時各漁船の営
業は日に隆盛になったため、倣ってトロール漁業を経営する会社が増加した48。
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図 1、1921 年～1934 年、煙台歴年トロール中国漁船増加数統計表49

煙台に正式にトロール漁業に従事する漁業労働者は約 1700 人以上で、兼業あるいは間接
に従事者が約 1 万人以上おり、その中船長と機関長は合計約 300 余り名である。千名余り
の労働者の多くは、石島、俚島などの離島や威海と大連などの近隣地域から働きに来て、煙
台土着の漁業労働者が極めて少数である50。
煙台の漁業状況に関し、全般的に総括すれば、春季の営業は秋冬 2 季より発達し、春季の
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漁獲高は約秋冬季の 2 倍以上を示している。普通春季毎月入港する漁船の漁獲高は平均 30
万元以上で、秋冬 2 季は平均毎月約 15、6 万元である。煙台を根拠地とする 100 艘の漁船が
一年に挙げる漁獲高は約 200 万元前後である51。
表 4、煙台トロール漁場漁期表52
時期

漁場
付近地名

漁獲物
海水深度（単
位、尋）

1月

成山頭東面

40～50

鱈、ひらめ

2月

成山頭東面

40～50

鱈、ひらめ

3月

成山頭北面

30

ぐち

4月

芝罘山後

12

白魚

4 月末 5 月初

龍口付近

12～13

鯛

5 月、6 月

暑中休暇

7月

威海北面

17～18

ぐち

8月

芝罘山後

11～12

白魚

9月

X 島付近

30

雑魚

10 月

成山頭東面

40～50

雑魚

11 月

成山頭東面

40～50

雑魚

12 月

成山頭東面

40～50

雑魚

煙台各漁船の雇用船員は従来紹介主義を取り、船員・機関長・業務労働者などは相当な人
の紹介を経て、かつ適当な保証があってはじめて正式に雇用することができた。その雇用開
始時期は夏季冬季の休業時で、漁船が出漁準備にかかる前である。別に臨時の人事異動によ
り、中途で雇用するものもあるが、ただ雇用時期の不同は技術上において必ず優劣の差を生
ずる53。また、船員の怠惰を予防し、かつその努力を奨励するため賞金の方法を施行してい
る。例えば、50 馬力の漁船で 1 ヶ月の漁獲高が 2500 元に達した場合、会社から賞金 100 元
を各船員に分配し、3500 元に達した場合は 200 元、ほかはこれに準ずる。70、80 馬力の漁
船では毎月毎船の漁獲高が 3000 元に達したとき、賞金 100 元を出す。しかし、1000 元増す
毎に奨励金 100 元を加えることとした。市内の全漁船は概ねこの慣例を標準とし、多少の差
があっても大した違いがない54。以上は普通の奨励金であり、1940 年代さらに「船員株式引
受弁法」が行われている。これは漁船の主要船員例えば船長と機関士などのような、毎月俸
給の半分を支弁し、一年の総決算の後、漁船の一切の支出を除いて、純益は即ち株によって
分配するのである。即ち、船長と機関士がそれぞれ一株を引き受けるとすれば、総決算後の
純益が 1000 元になる場合はそれぞれ 100 元支給することとなる55。しかし、船長と機関士
は資格と能力の不同によって、その株式引受数の多少もそれぞれ異なる。普通は大体半株か
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ら一株半止まりである。この種の賞金方法は普通の賞金方法より優れており、船員の給料は
節約できるのみならず、かつ優良船員の勤務時間を延長することができる56。
トロール漁業は曳網による威喝作用を利用し、魚類を驚かして魚類を集合させて、さらに
船の高速航行によって、魚類を急迫しつつその逃走を防ぎ、魚類を悉く網中に群集させるも
のである。よって、漁船漁具の構造に如何と漁獲量多寡の関係と密接な関係があることであ
る。1930 年頃漁獲物は減少により、従来の 3、40 馬力の漁船は航行に不利になり、自然に
淘汰された。1932 年ごろより最近 2、3 年に新造された漁船はすべて 6、70 馬力以上のもの
であり、1 時間の航程は 8 カイリ以上に達している57。1934 年に煙台における 133 艘トロー
ル漁船の中で、トロール機械漁船の発動機は 60 馬力が 34 艘、70 馬力が 31 艘、50 馬力が
21 艘、45 馬力が 4 艘、40 馬力が 10 艘、30 馬力が 6 艘、80 馬力が 2 艘、120 馬力が 1 艘、
100 馬力が 1 艘あります。また、発動機の産地別は中国製が 4 艘、西洋製が 2 艘、日本製が
112 艘である58。煙台におけるトロール網には、大小の区別があり、大網とは二艘の発動機
で使用している漁具で、小網は他の一艘の発動機船で使用させている59。
漁業会社は漁船が不時の損失に遭遇することを予防するため、唯一の救済方法として、漁
船保険を実行し、保障することにした。従来各会社は大連の保険会社と保険に関する事項を
全面的に協議した。しかし相手方の列挙した条件があまりに厳重に過ぎたため、中止となっ
た60。
1930 年代初期ごろ、煙台には漁船用品を提供する商店がないため、煙台の各漁船が使用
している網具、燃料、網索と金属などは概ね大連から購入される61。毎月の経費総額の約三
分の二を占めている油類は漁船の最も重要な消耗品で、大連から廉価な外国輸入品を依存
する。1923 年に煙台では重油が 1 トン 98 元で、機械油が 1 桶 5.5 元に対して、大連では重
油が 1 トン 42 元、機械油が 1 桶 2.4 元であった62。大連における漁船用具の商店の中で中
国人が経営するのは 2 軒、日本人が経営するのは 3 件有する63。
表 5、最近 3 年煙台漁船購入日本品価格統計（単位、圓）64

1932年
932000

1933年
423000

1934年前半
134340

1935 年 9 月以降、物質購入は煙台に切り替えることにより、煙台に漁業用品商店がない
難関を打開した65。煙台と威海の漁業家は各々共同の利益を助長し、漁業の発展を期する目
的により 1935 年 6 月威海衛に資本金 14800 圓で華北漁業消費合作社を設立した66。事業は
漁船の保険業務、消耗品の共同購入、漁獲物に共同販売、漁業に関する研究などである。華
北漁業消費合作社の役員と監事員はすべて、煙台と威海周囲の中国人漁業者であり、1935 年
に組合員が 148 名おり、漁船が 148 隻ある。1935 年度に利益金は 7063.97 圓に達した67。
煙台の漁船の建造に関して、7,8 割は大連で製造されたものである。発動機は 9 割以上日
本より輸入され、大連に代理商店を有し漁船を建造しようとするものはこの代理店に対し
て、直接折衝することができる。そのた甲板上の鉄製器具は鉄工場に請負処理する68。60～
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80 馬力の漁船を標準とし、1933 年の物価を基づいて計算した漁船建造の所要経費は 60 馬
力が 11670 元、70 馬力が 13140 元、80 馬力が 14310 元である69。
渤海において山東省の漁業は煙台を中心地として、中国人トロール漁船漁業が発展の道
を探り続けた。1920 年代から 1930 年代にかけてトロール漁船数が増えつつあり、漁船動力
機能も進化しつつあった。また、渤海沿岸から煙台に大勢の漁業従業者が集結して漁業がつ
いに栄えてきた。従って、漁業会社は従業者に報酬を増やし、社会保険などの福祉整備にも
努力していた。しかしながら、漁船本体と肝心な発動機と漁船備品は日本製品と外国輸入品
に依存しなければならなかった。1930 年ごろ以来、大連造船者は煙台からすでに終年の造
船を引き受けて新規造船に新式発動機を据え付け、注文に応じられない状況である70。

4、渤海湾漁業に関する日中交渉
渤海は四面環陸の地中海で、湾口は大連と山東省登州によりおさえられる。渤海は莱州湾
の南端より、遼東湾の北端まで、全面積 23000 平方カイリである。渤海龍口沖において、鯛
とグチ漁業は渤海湾内の 2 大漁業であり、日本漁業界に相当注目されていたところであり、
毎年 5 月中旬より漁期に入る。日本のトロール漁船が中国漁船と渤海に漁業活動をしたた
め、両国は渤海において漁業資源の争奪戦が繰り返ることが不可避である。以下より、渤海
湾における日本の漁業進出実態、および日中間の漁業紛争について考察したい。
渤海に活動するのは関東州からの漁船と日本本土からの漁船の 2 つである。日本漁業者
の渤海の進出に関しては、日露戦争後、大連に定着した日本人漁民が魚群を追って、漸次に
沖合に出漁し、逐に黄海北部及び渤海全部に渡り、出漁するようになった71。日本から以西
底曳漁業72の中国に進出する要因は大正期に日本国内沿岸沖合漁場を主な漁場として、漁業
資源を荒廃させ沿岸漁民層を圧迫したため、1924 年 10 月に東経 130 度以西を漁場とする機
船底曳網の新規許可が停止された。しかし、同時に汽船トロールに対しては東シナ海・黄海
でのみ操業する場合には隻数制限の対象外とした73。
渤海湾の南東岸、山東省黄県附近一帯である龍口漁場に魚群が産卵するため、密集して押
し寄せてきて各種漁船が輻輳し殷賑した。1925 年 5 月に 3 隻の日本漁船が中国軍艦に拿捕
されて、日本側が 3 隻とも母船の冷凍船を捜す口実として厳重交渉した。中国側は最後に日
本漁船を釈放された。しかし、日本漁船が拿捕された事件があったにもかかわらず、機船底
曳網漁業の実況は沿岸に接近し領海近くに操業しつつある漁船もあり、日本監視船の注意
を受けて漁船を変更した漁船もある74。
1925 年中国の漁船駆逐に対して、日本は龍口での対策として、日本関東庁（現在、大連）
は鯛延縄漁業を保護し、汽船トロール漁業、機船底曳網漁業を抑止する方針から一変し、機
船底曳網漁業を奨励させ、鯛延縄漁業者を指導し機械漁業船の出漁時期に大連より中国取
締に対抗し得る機械漁業船を出漁させる75。したがって、大連の機船底曳漁船は 1925 年 9 月
に許可した隻数は 88 隻に達した。日本漁船の出漁、領海侵入、漁具損害などについて、中
国沿海官民とも輿論を沸騰させて、中国政府は 2 隻の軍艦と汽船数隻を派遣して、中国の漁
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船を保護との日本漁船の駆逐を実行した76。
1927 年 5 月渤海の漁期に入ってから、大連に在籍する中国漁船は約 250 余り隻が利津沖
に出漁していて、関東庁はそれらの漁船を保護するために巡邏船を派遣しただけではなく、
龍口に駐在する警察員と協力して、漁民を保護監督させた77。さらに、同年 5 月に、中国籍
漁船だけではなく、日本漁船 31 隻は大連と下関方面から渤海の龍口に鯛道を探りながら漁
撈していた78。山東省掖県知事は日本漁船の出漁が当該地域沿海漁民の被害が甚だしく、中
国人の生計を剥奪することになったため、重大な風潮に惹起しないように軍艦を派遣し、日
本漁船を禁止させると同時に、日本領事に厳重交渉するように中国政府に要請した。中国政
府は要請に応じて、日本公使と日本総領事に対してそれぞれ抗議を提出し、さらに渤海艦隊
を派遣した。派遣された中国海軍は 5 月 14 日に三隻の日本漁船の船長を招致し、当該海区
が中国領海であり、退去しない場合砲撃すると告げ、退去をさられせた79。
駐煙台日本領事館は外交部煙台交渉員に対して、龍口における日本漁船が「三山嶋沖（掖
県）ノ公海に於テ操業二従事スルモノニ有之ヲ以テ貴国（中国）主権ヲ侵害スルモノトハ認
メ難ク又公海ニ於ケル漁業ハ国際ノ原則トシテ自由競争ニ委スヘキ」とし、「弊国（日本）
漁船ノ漁撈ニ干渉又ハ妨害ヲ加エ事端ヲ醸スコトナキ様」に厳重に交渉した80。さらに、日
本は漁業保護と事実調査するため、関東庁より大連水上警察巡邏船を派遣し日本漁船の監
視を実行させた81。
1927 年 5 月 21 日に 1927 年の漁期において、中国外交部は日本汽船を三山嶋海面（煙台
の西側に）より立ち去らせて、衝突の発生を免れると同時に、現在の漁期に際し中国沿海に
おいて日本船の境界を越えて漁撈するものに対して一律禁止させるように取り計らうと要
求した。日本側は国際法上自由採取を許容され、なんら中国主権を侵害することがないと反
発した82。
1927 年の漁期が終わり、中国側は侵漁事件に関して、立場を明らかにし漁期中に引き続
き、抗議活動を貫いた。日本の理由としては中国人漁網を損傷し、日本人漁船の正体は判明
していないと言い訳していた。中国側は中国領海に侵漁していたことに対して、厳重注意し
た。1927 年 12 月中国外交部の王外交総長83より、5 月三山嶋の件について日本が中国に 15
万貫の損失を出し、漁網 38000 余り条を壊し、三山嶋における漁民の生計を断絶させ、中国
の領海を侵害し、国際公法を違反したと強く抗議した。さらに、王外交総長は渤海湾とは即
ち「北直隷湾ニシテ同處入口ノ一方ハ北王鎮ニシテ北緯 38 度 24 分東経 125 度 55 分二位置
シ一方ハ老鉄山ニシテ北緯 38 度 44 分東経 121 度 8.5 分二位置シ居り此の両處ヨリ線ヲ引
キ外方ニ向ヒ 3 哩迄ハ皆領海」84であると主張し、日本が明らかに三山嶋附近において漁撈
するのが実際上公海の境界を越え、中国領海境界に侵入したと初めて具体的な範囲を示し
た。しかし、日本公使館から渤海湾が「湾口 10 カイリヲ越ユルノミナラズ未タ曾テ列国ニ
於テ渤海湾ナリト承認シタル事実ヲ聞カス右ヲ以テスルモ渤海湾カ中国領海ニ非サルハ事
理極メテ明白ナル次第85」であると反論しただけではなく、「中国側ニ於テ今後不祥事ノ発
生ヲ未然ニ防止センカ為一層慎重ノ注意を拂ヒ公海ニ於ケル日本漁船ノ漁撈ニ干渉又ハ妨
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害ヲ加へ事端ヲ醸スコト無キ様地方官憲ニ厳訓」するとかえって中国に強く漁業活動を妨
害しないように外交上に一貫して強硬な態度を取った86。
中国側は日本の侵漁活動と強硬な外交態度を対抗するために、東北渤海連合艦隊司令の
ちの青島市市長の沈鴻烈87は 1928 年 3 月初め、渤海の漁業代表を招集して、漁業会議を開
き、会議の主題は「①、毎年日本人ノ手二入ル漁獲量及価格ノ調査、②、日本人出漁防止ノ
手段、③、中国漁民保護ノ方法、④、漁撈税問題」などの議題を討論し、日本漁船に対抗す
るため海軍力によって積極的に取締する方針を固めた88。また、同年 3 月 20 日に海軍司令
部に沈司令は山東東部沿岸各県よりの漁民代表 40 名を参集開会させ、
「①魚類の出産地、種
類、数量、②漁撈時期及地点、③漁船ノ種類及隻数、④漁業会社ノ有無並所有船舶及隻数、
⑤漁船ノ標識及外国船トノ区別、⑥漁撈方法及漁具ノ種類、⑦魚類ノ販路及其総額、⑧外国
人ノ漁撈時期、地点、船舶ノ種類及隻数並二数量、⑨外国人ノ漁業侵害ニ関スル近状及被害
状況ト交渉未解決案件、⑩匪賊ノ跳梁二依ル漁業ノ被害時期地点及其巣窟、⑪漁民ノ納税状
況、⑫漁業団体、学校、公会ノ有無等」について調査を命じた89。3 月 29 日、漁業会議を再
開し、主に海軍側の保護方法を討論し、
「山東沿海一帯を 4 区ニ分カレ、各区の漁期中軍艦
ヲ 2 隻マタハ 3 隻ヲ派遣スル、軍艦ノ停留地二関スル場所、各区漁場ノ治安維持二努メ外
国漁船ノ領海侵入ヲ阻止シ特に発動機汽船ノ網場荒ラシヲ取締ルコト、海上二於て強制的
二漁獲物買収ヲ禁止スルコト」と 4 つの結果を出した90。同年 4 月に頒布した「海軍総司令
公署布告」に漁業標識を統一方法について詳らかに規定した。
1928 年 2 月日本側は中国漁業会議に対抗するため、日本海軍側と協力し臨機保護につと
むべきと、農林省監視船をるべく派遣するよう要請した91。日本発動機漁船は 1928 年 156 隻
から、1929 年 100 隻までに減った。日本漁船数が減少するに反し、中国発動機漁船は 1928
年 32 隻、1929 年 68 隻に躍進した92。
しかし、1930 年の漁期にも日本漁船により侵漁事件が相次いで発生した。日本は侵漁が
事実無根と訴えるが、一方、青島駐在した海軍東北司令部より中国は領海 12 カイリ説を提
出するにより、渤海湾が中国領海となるため、日本漁船を撤退させようと屡々交渉した。中
国側はさらなる対抗措置を講じていた。1931 年 5 月に中国政府は中国領海界線範囲を 12 カ
イリに正式に決定した93。日本側は 12 カイリを決定させた理由として大砲射程の増進によ
り、12 カイリとして過大とならず、12 カイリとすれば渤海湾が領海となると認識している
94

。よって、1931 年龍口漁業が凋落してその理由として、日本内地における一般魚価が低落、

龍口鯛の氷詰輸送による不調、大連における日本内地漁船による漁獲物の州内水揚制限、中
国側の百トン未満漁船の出入禁止と領海 12 カイリ説などの影響などが挙げられる95。
1932 年に入り、渤海湾漁業凋落の危機に対して、日本側はと渤海湾漁業の振興は「満州
二於ケル生命線」の一端と位置を定めて、「国防上ノ大策」として重要性を認識して、渤海
漁業の保護を海軍に請願した96。
日本漁船が渤海だけではなく江蘇、浙江、福建、広東を含め、沿海 7 省にも侵入したこと
が続いていた。中国外交部と中国地方政府と中国海軍は力合わせて、日本の侵漁を対抗して
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渤海湾において厳重交渉から軍力使用までの対応が見られた。
表 6、日本による渤海漁業侵犯に対する中国側の対応97

場所

時間

龍口

状態

理由

結果

1925年5月8日

取押1隻 侵漁

釈放

龍口

1925年5月8日

取押2隻 侵漁

釈放

龍口

1927年5月

拿捕2隻 侵漁

不明

領海侵
入、漁
龍口

1927年5月8日

拿捕2隻 網破壊 釈放

龍口

1927年5月16日 拿捕1隻 侵漁

釈放

船長など
龍口

1931年7月22日

龍口

1932年6月3日

3名差押
発砲

侵漁

釈放

侵漁

陳謝、賠償

５、終わりに
一般漁港と称するものとは、在来の地理的、経済的条件の一致する漁船の集合、漁獲物の
陸揚げ、販売などに便宜を有する場所を指すものとして、山東省の青島と煙台は経済規模の
大きさ、交通の利便性、漁港の自然条件などにおいて、非常に優れていると言える。従って、
1910 年代から 1940 年代まで続いて、日本の漁業者が渤海と黄海に集結して、動力船を用い
た近代的漁業を長く行われていた。
1914 年から 1922 年までの間に、日本は漁業の管理を青島漁業組合に委託して、日中両国
の漁業者をすべて強制的に組合に入会させて、青島膠州湾から連雲港まで黄海の漁業権を
掌握した。占領期において青島漁業組合が魚市場の経営を行って以来、鮮魚の取扱は公平か
つ迅速に処理するようになって、また、日本人漁業者は容易に青島を本拠地にして、迅速か
つ大規模に日本近海に制限された機船底曳漁業を展開させようとした。青島漁業組合は各
種漁業に奨励補助制度を設けて、青島漁業を育成しながら、中国人漁業者に鱶釣漁業を伝授
した。中国人漁業者は自発的に日本人の鯛延漁業に倣って、事業を自立するようになった。
さらに、水産物の製造業と養殖業をも興って、販路の拡大につとめた。一方で、中国人漁業
者を中心として活動していた渤海湾では、トロール漁業が発達していて、中国人漁業者は経
営方式を模索しながら事業を拡大させていた。1930 年代初期に、漁獲量が増え、漁獲種類
が多様になってきた。しかし煙台における中国人トロール漁船の船体の製造と漁船の核心
的部分である発動機が日本製に依存していることと、油類の供給が大連に仰ぐことなどが
煙台トロール漁業の発展を大きく制限されていた。
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つまり、渤海と黄海の漁業は青島と煙台に拠点として、日本と中国の漁業者により機械漁
業や養殖業や製造業などの業界において漁業の近代化を進めていたと言える。特に中国に
おいて中国人機械漁業の経営は煙台のみである。また、青島漁業組合の魚市場の経営管理に
関して信用性が高いと評価されていた。
1930 年代初期までは下関から来航した漁船が渤海湾を侵蝕し、中国漁民との間に紛擾を
もたらし、日中官憲間に交渉事項を醸すことも多かった。交渉の中心課題は渤海が中国の領
海かどうかおよび中国領海境界範囲の 2 つである。中国側は官民一体になって、日本漁船の
侵漁に対抗して、明確に領海境界線を決めて、軍艦を派遣して渤海漁業資源を保護・管理し
た。その結果、1929 から 1933 年までの間、日本船による侵漁件数が減少した。従って、上
記の研究により中国は官と民とともに海洋権益意識が高まるにつれて、自国水産業と水産
資源を保護するために渤海湾において、中国は外交・軍事・法律など手段を使って日本の侵
漁を有効的に阻止して、中国の漁業資源と漁民の財産を保護できたと言える。
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【論文】
壺蘆島における近代的港湾の建設計画
井上 敏孝

1

はじめに
2018 年 3 月に放映された NHK のドラマ『どこにもない国』において、壺蘆島を舞台と

した日本人の送還事業について放映されるなど、日本の敗戦時に満州からの日本人が送還
された地として、同地の存在は、一時期注目を浴びることとなった1。
しかしながら、戦前の壺蘆島では満州国における一大貿易港となるべく、満鉄が主導する
形で大規模な近代的港湾の建設が計画され、その工事の一部が行われていたことは、あまり
知られていないのではなかろうか。
これまでの研究では満鉄が港湾建設に携わった大連港、清津港・雄基港・羅津港の北鮮 3
港、さらには大東港に関する研究は見ることができる。大連港に関するものは、風間秀人｢満
州国期における満鉄の港湾｣2及び宋芳芳「「日満支」ブロック下の大連港」3、小澤榮『小樽
と大連の港づくりに尽くした技師内田富吉 関わりのあった先輩技師たち』4や井上敏孝「台
湾航路開設による大連港貿易の変化について」5、北鮮 3 港に関しては、風間秀人｢満州国期
における満鉄の港湾｣に加えて、1930 年代以降の北鮮 3 港の建設状況や役割について明ら
かにしたものとして、井村哲郎「満鉄の北鮮港湾建設と経営」6がある。そして大東港に関
しては、越沢明「大東港の計画と建設 (1937～1945 年)」7の研究がある。
しかしながら、いずれの研究でも、満鉄が計画し、工事を実施した壺蘆島における近代港
建設に関する記述は概要の域を出ていないといえる。
唯一、壺蘆島における港湾建設に関する研究としては、劉灿「近代葫芦岛筑港活动及意义
（1908-1931）
」
『遼寧大学修士論文』
、2018 年8や上述の風間秀人「満州国期における満鉄の
港湾」を挙げることができる。前者の研究では張学良政権時代までの同港における築港事業
について、後者の同研究では満鉄によって建設された港湾の位置づけや港勢の変化につい
て詳細に分析がなされている。そのため本稿で着目する壺蘆島の築港工事についても工事
に至る経緯や工事概要について分析が加えられている。
しかしながらいずれの研究においても、同港における港湾開発の端緒となった計画を、中
華民国時代にあったと述べているが、実際には清朝時代に、すでにその端緒と呼べる計画が
立案され、一部の工事が実施されていた。したがって同計画の詳細や歴史的経緯について、
同研究では全く触れられていない。なおかつ中華民国時代に立てられた工事計画の特徴や
課題等についても明らかにされていない部分が少なくない。さらには満州事変以降、同港は
満州国における軍港として、満州国海防艦隊あるいは海辺警察隊の根拠地とすることが計
画されていたが、軍港としての位置づけを得ていた点や関連する設備整備や工事計画等に
ついても触れられていない。
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以上のことから本稿では戦前
の壺蘆島で進められた近代港湾

⑧

建設が進められた歴史的経緯と
同計画及び実際の工事の詳細に

⑦

ついて、先行研究の成果と課題を
踏まえつつ、著者が新たに発掘し
た史料等を組み合わせることで、

⑤

④

実証的に明らかにすることを試
みる。
⑥
①
2

壺蘆島の沿革
壺蘆島は中国東北部、渤海湾の

北岸に位置し、連山湾に臨む半島

②
③

である。渤海湾をはさんだ対岸に
は営口港があった。壺蘆島という

図 1 満州及朝鮮交通図

呼び名は、同地がひょうたん型の

出所)『満州国経済交通図』より転載したもの。

半島の形をしていたことに由来

注)図中①②③④⑤⑥⑦⑧はそれぞれ、壺蘆島・山海

するからともされる9 。中華民国

関・大連港・吉林・長春(新京)・奉天・ハルビン・チチ

時代には奉天省の管轄に置かれ、

ハルを指す。

満州国下では錦州省に含まれる
こととなった。壺蘆島の位置等については図 1 を参照されたい。
同地周辺には万里の長城の一部である九門口長城があり、山海関にも近い場所であるこ
とから、古くから古戦場となった土地であった。そして、明末には明の武将であった袁崇煥
と後金の創始者であるヌルハチが戦った場所でもあり、明に対して勝利を重ねていた後金
が、同地の戦いで敗れたことで、ヌルハチは一時撤退を余儀なくされることとなった10。
さらに海に面した海岸一帯は古くから景勝地としても名高い場所であり、中華民国時代
から夏場には避暑に訪れる観光客でにぎわっていた11。
同地が港湾としての価値を見出され、本格的な港湾開発がなされるようになったのは、清
朝末期である。渤海湾の湾奥にあることで、壺蘆島には波に削られた急峻な岩山が聳え立っ
ていたものの、同地の水深は 7.5～9m と深く、大型の船舶が出入港可能であった。なおか
つ冬季に結氷の恐れがないことから、築港工事を行うことで、良港となる条件が揃った場所
であった。そのため、中華民国期、さらには満州国時代になってからも、近代的な港湾とし
ての築港工事が相次いで計画され、実際の工事が行われることとなった12。
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3

壺蘆島における港湾開発
本章では満鉄による壺蘆島築港計画以前に、同港で計画・実施された築港工事の詳細と歴

史的経緯について考察を試みる。具体的には清朝時代、さらには中華民国時代の各時代にお
ける同港を巡る港湾開発に関する動きとその背景について明らかにする。
(1)清末期の築港
同地における港湾建設の端緒となったのは清末の 1910 年に作成された計画であった。当
時の東三省総督であった徐世昌が天津からイギリス人技師ヒューズを招聘して、同技師が
遼西地方一帯を視察した結果、同地の港湾としての価値を認め、理想的な港湾の建設を計画
したことに始まる13。
表 1 壺蘆島を巡る築港計画の概要一覧
清朝時代
1913 年

1916 年

国民政府時代

1919 年

満州国時代

1927 年

1929 年

1936 年

1937 年

80 万

1,500 万

640 万ドル

2,000 万円

3,000 万円

ポンド

ポンド

工事期間

5年

未定

5 年 6 か月

3年

5年

防波堤

全

約 1,500m

350m

岸壁

1,500m

埠頭突堤

1,860m

幅 30m

450m

西港

約 1,110m

船溜防波堤

3,195m

護岸堤

260m

東港

計画開始

1910 年

北京政府時代

年
工費

長

繋船埠頭

繋船規模

1 万トン
級3隻

具
体
化
せ
ず

具
体
化
せ
ず

具
体
化
せ
ず

930m

約 2,370m
5,000 ト ン

3,000

級 13～14 隻

4,000 トン

～

級 7・8 隻
1 箇年

300 万

吞吐能力

トン

150 万トン

200 万トン

9－7m

9m

水深

400 万トン

その他施

倉庫・市

倉庫等陸上

艦艇用補給

設

街地・危

諸施設・貯

設備

険物物揚

炭場

場
出所)東亜調査会『南北支那及満州視察報告』
、1930 年及び朝日新聞社政治経済部『朝日政治経済朝
日政治経済叢書』
、1931 年等から著者が作成したもの。
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ここで、壺蘆島において築港に向けた動きが起こったのは日露戦争に勝利した日本がポ
ーツマス条約により、長春以南の東支鉄道及び大連港の経営を担うことになったことが背
景にあった。具体的には大連港の発展に伴い既存の物流網が大連港中心に転換したことが
挙げられる。そうしたことから徐世昌は大連港に匹敵する不凍港を新たに築き、同港を起点
とする鉄道を敷設することで、日本の満蒙政策に対抗する計画を立てることとなった14。こ
うしてヒューズ技師の設計に基づいて翌年には 80 万ポンドの予算を以て 5 か年計画で築港
が行われることとなり、実際に起工式が行われていた。
ここで計画された工事は壺蘆島南海の西門山下及び半拉山の突角を利用して築堤を建設
し、その先端から陸岸に並行する防波堤兼埠頭を築造することで、大型船舶の繋留を可能と
すること。また海岸付近には船舶の碇泊地を設けることで、内港に汽船 40 隻を繋留可能と
することが計画された。港口には干潮面下約 9m の水深を維持するための浚渫を広範囲に
わたって行うとともに、南海の湾形部及び北海の小湾形部は埋立、倉庫敷地・線路用敷地・
市街地を建設することとした。また京奉鉄道連山駅から支線を敷設し、水陸連絡を図ること
が目指されていた。そして連山―壺蘆島間の鉄道及び防波堤の築造に着手された15。同計画
の詳細及び計画された各施設設備の位置等については、それぞれ表 1 と図 2 を参照された
い。
こうして壺蘆島における近代港建設の嚆矢となった同計画であったが、工事開始まもな
い 1910 年におこった武昌蜂起によって工事は中止となった16。
実際、中止となるまでに行われた工事としては連山―壺蘆島間の鉄道の一部と防波堤及び
埠頭弁公処及び車庫等の建築に留まっていた。
(2)北京政府時代の築港
1911 年の辛亥革命により 1912 年に中華民国が南京で成立し、その後実権を握った袁世
凱によって首都を北京に移したことで始まった北京政府時代、1913 年には 1910 年以降停
止していた工事が再び着工されるものの、資金不足によって再度中止されることとなる。
そして 1916 年には鉄路公司総弁陳應南が資本金 2,000 万元を以て連峰鉄路商埠有限公司
を設立し、周辺の炭鉱から同港を繋ぐ鉄道を敷設するとともに、壺蘆島を修築し、埠頭及び
倉庫等を経営することで、錦西石炭の輸出を目的として奉天督軍当局に向けて同港の築港
を請願し、同工事を継続することを試みるものの、当局より民営としては許可できないと却
下されたことで、同工事も具体化されることはなかった17。
その後、1919 年には北京交通部と遼寧地方当局との協議により、同港における築港工事
のための費用を歳出することが決定し、翌年には同港における工事の準備が行われたもの
の、同年に起こった安直戦争により、再び工事は中断を余儀なくされた18。
さらに 1922 年には北京政府の実権を握った直隷派政権により、それまでの交通部が計画
していたものは全て取り消しされ、新たに同港の築港工事を外国に開放し、日本・フランス・
オランダ・イギリス・ドイツの各国に工事の請負を要請するという方針を採用した。そこで、
各国は入札を行ったものの、第一次奉直戦争が勃発したことで、開札の時期が延期されたま
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ま、同工事も頓挫することとなった19。
それ以降７年余りにわたって同港築港工事は停滞することとなり、この間に、清朝時代に
ヒューズ技師の設計によって工事が進められ、建設されていた岸壁その他の鉄道等の設備
は損壊し、埠頭弁公処を始めとした家屋等は海軍兵学校及び無線電信所等として利用され
るようになっていた20。
(3)国民政府時代の張学良による港湾建設
1927 年に南京政府が成立したことで、中国奥地の貨物を自国の鉄道で輸送し、海港から
搬出するために、京奉線を完全に掌握し、同鉄道の利益を以て壺蘆島築港工事を実現しよう
とする動きが見られるようになった。そして国民政府鉄道部長の孫科によってその第 1 期
計画予算として 1,500 万ポンドを必要とする旨が発表された21。
その一方で遼寧省当局では、1929 年に工費 640 万ドル(2,400 万元）
、1 箇年吞吐能力 300
万トンを目標とする築港計画が立案されていた。そして同年末から、翌年にかけて、イギリ
ス・フランス銀行団あるいはアメリカのシティバンクからの借款説も流布されるようにな
った22。こうした中、同年 1 月に遼寧省の当局者とオランダ築港会社との間で工事の契約が
結ばれたことで、同計画は実現に向かうこととなった。
具体的には天津において北寧鉄路局長高紀毅とオランダの築港会社ハーバーウォークス
社の駐華代表ローバート・ド・ヴォスとの間で、640 万ドルの予算で 5 年 6 カ月の継続事業
として壺蘆島築港工事請負契約が成立した。
請負契約の概要は大きく次の 6 点にまとめることができる23。
①工費総額 640 万ドルは北寧鉄路局の収入中から毎月 95,000 元ずつ返済する。
②オランダ築港会社は全ての工事を請け負い、工事期間は 5 箇年半で 1935 年 10 月 15 日
までに竣工する。
③工事予定より遅れる場合は、遅滞金として会社は 1 日 1,000 ドルの割合で賠償する。
④契約調印後、鉄路局は 100 万元を準備金として双方協定の銀行に預金し、また会社は 50
万元を保証金として「支那」側指定の銀行に供託する。
⑤工事完成後は築港は「支那」の所有に帰すること。また契約期間内においても、鉄路局は
完成の部分を商業上の目的に使用することが可能となること。
⑥会社は「支那」の法律及び規則に準拠し、契約に関して争議を生じた場合あるいは計画に
変更を生じた場合は、双方の代表の商議により決定すること。
同工事が完成した際には港内に 5,000 トン級の船舶 13～14 隻が同時に碇泊可能となり、
1 年間で 150 万トンの荷役が可能となる予定であった。加えて図 2 中の埋立地に約 3.9km
四方の新市街を建設することが目指された24。
しかしながら上述した通り壺蘆島の海岸付近には岩山が聳え立っており、平地が少ない
ため、市街地を形成するには岩山をダイナマイト等で破壊することが不可欠であり、工事の
難航が予想された。なおかつ同港には港湾荷役の際に欠かすことができない良水がなかっ
た。そのため水道の敷設等必要な施設設備の建設が必要であったものの、同計画には含まれ
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ていなかった。そして冬季でも凍らない同港であったものの、同工事において同港を覆う大
規模な防波堤が建設されることで、海水の流れが変わり、港内が結氷する恐れがあるなど同
計画を巡っては問題も少なくなかった25。こうした点は同港の計画立案において事前の調査
不足に起因するものと考えられる。そのためオランダ商社による同港の築港計画は、同港の
地理的条件等に合致したものではなかったといえよう。
さらに以上の請負契約の中で注目できる点は、損害賠償に関する規定が詳細になされて
いることである。具体的には同契約には、工事費の捻出先や方法、さらには契約を巡って係
争した場合に備えた規定が盛り込まれていた。
こうした点は、オランダの築港会社が、契約締結の段階で、
「支那」側の支払い能力に対
して疑問視していたためと見ることもできよう。そして、このことは実際に工事が始まった
当初から問題となり、同規定は再度注目を集めることとなった。この点については次章で詳
細に考察を試みたい。
ちなみに同築港計画が当初の予想に反して、借款ではなく、北寧鉄道の利益から捻出する
形式を採った背景には、当時の「支那」側の外貨排斥の気運や日本の反対を避ける等の思惑
があったとされた26。
また北寧鉄道に対して借款を有するイギリスは、同鉄道の収入を築港工事の建設費に充
てることは、借款契約に違反するとして、駐支公使を通して抗議したものの、南京政府側は
取り合わず、イギリス側の反発を招くことにもなった27。
さらに以上のような一連の「支那」側の動きは、オランダ築港会社の背景に、欧米、特に
アメリカのシティバンク等の資本団の存在を指摘する疑惑を日本の内外に抱かせることと
にもなった28。

4

張学良による築港工事の具体化と影響

(1)工事開始
1930 年 7 月に壺蘆島において張学良も出席した盛大な起工式が行われ、その後、昼夜兼
行で工事が進行することになった29。こうした点は、張学良らが、如何に同港の港湾建設を
重要視し、その実現に力を入れていたかをうかがうことができる。
実際の工事に携わったのは外国人技師・技手・測量士の 23 名、その内訳はドイツ人 3 名、
ロシア人 2 名、そのほかはオランダ人が占めていた。そして工事に天津周辺から集められ
た 1,600～1,800 人の苦力が従事することとなった。また工事に関する建物として、半拉山
北側の埋立地に機械工廠・発電所・材料庫、山復には築港事務所・医院・作業員宿舎を建設
した。また航警学校の西南には第 1 市場が開設されるとともに付近には電報局や郵便局、
大孤山附近には第 2 市場が開設され付近にはくりー用の共同宿舎等が新設されていた。こ
うして、それまで「遼西ノ一寒村」に過ぎなかった壺蘆島は、各種建物が新設され、2,000
人余りを動員した築港工事が開始されたころで、様相が一変した30。
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工事開始 5 カ月が経った時点では、海岸埋立のための砕石作業が半拉山で実施され、同
地の爆破作業で得られた破岩が、海岸埋立に使用されていた。そして同時点において同地南
側の一部については埋立てが完了していた。工事開始後に実施された調査の結果、柳條溝に
湧水泉が発見されたことで、同地において水道の設置が実現していた31。
以上のことから工事計画段階で懸念されていた①市街地建設のための破砕作業と②水源
の確保に関する問題は、実際の工事が進む中で①は砕石作業が工事開始間もない時期に着
手され、一部の工事が円滑に進んでいたとともに②についても工事開始後の調査で水源が
発見されたことで同港を巡る当初の課題は解決していた。
しかしながら不凍港として、港湾としての価値が見出されていた同地であったものの、冬
季における野外作業は困難な状態であったことから、同期間は作業を打ち切り一旦工員は
解散し、冬の凍結期間の同工事は「冬眠状態」となった32。
以上のような冬季の工事が中断を余儀なくされるという事態は、計画立案で想定されて
いなかった点であったことから、5 箇年半での工事完了は、工事開始当初の段階から危ぶま
れる事態となった。こうした点は、計画立案の段階での調査不足が招いたものであったと指
摘することができる。
(2)満鉄包囲網政策の一環としての壺蘆島港建設
同港における築港計画は、単なる港湾建設に留まらず満鉄の鉄道経営さらには日本の満
蒙政策にとって重大な関心事であった。
満州における「支那」側の鉄道敷設熱は同国の「國権回収思想」と相俟って、満蒙鉄道網
計画として具体化されるに至った33。
当時において満鉄による鉄道経営の特色は大陸奥地の生産物を海港に輸送することを主
要な使命としていたことにあった34。そのため、単に満鉄を包囲する鉄道網が中国側によっ
て建設されたとしても、
「良き終端港」を有しない場合は、満蒙地域の幹線鉄道としての役
割を果たしたことにはならず、結局「満鉄の培養線」として大連港に於ける貨物取扱量の拡
大につながるとして楽観視する向きもあった35。
しかしながら上記、満蒙鉄道計画とともに、その終端港として壺蘆島港の築港実現がを目
指されたことで、中国側の一連の動きは、満鉄、さらには日本側にとって重要な問題として
認識されるようになった。1928 年に東北交通員会が作成した満蒙鉄道網計画では、満鉄の
鉄道網が包囲されるとともに、特に同計画中、①通遼―洮南間、②通遼―開通―扶餘―ハルビ
ン間、③吉林―五常―ハルビン間等が開通し、満鉄側の鉄道を覆う形で、
「支那」側の満鉄包
囲鉄道網が完成されるとともに、同鉄道網の終端港となる壺蘆島築港が竣工した暁には満
鉄に与える物質的・精神的打撃は計り知れないものがあるとされた36。具体的には、それま
で満鉄と大連港で一手に取り扱っていた貨物が「支那」側鉄道と壺蘆島港によって取って変
わられるとして、満鉄及び日本の満蒙政策の一大脅威となるとして重大な問題を抱えるに
至った37。
さらに満鉄にとって同鉄道網が満鉄側の脅威に当たる最大の要因は満州奥地との距離が
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満鉄が利用している大連港に対して壺蘆島港の方が圧倒的に近距離にあることであった。
満州奥地の主要都市から壺蘆島・大連までの距離を示すと表 2 の通りであった。
表 2 満州各地から壺蘆島・大連間の距離
地名
吉林

長春

奉天

ハルビン

チチハル

港名

距離

壺蘆島

732km

大連

830km

壺蘆島

860km

大連

705km

壺蘆島

298km

大連

399km

壺蘆島

1,004km

大連

724km

壺蘆島

903km

大連

1,270km

出所)河瀬蘇北『新満蒙論』第一出版社、1931 年から著者が作成したもの。

同表の通り各地から壺蘆島及び大連までの距離を比較すると長春及びハルビンまでの距
離は大連の方が短距離になるものの、「支那」鉄道と満鉄との競争上、重大な関係を有する
吉林・奉天からの距離は、それぞれ、98km・101km の差を生じており、なおかつ北満地域
の貨物争奪上、重大視されていたチチハルからの距離が 367km と離れている点は、満鉄に
とってハルビンを中心とする貨物の争奪に致命的な欠点を有するとされた。各地の位置に
ついては図 1 を参照されたい。
(3)工費の不払い問題
先述した通りオランダ築港会社によって開始された同港築港工事であったが、1930 年の
工事開始当初から北寧鉄路局とオランダの築港会社との間では工事の請負契約に関する紛
争が生じていた。係争の原因は中国側の請負工事費の不払いをはじめとした相次ぐ契約違
反が重なったためとされる。具体的には①契約上監督機関であった北寧鉄路局の職務怠慢
により工事費の不払いに加えて②工事で使用する材料及び資材等の使用に関して契約に反
して当局が過度な制限を加えることによる工事行程の遅延等があった38。
そこで、会社側は今後引き続き工事を継続する場合は、まず 1 か月分の工事費の即時支
払いを求め、あるいは契約条項に基づいて工事を中止し契約を破棄するか否かを回答する
よう中国側に求めるに至った。これに対して北寧鉄路局側は工事遅延の原因は会社側にあ
るとして、会社側の責任を追及する形で反発し、その後も両者間で応酬が行われていたが、
翌年には同問題が表面化することとなった。表面化するきっかけとなったのが、北寧鉄路局
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長の彭済群が同問題に関する文章を東三省の公報に発したためであった。同文の概要は①
オランダの会社が契約を顧みず、利己的な観点から故意に工事を遅延するとともに材料を
専ら簡略化している。②労働者を虐待し、工事でけが等をした労働者に対して何等治療や救
済措置を取らない。③これらの点に関して数回改善を促したものの、全く効果がない。とい
う非常に衝動的な内容であった。こうした内容を発表した意図は、世論を背景に会社側を牽
制し、係争問題を有利に導くとともに、築港工事の請負金額の低減等を計るという狙いがあ
ったとされる39。
しかしながら 1931 年 9 月に満州事変が起こったことにより、オランダ築港会社と中国側
との問題は解決を見ぬまま、築港工事も、中断することとなった。

5

満鉄による近代港建設
上述した通り満州事変により建設途中となっていた壺蘆島港は満州国の建国と共にその

管理下に置かれることとなった。
そして満州国は同港の工事再開の有無を検討した結果、1932 年 11 月に、工事を担当し
ていたオランダの築港会社に契約解除に伴う賠償金等約 100 万ドルを支払うことで同港と、
その付帯設備一切を入手、同港を満州国の国有とした40。その翌年に、満州国が国有鉄道の
経営権を満鉄に委託し、満鉄に新設された鉄路総局に移管されることとなった。これにより
満鉄鉄路総局では 1934 年から既存の施設を利用して仮営業を開始した。これと並行して満
鉄では経済調査会内に壺蘆島対策委員会を設置し、同委員会で壺蘆島港における築港工事
継続の可否について審議した結果、同港の築港工事は継続することで結論が出された。その
結果を受けて、満鉄では同委員会に代わって、新たに同港築港計画の立案を担う同港築港委
員会を設置し、1936 年には同委員会による計画が具体化することとなった。作成された計
画の概要は表 1 の通りであった。同計画は経費 2,000 万円の 3 ヶ年継続工事とされた。同
計画に基づいて実際の工事が同年 5 月から開始されている。そして 50 万円の予算が追加さ
れ、施設の改修が行われ、同年 10 月からは満鉄埠頭として正式に営業を開始41、翌年には
貿易港として開港することとなった42。大連港と並行する形で壺蘆島港での築港工事の継続
が決定された背景には、両港の役割について棲み分けを図るという関東軍側の意向が影響
していたためと考えられる。具体的には大連港は国際貿易港として、壺蘆島港は軍民共用港
としての役割を付与することが目指されていた。実際、同港を海軍の拠点港するべく計画が
立案されていた点については次章で詳述したい。
ただし、壺蘆島築港委員会が、1936 年に 1 箇年荷役能力を 200 万トンと設定して作成し
た築港計画に対して、その翌年には関東軍から 1 箇年あたりの荷役能力の大幅な拡張を目
指すことが要請されることとなった。こうした関東軍の指示を受け、当初の計画は一部修正
され、新たに作成された計画では 1 箇年荷役能力は 400 万トンの当初の倍となり、工期は
2 年延長され 5 箇年となった43。
この関東軍が同港荷役能力の大幅な拡張を求めた背景には、
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同港の背後地にあった阜新炭鉱等の開発が進み、石炭の産出量が拡大することで、同港を通
じて年間 300 万トン程度の対日輸出が可能になるとの予想を根拠にしていたとされる44。
同炭鉱は 1914 年に日本が採掘権を獲得し 2 年後に満鉄が経営することとなった炭鉱で
1935 年のボーリング調査では、当時満州最大で 8 億トンの埋蔵量を誇るとされた撫順炭鉱
を大幅に上回る 22 億トンを有していることが判明していた。そのため同地においては増産
に向けた施設の拡張が図られていた45。
ただし、同工事では「經濟的且可及的急速ニ營業ヲ可能ナラシムル」という方針が重視さ
れており、
「經濟的且可及的急速ニ」という方針は、同工事計画の各所に見ることができた
46。具体的には埠頭営業所及び詰所等の施設については、営業上必要最小限の規模で建設す

ることとされ、なおかつ工事用の船舶機器についても、工事に当たる作業船については、大
連港及び羅津港の築港工事で使用されていたものを融通して、壺蘆島港築港工事に使用す
ることで、新規購入を抑制するという策が採られていた。
以上の方針のもとで、実際の工事は、まず防波堤の基礎工事等から着手され47、開始 3 年
目となる 1938 年には第 2・3 両埠頭の基礎工事が完了するとともに、開港当初 65,000 トン
ほどであった荷役能力は 20 万トンに到達していた48。
その後 1937 年から開始された満州産業開発五カ年計画の進展や満州事変以後の「對北支
關係緊密化」等により鉄路総局では計画のさらなる拡充を行った。同計画は費用 3,000 万円
で、荷役能力を 400 万トンまで引き上げるという内容で、1939 年中に第 3 埠頭の使用を開
始することで、同年の荷役能力を 100 万トンに到達すること。そのために 1936 年の築港計
画で整備が目指されていた西港に加えて、東港の整備も同時に実施するが計画に盛り込ま
①
③

②

④

⑤

図 2 壺蘆島港築港計画図
出所) JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C05035225000、公文備考 昭和１１年 Ｊ
警戒計画 卷１４(防衛省防衛研究所)から著者が作成したもの。
注)図中①②③④⑤はそれぞれ、清朝時代の市街地建設予定地・壺蘆島ホテル・西港・
艦艇用の燃料タンク・西港及び東港等の建設予定地を指す。
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れることとなった。当初の計画では
東港については「近キ將來ニ於テ完
成セシムル必要ヲ豫想シ得ラル」と
されながらも「相當遠キ將來ニ屬ス
ベク」として同港の港勢拡張の際に、
工事実施することが明記されてい
たものの、新たな計画では西港の整
備と併せて実施することとして、東
港に 4 つの埠頭を追加建造し、西港
図 3 壺蘆島ホテルの客室から見た築港工事風景

及び東港合わせて 6 つの埠頭とする
ことで、計画完了年の 1940 年中に

400 万トンの荷役能力を実現することが目指されることとなった49。各施設の位置等につい
ては図 2 を参照されたい。
ちなみに 1934 年には客室数 13 室の壺蘆島ホテルが開業している。同ホテルは清朝時代
末期の同港築港工事で建設された築港事務所を大規模に改装したものであり、壺蘆島海岸
の丘の上に立つ同ホテルからは同港を含めて渤海湾を一望できた50。同ホテルの位置等は図
2 を参照されたい。また同ホテルの客室から築港工事を眺めた様子は図 3 の通りであった。

6

満州国海軍の拠点港として
満州事変後、壺蘆島における築港計画は、「海面防備上殊ニ将來満州國海防艦隊又ハ海邊

警察等ノ根拠地トシテノ施設ニ付相當考慮シ置クノ要アリト認メラルル」満州国及び駐満
海軍部や海軍省等においても認識されていた51。したがって上述した 1936 年に作成された
計画が修正される際に、新たに海防艦隊用の施設建設が計画に盛り込まれることとなった。
同時期に建設が計画された諸施設としては、まずは満州国海防艦隊の艦艇の補給基地と
するために必要な設備整備が進められることとなった。さらに将来的に満州国の軍港とし
ての位置づけを得ることができるよう各種設備の整備が計画された。
具体的には①隊庁舎・倉庫及び住宅等の整備。②①の建築物周囲の敷地の確保と、周辺空
地への燃料タンク等の建設。③艦艇用の繋船岸壁の新設と、同岸壁における液体燃料積卸用
鉄管の敷設及び運搬補給設備の整備。同設備に関してはなるべく一般用と共用することと
した。③新設する繋船岸壁東方における艦艇錨地の整備。同錨地にはなるべく浮標を設置す
ることとした。同浮標の間隔は南北に 110m 間隔で設置。同錨地の水深は 6～7m とされ、
なるべく浮標を設置することとされた52。予定されていた各施設の建設予定地等は、図 2 を
参照されたい。
こうして繋船岸壁や燃料運搬設備等について、一般用と共有するとした背景には、上述し
た通り同工事の「經濟的且可及的急速ニ營業ヲ可能ナラシムル」という方針のもとで、事業
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費の節約を図りつつ、商港建設を目的とした築港工事と併せて軍港としての機能を速やか
に整備するためであったと考えられる。
しかしながら満鉄により 1936 年から開始されていた壺蘆島港築港工事も、工事 4 年目の
1939 年、
「國内外情勢の推移」により同年で、
「一まづ築港計畫を打切り」
、余力を北満産業
開発に集中することとなった53。同計画打切りの背景には 1937 年に起こった盧溝橋事件に
端を発した日中戦争の勃発により北支各港の築港計画が「焦眉の問題」として取り上げられ
たことに加えて、満州と朝鮮との間を流れる鴨緑江の満州側の河口付近に 1938 年から築港
が開始されていた大東港における工事が進んでおり54、壺蘆島港築港計画が策定された当時
とは「情勢が全く一變」したために同港における築港工事は消極策を取らざる得ない結果と
なった55。こうして 1945 年日本の敗戦まで、同港における港湾修築は再開されることはな
かった。一方、大東港は、日本が敗戦を迎えるまで建設事業が続行されている56。
その後、中華人民共和国の時代となってからは、同港では造船業が盛んとなり、同地にあ
る中国で有数の渤海造船廠では中国初の原子力潜水艦も建造されるなど、さらには中国人
民解放軍海軍の北海艦隊の重要な潜水艦基地も置かれるなど、同海軍にとって壺蘆島は重
要な軍事拠点の一つとなっている。
以上のことから、戦前の満州国下で位置付けられていた壺蘆島の軍事的な役割について
は戦後のおいても継続あるいは、その役割は一段と大きなものとなっていることがわかる。

7

おわりに
ここまで戦前の壺蘆島で実施された港湾開発の歴史に着目し、分析を行ってきた。

具体的には清朝・中華民国・満州国の各時代に計画され、工事が実施された築港計画につい
て、その立案に至った背景や計画及び工事内容について考察を行うとともに各時代の計画
の比較分析を行うことで、各計画の特徴や歴史的意義について明らかにすることを試みて
きた。
ここで明らかにできた点は大きく 3 点である。
まず 1 点目は、壺蘆島における近代港建設の端緒とされる計画の存在と、その後の同港
を巡る港湾建設の沿革について詳細に明らかにした点である。
これまでの研究では同港における近代港建設の端緒されたのは張学良による同港築港計
画とされていた。しかしながら、清朝期の 1910 年には、同港を調査したイギリス人技師に
よって近代的な港湾建設の計画が立案され、その一部の工事が実現していた。さらにその後
は、張学良らによる計画が立案されるまで、本格化することはなかったものの、同港におけ
る築港計画が数度持ち上がり、若干の工事が実施されていた。この点については、従来の研
究では明らかにされていなかった点である。
2 点目は、壺蘆島で実施された港湾開発は、単に中国における一港湾の建設という範疇
に留まらず、中国国内の混乱や国際政治の舞台ともなっていたことを明らかにした点であ
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る。具体的には同港における築港の必要性が指摘され、実際の計画が立案されながらも、数
度にわたって工事が中止され、計画が幾度となく中断された背景には、いずれも中国国内政
治及び戦乱の影響があった。さらには同港築港工事を巡っては、満鉄包囲網を目指す中国国
内だけでなく、欧米諸国の思惑等も見え隠れしており、同港の開発及びその行く末は、各国
が注目する事案であった。以上の点について明らかのした研究はこれまでになされていな
い。したがって本研究は、港湾研究に限らず満鉄研究や近現代史及び政治史等の研究の穴を
埋める研究になると考える。
3 点目は満鉄による壺蘆島築港工事では、同港に軍港として機能拡大を目的とした施設整
備が目指されていたことである。
具体的には、満州国の海防艦隊を始めとした同国海軍の艦艇用の補給及び拠点となるた
めの施設整備が計画されるとともに、一部の工事が実際に行われていた。このように同港計
画において、同港の軍港としての機能整備や軍港及び商港としての役割がどのように位置
づけられていたのか否かという点については、これまでの研究では明確にされていない点
である。
しかしながら、本稿では戦後の中華民国、あるいは中華人民共和国における同港の港湾整
備方針や計画、さらには実際の工事にどのような影響を及ぼしたのか、あるいは与えなかっ
たのかという点については詳細に明らかにすることができなかった。こうした点について
は、今後も同港の研究を継続し、明らかにしたいと考える。
本研究の一部は、日本私立学校振興・共済事業団 2021 年度若手・女性研究者奨励金「戦
前期の「職業体験実習(インターン)」に関する一考察」によって行われたものである。
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【研究ノート】
大和王権と茨田連一族に関する一考察
後藤 芳春

【１】序
『日本書紀』仁徳天皇十一年（323）冬十月条には、のちの河内国茨田郷地域にいた豪族
まんだのむらじころものこ

茨 田 連 衫 子 が、中国に起源をもつ河伯神の命令を拒否して一命をとりとめた伝承が記され

ている。この茨田地域については、佐藤武敏氏の論及(1)以外、正面から研究対象にした例
がほとんどなく、茨田連一族と河伯との関わりに関しても、十分な分析が加えられていると
は言いがたい。
拙稿では、この関わりに焦点を当てて論じていきたい。

【２】茨田連衫子と河伯
先述の『日本書紀』仁徳天皇十一年（323）冬十月条によると、天皇の夢に河伯が現れて、
むさしのひとこわくび

まんだのむらじころものこ

武蔵人強頸と河内人茨 田 連 彩 子 の二人を水に投げて人身御供をすれば、茨田堤築造の難工
事は成功するというお告げがあった。そのお告げは即時実行に移され、強頸は悲嘆のうちに
絶命したが、彩子は『日本書紀』同条に以下のように伝承されている。

唯彩子取全匏両箇、臨于難塞水。乃取両箇匏、投於水中、請之曰、河神祟之、以吾爲幣。
是以、今吾来也。必欲得我者、沈是匏而不令浮。則吾知真神、親入水中。若不得沈匏者、
自知偽神。何徒亡吾身。於是、匏風起、引匏沈水。匏転浪上而不沈。則滄々汎遠流。是以、
彩子雖不死、而其堤亦成也。

彩子は二つのひょうたんを難工事の水面に投げ入れて河伯に言った。「河神」祟って自分
を人身御供に望んでいる。だから私は来た。私の生命がほしいのならば、このひょうたん
を沈めて浮かばせるな。そうなれば私は自ら生命をささげよう。もし沈まなければ、偽神
になぜ自ら生命を亡ぼされなければならいのか」。ここに飄風が吹いて、一時は沈むかに
見えたが沈まず、彩子は一命をとりとめ、堤は立派に完成した。

ここに記された「河伯」は、中国古代の河川の神で、朝鮮半島北部から中国東北部を支配
した高句麗等にその信仰は伝えられていた。すなわち、
『隋書』巻 81、列伝 46、東夷、倭国
には以下のような記事がある(2)。
朱蒙曰、我是河伯外孫、日之子也。

高句麗の建国者として伝承される朱蒙が自ら「河伯外孫」と称しているのである。そして、
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河伯信仰は五世紀中葉頃まで高句麗に従属していた新羅にも伝わったと考えられる。ここ
茨田地域においては、
『日本書紀』仁徳天皇十二年（324）歳条に
新羅人朝貢、則労於是役。

と記され、
「是役」は言うまでもなく茨田堤造営をさしている。また、
『古事記』仁徳天皇段
には

又役秦人作茨田堤及茨田三宅。

と記され、茨田堤造営に新羅系渡来人が関与したことを伝えている。ここから新羅人を介し
て、河内国茨田地域に河伯信仰がはいっていたことが推定される。この河伯信仰は七世紀中
葉には日本列島に定着していたらしく、
『日本書紀』皇極天皇元年（642）七月戊寅条に、祈
雨行為に関連して、

或殺牛馬、祭諸社神、或頻移市、或祷河伯、既無所効。

という記事が見える。結局、祈雨には何の効果もなかったが、七世紀中葉頃には、河伯信仰
が大和政権に近い部分に存在していたことが推定される。

【３】大和政権と茨田地域
『日本書紀』皇極天皇二年（643）十一月には、有名な山背大兄王殺害事件が記されてい
るが、その直前の秋から冬にかけて、茨田池に一連の異変、すなわち、水の異様な濁りや臭
気、不気味な虫の発生などが生じた(3)。これは、中国漢代の「五行志」の影響と考えられ、
政情の異変に応じて出現したと推定される怪異現象の表現する記事であろう。ここに七世
紀中葉における大和王権と茨田地域との間に少なからぬ関係があったことと示唆する記事
が確認される。
また茨田連一族には、六世紀初頭、継体天皇と次のような婚姻関係が記録されている(4)。

茨田連小望女、曰関媛、生三女。長曰茨田大娘皇女、仲曰白坂活日姫皇女、少曰小野稚郎
皇女。

継体天皇と茨田連小望の女関媛との婚姻を伝える『日本書紀』の記事であるが、二人の間
には、茨田大娘皇女が誕生している。この皇女の名前には「茨田」が確認されるが、同様な
例は、六世紀後半の用明天皇の婚姻にも確認される(5)。

立穴穂部間人皇女爲皇后、是生四男、其一曰厩戸皇子、（中略）
、其四曰茨田皇子。
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この記事にも、
「茨田」を名前とする皇子が確認できる。横田健一氏の研究によると、皇
子や皇女に氏族名が記されていることは、その皇子や皇女の養育に関与した氏族を表現す
る例であると指摘されており(6)、婚姻だけではなく、皇子や皇女の養育を通じても、茨田
連一族は大和王権と大きく関わったことが推定できよう。
また、
『日本書紀』には次のような記事が記されている(7)。

詔曰（中略）
、朕遣阿蘇仍君、加運河内国茨田郡屯倉之穀、蘇我大臣稲目宿祢、宜遣尾
張連、運尾張国屯倉之穀、物部大連麁鹿火、宜遣新家連、運新家屯倉穀。阿倍臣宜遣伊賀臣、
運伊賀国屯倉之穀。修造官家、那津之口。又其筑紫肥豊、三国屯倉、散在懸隔、運輸遥阻、
（中略）亦宜課諸郡分移、聚建那津之口、以備非常。

６世紀前半、新羅による加羅地域方面への勢力伸張が活発になり、同地域での利害関係を
もつ大和王権にとって、その国際的な緊張の増大にどのように対処するかという大きな課
題に直面する事態になっていた。しかも当時は筑紫君磐井が新羅と結んで大和王権に対抗
した数年後のことであった。大和王権は北九州地域を直接的に支配することを目的に、博多
湾沿岸に那津官家を設置することにした。その準備過程として茨田や尾張、新家、伊賀の穀
を搬送するための詔が発せられたのである。ここで注目されることは、茨田屯倉から搬送す
る場合、天皇自らが九州地域に基盤をもつと考えられる阿蘇仍君に直接命じていることで
ある。尾張の場合は、蘇我氏が尾張連に、そして伊賀の場合は阿倍氏が伊賀臣に命じている。
つまり、この記事から茨田地域には、大和王権が特に大きな深い関係を有していたことが推
定できる。
ところで、大宝２年（702）の『豊後国戸籍』には茨田連族を名のる人名が記されている。
本来の居住地からかなり離れた豊後国地域に茨田連族が確認されるのは、どのような史的
背景が考えられるのであろうか。
『日本書紀』の記事には茨田地域の穀を搬送する際に、天
皇が阿蘇仍君に命じていることが注目される。阿蘇は言うまでもなく九州と深く関連する
ウジ名であり、その本拠地は豊後の西方に存在する。阿蘇仍君は茨田の穀を搬送する際に、
一旦豊後地域を経由したことが想定される。
また、同記事には筑紫や肥・豊に散在する屯倉の穀を那津に運ばせる計画が記されている。
この措置は８世紀の律令支配体制にも一定の影響を及ぼしていると考えられる。すなわち、
天平９年（737）の『豊後国正税帳』には「遣新羅使料」が豊後国に納入された稲が支払わ
れ、また、天平 10 年（738）の『筑紫国正税帳』には、帰還する防人が那津から備前児島ま
でに消費する 10 日分の粮米が支払われている。いずれも豊後や筑紫から那津に運ばれた稲
であるが、この措置の原初は約 200 年前に命じられたそれぞれの地域から穀が那津に運ば
れる計画に求められると考えて大過なかろう。想像をたくましくするならば、穀を搬出した
地域の屯倉には瀬戸内海東方地域からの補給が行われ、豊後地域からさらに西方地域まで
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穀を移送するシステムが構築されたとも考えられる。このような外交・防衛上の重要な要衝
として豊後地域が注目され、大和王権と深く結びついた茨田姓を名のる人々が配置された
と推定できよう。
最後に、
『日本書紀』仁徳天皇五十年（362）条に、河内国人が茨田堤に鷹の産卵があった
と報告している。仁徳天皇を「聖帝」とみなす瑞祥記事であるが、これも大和王権と茨田地
域との深い関係を示す史料と考えられる(8)。

【４】むすび
茨田連一族は、6 世紀以降継体天皇との婚姻関係や用明天皇の皇女茨田皇子の養育、ある
いは、那津官家設置における茨田屯倉の穀の搬送などを通じて大和王権と深く関わった。そ
の史的前提として大和王権が推進していた６世紀以前における茨田堤の築造に新羅系渡来
人を駆使した茨田連一族の存在が考えられる。河伯を偽神として茨田堤を完成に導いた仁
徳天皇時代の人物と伝承される茨田連衫子はその象徴として『日本書紀』に記されたのであ
ろう。ここに、茨田連一族の治水等における技術集団の一面があると考える。

（注釈）
(1)佐藤武敏「日中古代の河伯伝承」
（
『古代水利施設の歴史的価値及びその保護利用国際学
術討論会論文集』
（文部科学省科学研究費特定領域研究『東アジアの海域交流と日本伝統文
化の形成―寧波を焦点とする学際的創生―』「寧波地域の水利開発と環境」課題番号
17083015 研究代表松田吉郎 2008 年度研究成果報告書）2009 年 3 月 15 日）
。
(2)『隋書』東夷、高句麗伝。
(3)『日本書紀』皇極天皇二年七月是月、八月壬戌、九月是月、十月是月条。
(4)『日本書紀』継体天皇元年三月癸酉条。
(5)『日本書紀』用明天皇元年正月条。
(6)横田健一『白鳳・天平の世界』
（創元社、1973 年）。
(7)『日本書紀』宣化天皇五月条。
(8)同内容の記事が『古事記』仁徳天皇段には摂津国日女島を舞台にしている。
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【研究ノート】
ちんどん業界の衰退理由と大阪ちんどん屋業界構造の考察
今井 孝司

はじめに
高度経済成長期の都市部では度々その姿を目にした街頭宣伝業「ちんどん屋1」だが、1970
年代後半頃から急速に街頭から姿を消し、令和となった現在ほとんど見かけることはなく
なった。理由は端的に言えばその方法論が時代の風潮に合致しなくなった、つまり宣伝業務
の依頼主（顧客）にとって旧態依然としたスタイルの街頭宣伝には効果が期待できないので
はないかというところに集約されよう。
一方仕事を受注する側のちんどん業界では高齢化、後継者不足という問題を抱えていた。
社会のトレンドを読み新しい表現法の開発や新規開拓に注ぐ情熱は見受けられず、業界が
衰退しようとも過去からの慣習を変えることはなかった。このように受発注双方の事情に
より今やちんどん屋は「絶滅危惧業種」状態となってしまった。
ところで東京ではちんどん屋に固有の表現方法と職業倫理に注目した新世代の人材が少
数ではあるが入ってきている。一方で大阪はちんどん屋の発生地なのだが、そのような人材
が入ってくるのはまれである。その理由について戦後業界に多大な影響力があった人物の
事業方針を整理することで手掛かりとしたい。
本稿では次の二点を記述することを目的とする。一点目はちんどん業界が衰退した理由
の言及、二点目はちんどん業界隆盛期から収縮期における大阪の業界事情の記述である。二
番目の項目はちんどん業界隆盛期を支えた人々と直接現場を一緒にし、当時の業界の事情
を知る最後の人士である「ちんどん通信社」代表林幸治郎氏（1956 年生：以下林）からの
聞き取りをベースに記述を行なう2。

Ⅰ

文献検討

１．学術論文
ちんどん屋に関する検討はジャーナリストによる記録や自叙伝は散見されるが、歴史研
究をはじめ学術的論考はほとんどみられない。しかし 2000 年代に入り少ないながらもちん
どん音楽をセラピーに用いた学術報告がなされるようになった3 。またちんどん屋と街の
人々とのコミュニケーションを類型化し、ちんどん屋が現場の様子を読み取り、街頭宣伝を
行っていることを明らかにした論考も現れた4。
ちんどん屋に関する学術的論考として注目すべきは東京大学大学院生らによるフィール
ドワークである、吉見俊哉・北田暁大編『路上のエスノグラフィ』におけるⅡ部の業績であ
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る。まず東京のちんどん屋が自らの言葉で語る魅力について「見ること」
「歩くこと」
「変え
ること」という視点から構築する試みを行ない、続いて戦前・戦後東京のちんどん屋を支え
てきた親方のライフヒストリーが列伝的に編集されており、貴重な資料となっている5。し
かし担当筆者が数度触れているように、当研究は東京のちんどん屋に限定したものである
ため他地域のちんどん屋の事情には敷衍されない。本項では大阪のちんどん屋の事情を記
述することで上記研究の地域補完も兼ね合わせる。

２．書籍
堀江誠二による『チンドン屋始末記』はちんどん屋について起源から隆盛、衰退まで転機
を指摘しながらわかりやすく述べており、長らくの間唯一の「ちんどん屋通史」的な書籍と
なっていた6。最終章にて堀江は現代ちんどん屋の問題点に言及しているが、出版が 1986 年
１月であり、35 年以上経た現在問題はその時点より悪化していると言わざるを得ない。
1983 年５月～84 年１月の間、雑誌の連載企画として「チンドン屋が街をゆく」
（後に書
籍化）の執筆を行なっていた朝倉喬司は、複数の「チンドンマン」に対しラポールを形成し
た上で深く切り込んだインタビューを行なっている。当事者が肌で感じてきた業界の隆盛
と衰退の時期や、
「チンドン商売」がどのようにして支えられてきたか、どのような技能が
必要とされたか、音楽や衣装などの表現方法やちんどん編成の変遷をはじめ、業界のしきた
り、広告主・地域社会とのかかわり、業界内での人間模様が記され、衰退期にあった業界が
抱えていた問題点を洗い出している7。
また大場ひろみは『チンドン―聞き書きちんどん屋物語』で親方たちへのインタビューと
本人のちんどん屋経験を交え、東京のちんどん業界の歩みと現在の問題点について記述し
ている。親方のインタビューは列伝的に整理されていてわかりやすい8。
次にちんどん屋自身の自叙伝として菊乃屋〆丸他『チンドンひとすじ 70 年』、その弟子
として修業した安達ひでや『笑う門にはチンドン屋』
、ちんどん通信社代表林幸治郎・赤江
真理子『ぼくたちのちんどん屋日記』といった、ちんどん屋の当事者による３編があげられ
る9。
『チンドンひとすじ 70 年』は当時業界最高齢であった〆丸親方に密着取材し、ちんど
ん屋の仕事内容や日常生活について写真を多く用いてわかりやすく紹介した児童向けの図
書で、業界が衰退した中で東京のちんどん屋の古参親方がどのような考え方をしていたか
がうかがえる。
『笑う門にはチンドン屋』はロックバンドのメンバーから一転、〆丸親方の
下で修業した後故郷の熊本でちんどん屋を開業、事業が軌道に乗る前後の苦労とうまくい
き始めた現状について記している。
『ぼくたちのちんどん屋日記』では林・赤江の二人が独
立する前後の大阪ちんどん業界の状況や、当時二人が感じたこと、考えていたことなどが日
記形式でつづられている。
また林・赤江は７年後に『チンドン屋です。
』を上梓し、ちんどん屋稼業で出会った人物
や出来事に加え、二人の間のプライベートな変化などを記している10。さらに林は 2006 年
に『チンドン屋！幸治郎』を出版。大学のちんどん研究会からの同志かつちんどん通信社の
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初期から重要な役割を担う小林・川口との対談を通じて、25 年間の出来事を回顧している
11。対談中説明が必要な専門用語や大阪ちんどん業界の符牒などが脚注に記されており、資

料としても貴重なものとなっている。
最後に富山で毎年４月に開催される「全日本チンドンコンクール」50 周年記念として
2005 年に編集された写真集を挙げておく。1955 年から開催されているコンクールの風景
や優勝チームのインタビューや歴代の入賞者、参加チーム名が記されているのに加え、衣裳
や変装、被り物や作り物および楽隊の編成など流行の変遷が把握できる。しかしそれ以上に
従事者数はもとより事業所単位数さえ把握できないちんどん業界について、事業者名と事
業者数が数値として把握できる唯一の貴重な資料となっている12。

３．ちんどん通信社林幸治郎に関する作家・業界の評価
堀江は『チンドン屋始末記』のあとがきに、
「大阪では最近、大卒や 20 代の４人グループ
が、チンドン屋の名乗りを上げた…中略…しかし、彼らが、一時のもの珍しさや、今はやり
のストリート・パフォーマンスの一種として人目を引くだけにとどまるか、チンドン世界の
新しい旗手となるかは、今後の活躍を待たねばなるまい」
（昭和 60 年 12 月）という記述を
している13。安達はこの記述について現ちんどん通信社の初期メンバーを指していることを
指摘している14。
また朝倉は 1983 年当時、青空総合宣伝社所属（後のちんどん通信社代表）の林から、大
阪ちんどん業界の源流が分かる資料の提供を受けたことから、ちんどん黎明期の記述を行
なう上で大変役立ったことを記している15。また林は一緒に活動する赤江とともに、大阪で
直接朝倉と合流し、彼らが活動の中心とする地域の案内と、大阪ちんどん屋のスタイルや業
界の変遷、人間模様などについて語っている16。朝倉は「彼がなかなかに鋭い感受性と、旺
盛な探求心で業界にかかわっていることを知った」と 27 歳の林を評している17。
大場は毎年富山で開催される「全日本チンドンコンクール」の存続が危うくなっていた
1987 年に新規参入し、以降コンクールが維持され、盛り返すきっかけとなったのが大阪の
「ちんどん通信社」であり「今では業界の中心的存在である」と評する18。また安達は先述
したとおり堀江のあとがきにある大阪・大卒の若手メンバーがちんどん通信社であること
を指摘しながら、敬意を込めて次のように述べる。
「チンドン事始から約 150 年の歴史の中
で、その組織力・機動力・仕事量・チンドンコンクール優勝回数・海外公演回数など、どれ
をとっても最強のちんどん屋であることは間違いない。もちろん、その演奏力を初め、諸芸
のレベルの高さもナンバーワンの実力派チンドン屋なのである」と評し、続けて「アダチ宣
伝社もこの強力集団の仕事を随分と参考にさせてもらっているが真似をしようと思っても
そう簡単には追随のしようもない」と述べている19。
このように作家および業界内の複数の人物がちんどん通信社あるいは林を高く評価して
いる。特に堀江と朝倉は 20 代の林に対して将来性や潜在力を感じ取っていた。実際に林は
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自ら率先し業界の改革を行ないつつ可能性を開拓し続けてきた。2021 年に 65 歳となりち
んどん歴も 40 周年を迎えるに至った。
大阪ちんどん業界の最盛期を知る人士と一緒に現場を経験し、業界の様々な出来事にも
遭遇し、かつ業界内外から高い評価を受けてきた林が現役でいるうちに、記述されてこなか
った大阪ちんどん屋の業界構造を学術論文として記す必要性があると認識し、本稿はその
動機をもって記述するに至った。
なおちんどん通信社代表林幸治郎氏には９回計 24 時間にわたりインタビューの時間を割
いていただいた。以下その日次と場所を示しておく。この場を借りてお礼申し上げる。
2021 年：6 月 30 日 / 7 月 7 日 / 7 月 9 日 / 7 月 14 日 / 7 月 21 日 / 7 月 28 日 / 8 月 4 日/
8 月 17 日 / 8 月 25 日 ※場所は全て「ちんどん通信社事務所」
（大阪市中央区）

Ⅱ

街頭宣伝概略史と衰退の要因

１．街頭宣伝概略史
ちんどん屋を含む街頭宣伝業史の詳細研究については稿を改めることとし、ここでは表
１に概略史を記すにとどめる。ちんどん屋が包括される街頭宣伝業史はおおむね７期に区
分できる。本稿の議論の中心は第 6 期における大阪ちんどん業界である。
表１ 街頭宣伝概略史
期

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

分

創始期

勃興・隆盛期

衰退期

低迷期

隆盛期

収縮期

絶滅危惧期

時

幕末

明治中期

明治後期

昭和初期

昭和 20 年代中～

昭和 40 年代

平成以降

～大正末期

～終戦直後

昭和 30 年代末

～昭和末

代
事

元祖飴勝

名称定着

楽士の流出。

楽士街頭宣伝

地域商圏に合致し

広告宣伝の

社会での存在

柄

登場

・東京広目屋

新街頭宣伝出

に戻る。少人数

た宣伝方法として

主力がマス
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出所：堀江、
（1986）、朝倉（2021）より作成。期区分は筆者による。
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２．ちんどん業界の衰退要因
（１）全日本チンドンコンクールの参加組数の動向
図１は 1955（昭和 30）年から始まった「全日本チンドンコンクール」
（毎年 4 月開催）
に出場したちんどん屋の組数の推移を表している。全国すべてのちんどん屋がこの大会に
参加するわけではないが、年に一度のちんどん屋の晴れ舞台であり、多くのちんどん屋たち
が参加していると考えられることから、ちんどん屋の数の動向を概ねうかがうことができ
よう。
参加組数は 1971 年の 49 組を境に翌年は 40 組に激減している。1974 年からは 30 組台、
1981 年以降 1991 年にいたっては 10 組台である。1997 年以降は 30 組台を維持し、大会
50 周年の 2004 年には 40 組へと回復を見せた。
経済状況とちんどん業界の衰退について直接の関係性は立証できないが、1972 年大会は
前年 8 月にドルショック〈ニクソンショック〉が発生した翌年 4 月の開催であり、1974 年
大会は前年 10 月に第一次石油ショックが発生し世界が不況に襲われていた年であることが
参加組数の激減に影響していた可能性は排除できないと考えられる。

図１ 全日本チンドンコンクール（富山）出場組数の推移
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出所：チンドンコンクール 50 周年記念誌をつくる会編冊子（2005 年）より筆者作成

（２）参加組数と世代構成
1980 年代の参加組数の低迷は、ちんどん業界の後継者問題が影響していると思われる。
Ⅰ－１で取り上げた『路上のエスノグラフィ』中に、全国ちんどん博覧会実行委員長であり
東京ちんどん倶楽部代表である高田洋介による、ちんどん屋の年齢構成について次のよう
な発言が記されている。2004 年当時は「大まかに言うと 65 歳以上と 45 歳以下に別れてい
る」
。続けて執筆担当者新倉貴仁は「この 20 歳の隔たりをもたらしているものは、後継者不
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足の問題である。親方衆の子供の世代がほとんどその仕事を継がなかったのだ。現在、若手
として活躍するちんどん屋は、1980 年代以降に親方たちへ弟子入りした者たちである」と
分析する20。
図１の 1970 年代から大会に出場するちんどん屋の数が激減し、続く 1980 年代の低迷期
は親方たちの子供世代が仕事を継がなかったことに起因したことが背景にあったと言えよ
う。このことは同時にちんどん業界の急速な高齢化を意味する。また 1970 年代初頭から
1980 年代末の出場者数の低迷は、高田と新倉が指摘する「20 歳の隔たり」と合致し、1990
年代以降の出場組数増は、新たに親方たちへ弟子入りした者たちが出場し始めたことがう
かがえるのである。
また参加組数とは別の文脈になるが、大場が指摘しているようにちんどん通信社は 1987
年以降参加しているが、翌年から 2004 年までの 17 年間のうち優秀賞・最優秀賞を 12 回受
賞している。彼らが大会をもりあげ、後続者たちの目標となったことは間違いないだろう。

（３）顧客の媒体選好の変化
次にちんどん屋衰退の要因を業界内の問題についてみていく。表１の第５期で示したよ
うに、昭和 20 年代半ばから 30 年代末にかけてちんどん屋は隆盛期を迎える。これは当時
大都市だけでなく地方都市にも開店が相次いだパチンコ屋と、加えて大阪市近郊に次々と
開設された公私市場がちんどん屋の主たる顧客となり、仕事の発注が相次いだことによる
21。だが昭和

40 年代からは収縮期（第 6 期）に入っていく。これは前項でみた全日本チン

ドンコンクール出場組数の激減期と重なっている。
衰退の理由は大別すると二点に集約できる。ひとつはクライアント側の事情である。媒体
選択の戦略に変化があったこと、加えてスーパーマーケット（以下スーパー）の台頭で、ち
んどん屋の主たる顧客であった公私設市場や小売商店が淘汰されたことである。もうひと
つはちんどん屋自身の業態が時代遅れのスタイルにとどまり続けたためである。
スーパーはオープニングや新装開店など特別なイベント時にはちんどん屋に宣伝依頼を
することがあるかもしれないが、大売出しや特売などの告知は基本的に新聞折込み広告を
選択してきた。多種多品目を扱うスーパーは、メーカー各社がマス媒体を通じて商品広告を
行なうと共に、当該商品を店頭で品切れさせないという「プッシュ戦略」にしたがっていれ
ば、折り込み広告以外に店舗単位で特別な宣伝活動をする必要がなかった。
また小売店から業態変更したスーパーでない限り、地元ちんどん屋との商縁はなく宣伝
依頼をするという発想はなかっただろうし、次項で見るように、ちんどん屋としても折衝の
手掛かりのないところに売り込み（営業）をかけるにはハードルが高かったものと思われる。

（４）ちんどん業界の商習慣上の問題点
ちんどん業界側にもいくつかの商習慣上の問題があった。たとえば契約書による業務受
発注について無頓着であったことや22、依頼された人員で現れないこと、目立ったいで立ち
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でありながら仕事の途中で幾度か休憩したり、時には神社やお墓で昼寝をしているような
ことも頻繁に見られ問題視されることも依頼を減らしてしまう要因につながった23。
もう一点は親方制を採らない大阪に顕著なことだが、同業者から「助っ人」として頼まれ
出向いた仕事であるにもかかわらず依頼主と次の仕事の直談判をするという、いわゆる「仁
義にもとる」ことを行なう者もみかけられ、ちんどん業界の信用を失墜させてしまったこと
もあげられる。また企画書を持って企業に営業をかけて仕事を創出し、業界のパイを大きく
するという発想を持った者がいなかったことも、ちんどん屋が衰退していった過程に大き
く影響している24。

（５）人材の問題
ちんどん業界が最も活性化していた昭和 30 年代、ちんどん業に携わったベテランたちは
明治末から大正期生まれで、教育を満足に受けられず読み書きが不自由な状態の者が相当
数入り込んでいたことから、先に指摘した契約書や企画書といった商習慣に馴染みがなか
ったことは致し方ないことであろう。「仁義にもとる」ことについては、業界が縮小しつつ
あるという状況の中で、たとえ仲間の仕事であれ手にしなければ生きていけないという焦
燥感によるものだったかもしれない。しかし平成の世にはちんどん屋の最盛期を支えた世
代の人材はすでに社会から退出しており、その次の高度経済成長期から昭和末期までを現
役で過ごした人材さえもそのほとんどがすでに現役を引退してしまった。ちんどん業界は
人材の高齢化問題さえ通り過ぎてしまったのである。
次に新しい人材が確保できないという問題がある。職業の選択領域が広がった現在の日
本社会において、その呼称ができあがった頃から社会的立場が下位におかれてしまってい
たちんどん屋を、昭和 30 年代以降に生まれた者があえて生業として選択する人材は稀有だ
ったといえる。ちんどん屋という存在を知らずに来た高度成長期以降に生まれた若い世代
でも、職業選択肢としてちんどん屋を考えるだけでも親から反対されるだろう。
加えて法人化しているちんどん屋はほとんどなく、また雇用契約を結ぶことはまれであ
るため、厚生年金、健康保険、雇用保険という被用者として社会保険の被保険者となれない
ことは、若い世代にとって職業を選択する上で大きな不安要因となるであろう。
しかしちんどん音楽や路上パフォーマンスというちんどん屋に特徴的な表現方法に魅か
れて業界に入る若者が、少なからずいることは確かである。いわゆる「アーティスト」とし
てちんどん業にかかわるという発想を持った者たちである25。もちろんちんどん屋そのもの
に魅かれて業界に入ってくる人材もいる。このような人材が次世代の、魅力的なちんどん屋
像を示してくれるかが、今後のちんどん業界の鍵をにぎっているのである。
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Ⅲ 収縮期の大阪ちんどん業界事情―青空総合宣伝社佐伯陽三の事業戦略

本章では戦後大阪ちんどん業界に大きな影響力を持っていた佐伯陽三（以下佐伯）と彼が
設立・運営した「青空総合宣伝社」
（以下青空社）の事業運営方法〈戦略〉から高度経済成
長期以降大阪のちんどん業界の事情を検証する。内容の多くについてはちんどん通信社林
代表からの聞き取りに依拠し記述する。なお文中「人材」とはあることに才能がある人を、
「要員」はある仕事のために必要な人員のこと、
「人員」とは人手の数の調整のために集め
られた、いわゆる「あたまかず」を指すものとしてそれぞれ使い分けているが、業界用語で
はないことを断っておく。

１．来る者拒まず、去る者追わず―
ちんどん業界のしきたりについて東京と大阪で最も異なることに、東京は「親方制」が基
本で、大阪はそれが顕著ではないことが挙げられる26。前出の〆丸親方の下で弟子となり修
業した安達のように、東京では独立に際して一定期間の修行を積んだ上で親方の承認が必
要だが、大阪では本人が独立しようと思えばいつでも可能であった。これは大阪のちんどん
業界に多大な影響力があった佐伯に「来る者拒まず、去る者追わず」という考え方が根底に
あったことから成立した慣習だと考えられる27。
実際に事務所が出方に仕事を依頼する（雇用形態ではない）場合、履歴書を要求しなかっ
た。つまり「楽士」という演奏能力が必要な人材以外は学歴や職歴、家族構成、前科、薬物
依存の有無など問わず、当日事務所前に並んだ順番により「出方」（でかた：旗・幟持ちや
チラシ撒きなど楽士以外の要員）を決定する募集―来る者拒まず―といった方法に現れて
いる。素性が分からずとも仕事を任せ、中には住み込みさえも許可する場合もあった28。大
卒ものだった林も、当初は住み込みの出方のうちの一人であった。トランペットが吹けるの
だが、現場に応じ選曲や音の大小などの調整といった臨機応変ができず、しばらくは街角の
プラカード持ちとして一日中街角で立っているのが仕事という人員だった29。
一方青空社で人脈を作ったり腕を磨いたりした者が独立をしようとした場合、よほど見
込みのあった人材でない限り引き止めることはなかった30。去る者追わずの姿勢である。
これが親方制だと入門は敷居が高く、技能や仕事の勘所を仕込んでもらった恩義を感じ
て独立も言い出しにくいだろう。佐伯は青空社にかかわる人材・要員について入り口も出口
も曖昧であるような状態をつくり、その時々の情勢に応じて人員を調整していたのだった。

２．事務所の立地
青空社は西成区の旧遊郭飛田に隣接した南海電鉄平野線（路面電車、1980 年 11 月廃線）
飛田駅直近の場所に事務所を置いていた。図２は青空社の事務所があった位置と近隣地域
の地図である。この周辺は一般的に「西成」と呼ばれる地域である31。以下楕円でかこった
地区の特徴を記す。
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A：萩之茶屋（北部がいわゆる旧釜ヶ崎）
日雇労働者の集住地区で、安価な木賃宿が立ち並ぶいわゆる「ドヤ街」
。一丁目にあいり
ん労働福祉センター（新今宮駅向かい側―2019 年 4 月閉鎖）、三丁目に炊き出しや日雇
い労働者の決起集会、各種イベントが行われる三角公園が位置する。立ち飲み酒店多し
B：太子町・天下茶屋北一丁目・山王町三丁目
○北部：太子町（今池駅以北）
大阪市更生相談所（釜ヶ崎暴動を契機に設置された旧愛隣会館）、反社会勢力の事務所が
点在。商店街、安価なアパート、カラオケスナック、居酒屋多し
○南部：天下茶屋北一丁目、山王町三丁目の西側一部
町の境界線上の天下茶屋北一丁目側が「青空総合宣伝社」旧事務所所在地、また青空社が
たびたび出方を募集した「福祉施設大阪自彊館」も同一丁目にある。立ち飲みや居酒屋よ
り飲食代がかさむスタンドバー多し

図２ 西成区山王町・太子町付近地図

三
角
公
園

自
彊
館

出所：Google マップより筆者加筆

C：山王町北部
一丁目に 1970 年代中頃まで大手事務所に所属しない芸人が集住した長屋、通称「てんの
じ村」があった32。二丁目には大衆演を上演するオーエス劇場33、酒店・米穀店・家具店・
煙草販売店など遊郭に仕入する商店や小料理屋が多く見られる。また比較的大きな反社
会勢力の事務所も見受けられる。
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D：山王町三丁目阪神高速以西：いわゆる旧飛田遊郭域内（1916 年４月遊郭設置許可）。現
在も様々な形態で営業を続ける店がいくつかある。
その他：Ｃ・Ｄ地区とその西側（阿倍野区旭町）の間は断崖となっており、西側（当該地区）
の安価なアパートに住む雇用が不安定な低所得者、あるいは遊郭で仕事をする女性にと
ってリアルに姿を見せつける地形上の高低差が、所得あるいは身分格差と感じられる。

３．人員募集の手法
上記のように青空社はドヤ街や安アパート、各種形態の飲食店が立ち並ぶ地域で、かつ旧
遊郭の隣接地に街頭宣伝業の事務所を構えていた。佐伯はこのロケーションを利用して人
員の調達を行なっていた。
（１）出方の確保
ちんどん行列の後ろで旗や幟をもって歩く、広告入りティッシュを配布する。あるいは宣
伝文句（キャッチコピー）を身体の前後に下げて歩くサンドイッチマン、定点でプラカー
ドを持ち一定時間立ち続ける34など単純な仕事をする人員である
出方は、主としてＢ地区から人員を調達した。その背景は、
①当日の朝に必要な出方（頭数）が調達できればいい
・特別な能力を必要としない（誰でもいい）
・電話という連絡手段を持たない者がほとんど。その日の仕事を求めて早朝から事務所
前に並ぶ
・特に経験は不要、人物の特定も必要としない〈履歴書不要）ため、いわくつきの人物
―たとえば前科者、薬物・アルコール依存症、盗癖がある者―なども問題としない
②当該地区ではその日暮らしの人物が多く安価で出方を調達できる
・食事と少々の日当をありがたがる
・希望し空きスペースがあれば事務所２階での住み込みも可
③福祉施設「自彊館」に求人票を掲載
・障害を持つ者や所得のない高齢者なども受け入れた
・長期雇い入れをすることもあった
④Ａ地区からはめったに仕事を求めて来ることはなかった
・ドヤ街の住人は肉体労働ができる（労働価値のある）人材で、出方の低い日当とはつ
り合わず、わざわざ遠方まで安い仕事のために足を運ぶことはなかった
（２）路上で寸劇（股旅物）ができる旅芸人の参加を歓迎した
・図２から外れている（西側）が、岸ノ里劇場のほか西天下茶屋地区に複数あった大衆
演劇場から流出する役者の受皿となっていた
①旅芸人から足を洗いたい（定住したい・転職したい）役者が劇場からカツラや竹光、化
粧道具などを持ちこみちんどん業界に入ってくる
・青空社としては「追加投資」の必要がない
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②劇場が忙しくなれば役者、閑になればちんどん屋という役者も多く存在した
（３）遊郭に出入りする曲師の確保
昭和 30 年代前半のちんどんサウンドを決定づけるのは三味線だった
・三味線演奏の引き合いが来たときに、遊郭の流しの三味線奏者（曲師）に仕事依頼が
可能
（４）てんのじ村との関係
てんのじ村の芸人は出方や寸劇要員、あるいは口上師などいずれの職種にもほとんど
応募してこなかった。芸能の伝統的格付けとして土の上を歩くちんどん屋と舞台の上
に立つ芸人とはランクが違うと思っていた節があり、プライドが邪魔をするのかいく
ら芸人としての仕事がなくてもちんどん屋の世話になるようなことはなかった35。

４．その他佐伯の戦略と地域社会にもたらせた影響
（１）楽士の調達
難波などのキャバレーやバンド演奏のあるパーティなどに出かけ、クラリネットやト
ランペット、サックス奏者など楽士のスカウト活動を積極的に行なった36。
（２）反社会勢力と良好な関係を保つ
「西成」には大小合わせて相当数の反社会的勢力が存在する。彼らとのトラブルを未然
に防ぐための策を講じていた（これは他の街頭宣伝社も同様であった）
（３）営業種目の多様化
ちんどん以外にアドバルーン、サンドイッチマン、プラカードなど各種街頭宣伝に取り
組んでいった。特にアドバルーンは専門の作業員に加え、作業場所・機材・運搬用自動
車などの確保が必須で、初期投資・維持費用が高くつくこと、そして何より爆発のリス
クがあることから片手間でできる仕事ではないが、佐伯はあえてそれに踏み込んだ
（４）地域社会にもたらせた影響
①その日暮らしの只中にいる人々に仕事の機会と現金収入をもたらせた
一部居住地がない者には住み込みという形で住居も提供した
②施設にて福祉サービス受給者の社会参加機会を提供し現金収入をもたらせた
③孤立しがちな人々が多い当該地域において、ちんどん屋の街廻りはひとときの明るさ
を提供した

このように佐伯は「西成」の地域特性を最大限に活かして街頭宣伝事業を行っていた。青
空社から独立した大阪のちんどん屋には、まだ「佐伯イズム」のような感覚が残っているの
ではないか。だがその「イズム」には若い世代は肌感覚で共感できないものと思われるので
ある。
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おわりに
林が青空社から独立しちんどん通信社（大阪市西成区）を創設した 1984 年時点で、青空
社以外に事務所を運営している街頭宣伝業者は秀明工芸社（大阪市生野区）
、愛宣社（大阪
市浪速区）
、毎日宣伝社（大阪市西成区）があった37。上述したようにこれら経営者およびフ
リーの業界関係者は、青空社から飛び出した（スピンアウトした）者で多くが占められてい
た。佐伯の経営法に直接触れ参考にした、あるいは反面教師にしたにもかかわらず大阪の街
頭宣伝業界において佐伯の影響力は変わらず甚大であった。社会構造や商習慣が大きく変
わった現在でもこの影響力の残滓は大阪のちんどん業界の慣習として残っており、業界自
体に明るい兆しは見えてこない。
しかしちんどん業界を牽引してきた林は常に新しいアイディアを送り出し、新領域を開
拓してきた。現在は祭祀、常設ステージでの歌と演奏などを手がけている。林率いるちんど
ん通信社の事業方針に大阪ちんどん業界の新しい方向性をうかがうことができる。これに
ついては別途検討する。

注
1

一般的には「チンドン屋」とカタカナで表記されることが多いが、本稿では引用文献中
の表記がカタカナになっている以外、特に必要でない限り「ちんどん屋」とひらがな表記
を用いる。カタカナ表記だと社会的に下位に位置づけられるものとして感じられ、ある種
蔑視感がぬぐえないからである。また「～屋」の表記は昨今避けるように留意されるが、
聞き取り調査で多大な協力をいただいた「ちんどん通信社」の代表林幸治郎氏をはじめメ
ンバー各人が「ちんどん屋」という職業に誇りをもっていることをふまえ、ひらがなによ
る表記を一般名詞として用いている。
2 「ちんどん通信社」は屋号で、
「有限会社東西屋」が法人登記社名である。本項は 1956
年生まれの林が、現役で記憶が鮮明なうちにちんどん屋隆盛期の業界の実態を記録してお
く意義から起文した。
3 たとえば八田勘司他「長期療養施設における非薬物療法としてのユーモアセラピーモデ
ルの開発」
（
『地域・老齢看護領域分野』
、 2006 年―2007 年度科研 18659683 号）
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18659683/（最終確認 2022 年１月 28
日）
。②江口富子他「認知症患者へのちんどん音楽の効果」（『日本看護研究学会雑誌』35
巻 3 号、2012 年 6 月 7 日）p.316。いずれも報告書である。
4 団朋希・近藤隆二郎「街廻りにおけるちんどん屋と観客とのコミュニケーションに関す
る研究」
（
『環境システム研究論文集』Vol. 32、2004 年 10 月）pp.411-418。
5 吉見俊哉・北田暁大編『路上のエスノグラフィ』
（せりか書房、2007 年 4 月）pp.111188。
6 堀江誠二 『チンドン屋始末記』
（PHP 研究所、1986 年１月）
。
7 朝倉喬司「チンドン屋が街をゆく」
（『芸能論集成―芸能の原郷 漂泊の幻郷』現代書
館、2021 年 4 月）pp. 231-287。本書は朝倉の没後 11 年目にして本人が執筆した芸能論を
まとめて出版されたものである（全 968 頁）
。「チンドン屋が街をゆく」（初出：『ミュージ
ック・マガジン』1983 年５月号～84 年１月号連載）は〔Ⅲ 芸能の始原に向かって〕に
おいて、
「語る芸、さすらう芸」
「テキヤって何だろう」「芸能の始原に向かって」ととも
に収録されている。
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大場ひろみ・矢田等『チンドン―聞き書きちんどん屋物語』
（バジリコ、2009 年 12
月）
。
9 菊乃屋〆丸・栗原達男・神崎宣武『チンドンひとすじ 70 年』
（岩波書店、2002 年 11
月）
。安達ひでや『笑う門にはチンドン屋』
（石風社、2005 年 2 月）。林幸治郎・赤江真理
子『ぼくたちのちんどん屋日記』（新宿書房、1986 年 5 月）
。
10 林幸治郎・赤江真理子『ちんどん屋です。
』
（思想の科学社、1993 年 12 月）
。この日常
は翌年ＮＨＫで放送されたテレビドラマ「青空にちんどん」
（1994 年 5 月 9 日～6 月 9
日）の原作となった。
11 林幸治郎『チンドン屋！幸治郎』
（新宿書房、2006 年 1 月）
。
12 チンドンコンクール 50 周年記念誌をつくる会編『チンドン太鼓が春を呼ぶ街―人々が
笑いはじけた全日本チンドンコンクールの半世紀』
（TC 出版プロジェクト、2005 年 5
月）
。
13 堀江、前掲書、pp.192-193。
14 安達、前掲書、p.67。
15 朝倉、前掲書、pp.257-262 を参照。
16 同上書、pp.275－281。
17 同上書、p.275。
18 大場、前掲書、p.279。
19 安達、前掲書、p.65。
20 吉見俊哉・北田暁大編、前掲書、p.123。
21 東京の状況であるが、相原によるとちんどん屋がパチンコ屋の宣伝を請け負い始めたの
は昭和 20 年代後半から 30 年代初頭にかけてである。相原進「娯楽の殿堂宣伝小史―ちん
どん屋とパチンコ屋」
（『現代風俗娯楽の殿堂 現代風俗研究会年報』第 27 号、新宿書
房、2006 年 1 月 10 日）p.51。続けて相原は「当時パチンコ屋の新装開店は３、４ヶ月に
一度すべての台を入れ替え、その度毎にちんどん屋が呼ばれる。経営者がチェーン店を持
っていれば、その人が経営する店の宣伝をすべて請け負うことになる。この場合仕事を受
けたちんどん屋は全く休みが取れないほど大忙しになったという」と述べている。同上
書、p.52。
22 補足になるが、かつて広告業界では契約書による業務発注は特殊なルールがあった。筆
者は 1980 年代半ばに広告業界に身を置いていたが、当時マス媒体であっても広告代理店
と契約書を交わすことはまれで、その媒体に口座（条件を満たした取引歴）があるという
ことが、広告主から依頼された広告を出稿できるという条件となっていた。媒体に対して
口座がない（信用がない）場合は、口座のある広告代理店経由で出稿しマージンを折半す
るという暗黙のルールがあった。
23 相原、前掲書、p.54 を参照。
24 林聞き取りによる。
25 ただし東京のちんどん業界を志す若者について、新倉貴仁は「決定的な解答は提供でき
ない」
（吉見・北田、前掲書、p.124）としながらも、「大道芸人」や「アーティスト」と
いった括りにはおさまり切らない過剰さを持つものの、彼らとは一線を画し、クライアン
トの営利のために最大限の宣伝活動を行なうことを職業倫理とするという状況分析を行な
っている。同上書、p.125（新倉執筆担当部分を参照）。
「親方衆の高齢化や廃業などを通
じて、ちんどん屋を営んでいくために新しい人材の受入れを業界自体が必要としたという
事情によると考えられる」
（同上書、p.124）
。このような 1980 年代以降の東京のちんどん
業界において、表現手段の過激さと仕事としての魅力に魅かれた新しい世代が、親方の門
をたたいたということであろうか。
26 東京のちんどん屋の事業主、屋号の責任者は職人などと同じく「親方」と呼ばれる…中
略…「親方」は主にちんどん屋が家業として発展した東京での呼び方で、大阪のように
「○○宣伝社」といった非家族組織が主体の地域ではあまり使われないようである。林、
前掲書『チンドン屋！幸治郎』
、p.137 脚注参照。
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27

ただし有能な人材と目されていたためか、林の独立に関してはいくばくかの軋轢が生じ
たようである。後にわだかまりは解消されたとのことである。林聞き取りによる
28 事務所には青空社がちんどん屋以外に手掛けるアドバルーン部隊もいた。危険なガスを
扱うため業務にあたる要員は厚遇されていたことから、彼らはサンドイッチマンやちんど
ん要員よりも序列が上という認識（プライド）があったようだ。林聞き取りより。
29 林聞き取りによる。
30 青空社での３年の経験を経て独立し、アイディアと機動力で業界をリードしてきた林だ
が、親方制の中に身を置いていたならば、独立の時期は遅くなっていたであろうし、業界
のしきたりの中で自由な活動ができたかどうかは疑問である。
31 行政上の呼称としてしばしば「あいりん地区」と呼ばれることもある。西成区の中でと
りわけ治安の悪さなどから、図２周辺の地域を、怖れと揶揄が混じった表現として特に
「西成」と表現されることがよくある。なお本稿では釜ヶ崎の成立過程と日雇い労働者の
実態については議論の対象外となるため取り上げない。
32 てんのじ村については、難波利三『てんのじ村』
（実業之日本社、1984 年 4 月）。また
は「浪華芸人横丁～大阪天王寺山王町～」
（『NHK 新日本紀行』、1971 年４月放送）を参
照。なおこの放送は NHK オンデマンドにて有料配信がなされている。https://www.nhkondemand.jp/goods/G2020107578SA000/（最終確認 2022 年 1 月 28 日）
。
33 過去年末にはちんどん通信社も音曲を織り込んだ大衆演劇を上演してきた実績がある。
34 ポスターやチラシなどをガードレールや電柱に貼ると違法となるが、宣伝文句を書いた
板であれば持つ人物の肩幅までなら許されるということで成立している街頭宣伝法。また
風俗店の店員が直接呼び込みを行なうと違法となるので、プラカード持ちに呼び込みをさ
せるという手法でもあった。林、前掲書『チンドン屋！幸治郎』
、p.65 参照。
35 林聞き取りによる。
36 楽士はどのような場所で演奏していたか、楽譜が読めるかどうかで大まかなランク付け
があり、日当はそれよって決定されていたという。演奏場所でのランク付けは、バンドマ
スターや一流のダンスホールでの奏者が最上位で、次に一般のバンドマン、その下にキャ
バレーやサーカスで演奏していた奏者が最下層に位置づけられていた。バンドマスターク
ラスはちんどん太鼓奏者の 3 倍の日当が渡されていた。林聞き取りによる。
37 林・赤江、前掲書『ぼくたちのちんどん屋日記』
、pp.158-162 を参照。
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【翻訳】
政治、エスニックグループと貿易
―18 世紀海商団体郊の台湾における出現―
林 玉茹 著
森田 明 訳

概 要
「郊」は 18 世紀から 20 世紀における東アジア貿易において、かなり活躍した商人のグ
ループであるが、台湾史学者以外には注目されていない。その出現の時期については、諸説
がある。本論は様々な檔案文献と長年にわたる国内外のフィールドワーク調査資料を通じ
て、まず康煕年間の施琅をはじめとする福建と台湾の文武官僚が、如何にして大量の商品を
コントロールし、さらに対外貿易に至るまで、台湾の商業貿易の発展に影響を与えたかを論
証する。その次に、1725（雍正３）年、文武衙門の官荘（官有地）が没収された後、地方の
公共建設を民間に転嫁し、商人舗戸が次第に寄付に参加することを明らかにする。しかし、
1763（乾隆 28）年に至るまで、蔣允焄が台湾知府に赴任し、当時台湾の最も重要な輸出商
品の砂糖を華中北部の貿易を支配する商人に促し、率先して「北郊」を設立した。最後に、
一方では乾隆 40 年代に台湾の中部、北部の土地の開墾と水田化の発展によって、台湾と福
建の米穀貿易を支配する商人は、
「南郊」から泉郊（泉州郊）と厦郊（厦門郊）に分離した。
次第に台湾に籍を移した商人以外に、泉郊は最初に主に施琅宗族傘下一派の晋江海商によ
って組織された。他方では、1780 年代以前、台湾府城（台南）は台湾の政治、経済および
文化の中心であるため、鹿耳門もまた唯一の合法的な開港地であり、市場と貿易規模の拡大
によって、郊は一歩進んで外郊（同一航路の貿易商人グループ）と内郊（同業商人フループ）
に分離し、同時に後背地内の重要な港街の笨港と塩水港に拡張された。

キーワード：施琅、官荘、台湾船、糖船、晋江商人

Ⅰ．前言
通常、18 世紀から 19 世紀までの伝統的な中国商人グループが論じられた時、注目される
焦点は、会館、公所および商幇であり、その研究の成果も相当に豊富である（1）。しかし、台
湾の主な商人団体の郊について論究されたものは非常に少ない。相対的に、台湾の会館の大
多数は班兵制度（軍事制度）から生まれた（2）。中国の地縁関係や業界の会館の性質とは異な
り、比較的に独特である（3）。台湾の業界の会館は多くなく、19 世紀中期、末期に、鹿港の
泉郊会館、厦郊会館および少数の同郷会館が出現した（4）。言い換えれば、台湾の商人団体は
主に郊を指しており、専属した建築物を擁するものは非常に少ない。
郊が閩南（福建）と台湾において最も盛んであると、方豪は指摘した(5)。19 世紀末、日本
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人の中国商港での各種の調査によると、郊は主に台湾、厦門、泉州、汕頭およびその対外貿
易圏に流行していた。福州の北部と汕頭の南部の商人団体は、会館、公所や商幇と称してい
た(6)。非常に明らかに、郊は主には閩南語や類似した閩南語（潮州語）を話す海商が組織し
た商人団体である。
あるいはまさに郊はおおよそ閩南語や類似した閩南語（潮州語）の海商活動区に限られた
ため、中国の学者から郊の存在に注目することが少ない(7)。傅衣凌は最も早くから論文「清
代前期の厦門洋行」において、付帯的に提起した厦門十途郊では、洋行と郊商を混ぜて論じ
ていた(8)。陳支平は新たに発掘した個人の文書を通じて、いくつかの家族型郊商の両岸での
活動を論じていた(9)。ただし、論点は商人団体ではない。この数年間、潮州汕頭地域とシン
ガポールの郊に関する研究は遂にいくつかの新しい成果があった。まず、蔡志祥は 19 世紀
下半期の汕頭の潮州商人は如何にして米穀貿易のために、汕（汕頭）郊―香（香港）郊―暹
（暹羅＝シャム＝タイ）郊―叻（新加坡＝シンガポール）郊を組織し、香港、タイ、シンガ
ポールとの貿易活動を拡大した(10)。シンガポールの郊は東南アジア地域で最も多く、相当
詳しい調査を行った(11)、研究成果はわずか 2016 年の呉静玲の修士論文だけである。その
論文は 1860 年代から 1970 年代までのシンガポールの潮州商人が汕頭―香港―暹羅―新加
坡の貿易ネットワークの中での役割を分析し、シンガポール地域の郊を挙げたが、貿易ネッ
トワークがその論文の重点であり、商人団体ではなかった(12)。概して言えば、中国および
東南アジア各地域に対する郊の研究は、なお大きな発展の余地があると言える。
相対的に言えば、郊は清代台湾商業史の中で最も注目を浴びる課題の１つである。1972 年、
方豪は最初に大量の古碑、方志、檔案資料を通じて、清代台湾各地の郊の考証と再構築を行
い、粗略的と感じられるが、独創的な功があり、戦後の郊研究の風潮を開いた(13)。その後、
1978 年から 1990 年までに、卓克華はさらに一歩進んで新たに蒐集した郊の規約と関連文
献を通じて、持続的に多くの論文を発表した。郊の本質、組織の構造、貿易の運営、機能、
没落および部分的なケーススタディーを総合的に帰納的にまとめた。1990 年に出版された
修士論文「清代台湾の商戦集団」
、2005 年に再び修正し、著書『清代台湾の行郊研究』を刊
行した(14)。まず、卓克華は郊の機能を経済、宗教、文化、政治および社会の 5 項目に分け
たが、しかし、卓は常に個別の郊商（郊のメンバー）の行動と郊（商人団体、今日の同業公
会（同業組合）に類似）の活動を混ぜて論じていて、いくつかの論述は再修正と補充が必要
であろう。1980 年から今日までには、蔡淵洯、林満紅、林玉茹、邱澎生が持続的に異なっ
た視点から郊の性質、資本の来源、構成、活動およびそれと会館と公所の違いを説明し、過
去における方豪と卓克華の見解を修正した(15)。2012 年、黄懐賢は最も有力な台湾府城（台
南）の三郊を研究の対象に、清代から日本統治時期の三郊と地方政府、地域社会との間の相
互作用、特に日本統治時期の三郊の再建、転換および 1940 年の解散を明らかにした(16)。そ
の研究は再び過去の固定観念の誤謬をクローズアップした。すなわち、植民地統治によって
も消失せず、言うまでもなく、東南アジア地域の郊は 20 世紀になっても郊は依然として存
在し、事実上、極めて活発に活動している。
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しかしながら、過去の郊に関する研究は、清代台湾の郊を焦点にし、今に至っても台湾の
ほか、郊の存在と相互関係を論じた学術論文は殆どない。事実上、19 世紀の中期末期、厦
門は既に「十途郊」
、泉州と汕頭はそれぞれに「六途郊」があり、20 世紀のシンガポールと
タイのバンコクではしばしば「三郊」の名が出現している(17)。前に述べたように、清代台湾
府城の「三郊」は長期にわたり台湾で最も有力な商人団体であり、それと島外の間の関連は
注目に値する。果たしてこの種類の組織は先に台湾や閩南、東南アジアから初めて出現した
のか。彼らは閩南海商集団の活動に沿って拡大したのか。紙幅の制限上、本論は基本的に郊
の形成を焦点に、
「政治、エスニックグループと貿易」の角度からなぜ最初に台湾に出現し
たのかを論証する。まず、以下には康煕、雍正年間の施琅などの文武官僚の勢力によって台
湾の対外貿易に及んだ影響を詳しく説明する。次に、なぜ乾隆中期に台湾府城で最初の北郊
が出現したのかを説明する。最後に、乾隆末期の府城やその他の港市郊の出現、分離および
その活動を説明する。それをもって、18 世紀中期の海商団体郊が最初に台湾で出現した過
程とその原因を論証する。

Ⅱ．康煕、雍正年間の施琅など文武官僚勢力下の対外貿易
清代台湾の商人団体は、少なくとも 2 種類に分けられた。1 つは、同じ街や同じ村の全て
の舗戸（店舗世帯）が連合した準商人団体であり、同時に「公記」（印章）を有し、権力行
使の象徴とした(18)。台湾府城ではいくつかの街が連合した団体が出現し、例えば 1854（咸
豊４）年前後に、武廟後殿の「六和堂」を拠点とし、設立した「六條街公所」である(19)。1
つは、輸出入商人や同業の商人が組織した郊である。現存の文献から見ると、郊を名義とす
る商人団体が最も多い。
「郊」の意味は、1848（道光 28）年に丁紹儀が『東瀛識略』で下記のように説明してい
る。

「都市の貨物を零鬻(小売り)するものを店と曰う、貨物を集めて各店舗に分けて販売す
るものを郊と曰う。福州、江蘇、浙江に往来する者を北郊と曰う、泉州の者を泉郊と曰う、
厦門の者を厦郊と曰う、まとめて三郊と曰う。郊とは、郊野（郊原）に在るを言い、兼ね
て往来して取引するを曰う(20)」
。

この「郊」とは実は郊行を指すものであり、すなわち、彼らが輸出入貿易を経営する商号
であり、その後、商人団体が組織された。自称や他称の「郊」は、彼らが最初に主に輸出入
貿易の商人が組織したものと関係がある。郊は最初に台湾の沿海の重要な港湾都市から頭
角を現した。言い換えれば、台湾経済の発展と対外貿易は郊の出現の基礎である。本節では
まず鄭氏から清政権への移行の際から雍正年間に、施琅をリーダーとする文武官僚が如何
にして大量に台湾の土地を圏占(占拠)し、同時に鄭氏時期の台湾の対日貿易権の継承と変化
を受け、清代初期台湾において商人団体の出現が困難であった時代の背景を現わしている。
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(1) 閩南、台湾の文武官僚が大量に土地を占拠し、商品を支配
1683（康煕 22）年、清朝は鄭氏政権を破り、台湾を獲得し、施琅の功労が最も大きい。
そのため施琅は多くの反対者の意見を排することにより、台湾を自己の版図に極力編入し
ようとする主張をしたので、遂に康煕帝が翌年(1684)に台湾府を設置し、福建省管轄の一つ
の府に帰属した。1683 年 8 月から 1684 年 11 月までの 15 カ月間の長い期間、台湾の棄留
争議（台湾を保留するのか、捨てるのかの争議）が決定の前に、施琅は鄭氏王宮の財産を私
有化しただけでなく(21)、軍政統治を採用し、もとの鄭氏政権の 5 万石の田賦を支配した(22)。
過去において、伊能嘉矩、石萬壽、李祖基および李文良が注目したのは、清朝の台湾領有の
前後に施琅が台湾で鄭氏の土地や民間人からの献上などの継承方式で、大量に水田や畑を
占拠した現象である(23)。日本統治初期の調査で、施琅の「施侯租」の土地は、嘉義庁、塩水
港庁および鳳山庁に分布し約 3000 甲（1 甲約 0.97 ㌶）に近い。これは僅かに 4 カ所の租
館の土地に過ぎず、道光年間の施家が既に売却した 6 カ所の租館の土地は含まれていない
(24)。そのほかに、施琅の六男・施世驃は、康煕末期の朱一貴事件時に台湾に来て、乱を平定

し(25)、淡防庁で田園（水田・畑）388 甲を購入し、その後、林天成に転売した（26）。康煕、
雍正年間、施琅家族が占拠や購入した土地は終始最も膨大であった。
施琅のほかに、李文良の研究によると、施琅の副手（助手）呉英（文献上、時には呉貴と
記入）などの武官も鄭氏時期の営盤田と文武官田を大量に占拠した。これらの土地は官府で
は登記されず、清代初期の土地の再登記過程で、
「官田」から次第に民間田に変更された(27)。
李祖基は清代初期歴任の武官職官僚およびその親族の台湾での資産を整理し、康煕の台湾
領有から雍正末期まで、多くの来台の武将高官が持続的に土地を占拠したことを明らかに
した(28)。
他方、李祖基と李文良がさらに注目したのは、康煕年間に来台の文武官僚が大量の官荘を
設置した現象である(29)。李文良はこれらの地方官僚が税額徴収の充足のためや、施琅など
の台湾攻略の武官の略奪行為に対処するためであると考えている。民田の請墾制度の推進、
行政運営経費の調達のために、大量に土地を占拠し、田園を合併買収して、小作料を徴収し、
官荘と称した。この種類の官荘は行政経費を調達するためであり、行政機関の設立をもって、
田産も引継いで受け入れた。それは施琅などの武官が継承した鄭氏王朝の営盤田と文武官
田の「官田」とは性質が異なっていた(30)。
李文良の指摘によると、1725（雍正 3）年、台湾官荘の収入は公に帰し、行政システムに
納入して、並びに再び新たに増加と拡張を認めないと監督し厳格に要求した（31）。しかしな
がら事実上、明らかにこの規定は主に地方の文官と武官の規範となったが、特に千総から福
建陸路と水師提督など武官高官は影響を受けていない。1735（雍正 13）年になるまで、武
官は依然として持続的に土地を占墾し、荘園を購入し、甚だしくは境界を越えて開墾し、し
かも彼らの荘園は文官のように、主に地方の行政経費に使うものでなく、個人の私有財産に
変化するようになり、任意で転売ができた。例を挙げれば、蘇明良は、1732（雍正 10）年 7
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月に台湾総兵に任命され、1735 年 4 月に福建陸路提督に就任した（32）。当時、彰化社番草地
の 41 甲を購入し、1740（乾隆 5）年には元の提督は藍理の半月荘を借金の担保として入手
した(33)。福建水師提督に任命された王郡の例では、清代初期来台の武官が、如何にして荘
園を擁有したかの過程は突出して明らかである。王郡は最も早く 1715（康煕 54）年に台湾
に赴任し、台湾鎮標把総を担任して、1721（康煕 60）年の朱一貴事件時に台湾に渡り乱を
平定し、戦功によって千総、守備に持続的に昇進した。1728（雍正 6）年に台湾総兵に転じ、
1732 年 3 月に福建陸路提督に抜擢され昇進した。同年、台湾で大甲西社事件が発生し、王
郡は再び台湾に赴任した。1733（雍正 11）年、戦功と台湾で総兵に任命され満 5 年に近い
ため、
「海域状況の熟知」によって福建水師提督に昇進した（34）。王郡は戦乱を平定した便を
利用し、阿束社番が罪を恐れて献上した土地 122 甲を受け入れ、1739（乾隆 4）年に施世安
に転売した（35）。明らかに、施琅を手本として、台湾攻略と清朝領有の後、台湾に赴任した
武官集団は、事実上、戦功および来台の因縁を通じ、一つの占拠開墾、民間人からの土地の
献上および民間人の荘園購入の伝統を構築した。康煕、雍正の 2 人の皇帝も清朝の建設の際
に、これらの文武高官を特別に優遇して、追求せず、乾隆朝になってからはじめて変化する
ようになった。これらの台湾攻略と台湾に赴任した武官高官は、南台湾を中心に土地を占
拠・開墾し、民間の商業貿易経済の自由な発展に対し、影響を及ぼした（36）。
康煕年間、文武官荘は台湾の課税対象の田園の約 3 分の 1 を占めていた（37）。さらに、
1744(乾隆 9)年の調査資料によると、歴任武職高官が設置した荘園を除いて、雍正年間に政
府に没収された文武の各衙門の荘園は 126 荘、田園は 9,886 甲、台湾、澎湖の各営に新しく
設置され、運営利益を上げた荘園は 15 の荘園、田園は 1,288 甲および東勢荒埔一帯である
(38)

。大まかに言えば、文武各衙門の田園は 12,000 甲に近く、表 1 から見ることが出来るよ

うに(39)、1735 年の総田園の 23％を占め、新開墾の田園の 35％を占め、施琅などの武官高官
の個人荘園は含まれていない。康煕から雍正年間までは、文武官僚は明らかに台湾最大の地
主である。
表1
年代
1685（康
熙 24）年

1693（康
熙 32）年
1710（康
熙 49）年
1735（雍

康熙から乾隆年間の台湾田園の甲数と比例

鄭氏王朝旧
額
18,454 甲
田 7,535 甲
（41%）
園 10,919 甲
（59%）
同上

新墾田
%

1,460
（18%）

同上

1,627
（14%）
7,239

同上

新墾園
%

新墾田園
総計
2,565

新旧田園
総計
21,019

6,547
（82%）

8,006

26,460

B

10,028
（86%）
27,170

11,656

30,110

C

34,409

52,863

D
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資料來源
A

正 13）年
1744（乾
隆 9）年

同上

（21%）
8,089
（22%）

（79%）
29179
（78%）

37,268*

55,722

E

説明：1.%は新墾田や園に占める比例。
2.周志は乾隆元年から 9 年の新しい開墾田園は合計 2,850 甲で、2,859 甲であると記
載。
資料：A: 蔣毓英『台湾府志》
』頁 80。
B: 高拱乾『台湾府志』頁 115、117-118。
C: 周元文『重修台湾府志』頁 160。
D：劉良璧『重修福建台湾府志』頁 129、136-137。
E：范咸『重修台湾府志』頁 143-146。

当時、実物で地租の徴収を実施したため、田園で生産した農産品を納入した。その上、土
地のほかに、糖廍（清代台湾でサトウキビ糖の製造“工場”）、蔗車（サトウキビを運ぶ牛
車）
、牛磨（糖廍內で牛を動力とする石臼車）および魚塭（養魚池）などの各種の生産ツー
ルである(40)。次に、鄭氏時代の田（水田）と園（畑）の比重は大まかには４：６の比率であ
り、園（畑）は田（水田）よりも多いが、その差は特に顕著ではない。しかし、清朝の領台
以後、新たに開墾の地域は台湾府城を中心として、南と北に向かって発展したが、南部は旱
田が多く、そのために、乾隆初期に至るまで、新開墾の畑が新しい開墾田園の 78～86％の
間であり、水田比率の 14～22％よりも遥かに多い。畑は砂糖、麻、豆が多く(41)、特に砂糖
である。さらに言えば、康煕、雍正年間、台湾の最も多い輸出品は砂糖であり、殆ど大半の
利益は閩南、台湾の文武官僚の掌中に握られた。
1684～1686（康煕 22～25）年の間、諸羅県（嘉義県）の知県（県知事）の季麒光は、以下
のように非常に明白な観察をしている（42）。

「台湾では砂糖がないことに心配せず、特に官車の砂糖に心配する。……3 月末から砂
糖の収穫の前に、台湾の筐ごとに梱包搭載して出す者は、皆が官車の烏糖（黒砂糖）であ
り、これは民車の敢えて売らず、官車の先に重利を得るなり。五月は既に糖の解禁のあと、
台湾の成筐を梱載して出す者、皆が官車の白糖なり、これ民車は売る可きは無く、官車は
また座して重利を収めるなり。もし官車の糖が尽く部価により、尽く正供に輸すれば、即
ち百姓は既に追北の苦を免れ、卑職などもまた賠墊（弁償）の虞を免じられる(43)」
。

ここから観察できるのは、清朝初期特に康煕年間、文武官僚は官威に頼り、民と利益を争
い、台湾の主な商品の砂糖の輸出情況を支配した。盧正恆は藍廷珍家族の研究に対して、再
びこれを立証している。すなわち、乾隆年間に至るまで、あれほど台湾における大量の荘園
を擁する武官高官家族が、如何にして、田園で生産された農産品を自ら構築した台湾と漳州
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との間の港湾の航路運輸を通じて、巨額の利益を獲得することができたことを明らかにし
ている(44)。
他方、地方文官も官荘からの額外の収益が得られるため、清朝初期の台湾人が家業を放棄
し荒廃しているところ、多くの復興すべき事柄が山積しているため、橋梁の建設、道路の敷
設、寺廟の建設および官庁など公と私の建設は、主に彼らの唱道による寄付金によって実施
されたものである(45)。そのために、康煕年間の台湾の民間からの寄付は見られず、特別なの
は店舗からの参加である。
(2) 施琅と福建総督支配下の対日貿易
大量の農地の占拠のほか、施琅をトップとし、台湾駐在の兵隊食糧の資金調達措置を名義
として、福建、台湾の文武官僚の勢力も台湾の対外貿易に影響していた。
鄭維中はオランダとイギリスの檔案を利用し考証したところによれば、施琅が康煕帝に
「台湾棄留疏」を提出する前に、一度「台湾のオランダ返却」方式で、イギリス人、オラン
ダ人を誘って、福建や台湾で貿易を行うように計画した。他方、
「外国の貪涎（貪欲）」を理
由に、清朝政府が海禁の維持を促し、福建の海商が中国の対外貿易の独占の目的を達した。
施琅の意図は最終的にオランダが中国との貿易を好まなくなり、康煕帝は海禁を堅持し、両
広総督と福建総督は支持しないため、成功しなかった(46)。しかしながら、これによって見
れば、施琅は台湾での田園の占拠のほか、台湾と福建の対外貿易で莫大な利益の掌握を意図
し、鄭氏政権が擁した経済の勢力を引き継ぐようになった。
早くも 1680 年代の台湾攻略の前夜、施琅は福建と広東の海商の競合関係に相当注目した
(47)。台湾奪還の後、施琅はまず康煕帝の命令を奉じ、前の鄭氏政権時に各国と往来していた

10 数艘の商船の帰国を召喚した(48)。施琅もこれらの商船の召喚の名義で、鄭氏が擁したも
との対日貿易を順調に継続することができた(49)。1684 年 5 月から 7 月の間に、台湾の洋船
9 艘はシャム（タイ）から広東に戻り、１艘は厦門に戻った(50)。厦門に戻ったこの商船は元
来、広南（ベトナム中南部）の貿易往来を行い、施琅は直ちに 2 人の使者を派遣し、この船
に同伴して対日貿易に従事するようになった(51)。1685（康煕 24）年 4 月、元の鄭氏政権の
広東船、広南船、シャム船（2 艘）の合計 4 艘は厦門に帰り、その後も対日貿易に派遣され
た(52)。さらに言えば、前に述べた鄭氏政権の洋船 13 艘のうち 5 艘は厦門に戻り、対日貿易
の「商売官船」になり、最後には台湾の船籍になった。すなわち、清代初期の方志に記載さ
れた島外貿易が認められた 5 艘の尖艚であった(53)。
森田明、黄富三が前後して指摘したのは、清朝の台湾領有の最初の 3 年間に施琅は厦門
を拠点に、台湾の鹿の皮と白糖の日本への輸出貿易に従事し(54)、鄭氏時代以降の「台湾船」
の伝統を継承した(55)。施琅はこれらの利益を支配するために、特に主張した日本への白糖 2
万石の輸出は、必ずしも台湾からの全数の輸出でないが、台湾の白糖が不足した場合、厦門
で白糖を購入して輸出分を補うことが可能であった。靖海侯水師提督の職位をもって、近く
で制御し、巨額の利益を得ることが出来た(56)。この出来事はなぜ 1684 年から 1686 年に至
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るまで、台湾船が日本との間で直接の貿易がないことを説明することができる(57)。しかし
ながら、鄭氏時代のもとの対日貿易権は、施琅によって完全に掌握されていたわけではい。
『華夷変態』から中国の商船に対する報道から観察できるように、事実上、1684 年 12 月に
楊文魁が台湾総兵に任命されてから、台湾防衛の兵糧の確保を理由に、翌年 2 月、台湾鎮と
施琅はそれぞれ商船を派遣し、鹿の皮、砂糖を運び、日本との貿易を行った。4 月、康煕帝
と諸大臣との協議の結果、鄭氏時代の兵糧はわずか 6 万両（600 貫）であり、実際に必要と
する 17 万両に遥かに不足であり、
そのために福建省の文武官僚の首長が責任を負い、泉州、
漳州の砂糖輸出の貿易も中止され、まず対日貿易に対応し、資金を集めて兵糧支弁の措置を
行った(58)。いわゆる文武官僚の首長とは、福州の福建総督王国安と厦門の水師提督の施琅
を指す。1685 年 7 月、福州に商業官船 3 艘、厦門に 10 艘、合計官船 13 艘があり、台湾特
産品の鹿の皮と砂糖を日本に輸送し販売した(59)。その根拠は、1685 年 10 月のイギリス東
インド株式会社の職員の報告からも証明され、施琅は厦門の貿易を支配し、福州地域は福建
総督と巡撫が掌握し管理した(60)。季麒光の指摘によると、某年 2 月 18 日に台湾府の信牌
（許可書）を受け取り、転じて「撫院」
（福建巡撫）の信牌を奉じ、台湾府は鄭氏時代の白
糖 1 万石(61)、鹿の皮 9 万枚を調達し、3 月中に厦門に送り届けるべく、「聴候興販」（取引
が順調に進み、利益を得るよう期待している）(62)。そのほかに、前に述べたこの種類の商業
官船は「公儀船」と称し、商人は僅かな利益しか獲得することができない（63）。言い換えれ
ば、台湾の兵糧の供給のため、鄭氏時代に日本に輸出された台湾の特産品は、主として福州
と厦門の文武官僚高官が共同で支配し、商人の利潤は多くなかった。
兵糧の調達という公開的な名義のほかに、施琅は密かに、依然として台湾の対日貿易の最
大の利益獲得者である。施琅は台湾にわずか 3 カ月滞在しただけで福建に戻ったが、台湾
攻略の功労のため、靖海侯水師提督の封銜を獲得しただけでなく、しかも靖海将軍の名義で
「台湾、澎湖を統轄する職責」の福建水師提督の職位にも就任するようになった。1684 年
から 1685 年に至るまで、施琅は台湾の善後と開海に関する政策を提出し、大多数は採用さ
れ、終始にわたり康煕帝の礼遇を受けた（64）。そのために、施琅は厦門では絶対的な権力を
持ち、各港に到着する商船はすべて彼に通報する必要があり、それによって大小の商船を支
配していた（65）。1684 年 7 月から 1686 年に至るまで、施琅の商船は持続的に日本の貿易を
行い、泉州の陸路提督でしかも台湾攻略の武将の萬正色も（66）、商船 1 艘で日本との貿易を
行っていた（67）。1687（康煕 26）年、商人はようやく過去における「官方貨物」に属する台
湾の物産の白砂糖、鹿の皮の売買が自由になったが、その一部分は厦門に運ばれた(68)。明ら
かに、清朝政府が領台前の 3 年間は、従来の鄭氏政権の対日貿易の利益は、福州、厦門およ
び泉州の文武官僚が台湾での兵糧の支弁や戦功の公的、私的の名義で分奪を行っていた。
他方、領台前の最初の 3 年間は、台湾では人が去り、土地が荒廃の状態であり、1684 年
初期、台湾駐在の清朝軍は、投降の海商の財産に過分な利益を抱いただけでなく、商業交易
に妨害を行い、それに秋に広東で海禁を開いたため、これらの海商はやむを得ず中国に戻っ
た。1685 年末に至るまで、台湾で 2 回の叛乱が発生し、清軍は豪邸を破壊し、残存の人口
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が更に少なくなった(69)。台湾に居住する漢人が大幅に減少し、毎年泉州、漳州および厦門に
戻り、もともと数万人がわずか数千人に変化するようになった。砂糖と鹿の皮の生産量もわ
ずかに鄭氏時代の 10 分の 1 に減少した(70)。このような状況下で、大部分の主要な特産品の
砂糖と鹿の皮は、官船によって日本に輸送され、民間の商業貿易の発展は当然困難であった。
1689（康煕 28）年、台湾の人口は 4～5 万人で、鹿の皮、砂糖および米穀がやっと鄭氏
時代の生産量に回復した。1690（康煕 29）年、住民は既に 10 万人前後に達し、砂糖、鹿の
皮が主要な輸出品となったが、大商人はまだ出現していない。1692（康煕 31）年に至るま
で、内地からの移民がますます多くなり、台湾の経済はますます繁栄し、生産された米穀は
福州に運ばれ、商人の売買も次第に多くなった（71）。さらに進んで、康煕 30 年代以降、台
湾の移民は一段と多くなり、経済発展が漸く軌道にのるようになった。
しかしながら、1687～1723（康煕 26 から雍正元）年、台湾の商船は対日貿易を自由に行
えるようになったが、施琅は依然として靖海将軍の名義で終身福建水師提督の職位を維持
し、台湾と澎湖を支配し、1696（康煕 35）年 3 月に官署で亡くなるまで持続した（72）。施
琅が亡くなる前、浙江定海、福州海壇、台湾南澳から広東碣石と潮州に駐在の将軍は、施琅
の昔の部下や関係が深い仲間である(73)。そのために、1683～1696（康煕 22～35）年の間、
華南地域の沿海はおおよそ施琅の勢力下に置かれ、臨死の前、施琅は特別に上奏し、関係が
親密な江南提督の張旺を福建水師提督の後任者として推薦した（74）。明らかに、施琅は依然
として家族の巨大な貿易の利益の維持を意図し、特に対日貿易を重視した。
朱徳蘭と鄭瑞明は、康煕年間に日本行きの中国船の数量の整理から証明することができ
た（75）。清代領台の後、日本行きの福建船舶数が終始最も多く、最も多い時には 74 艘に達
し、台湾船舶数はわずか 1～5 艘であった。施琅が病気に罹り、亡くなる前の 3 年間に、浙
江、江蘇の船舶数は次第に福建の船舶数を凌駕し、対日貿易の主要な船隊になった。施琅が
亡くなった後、台湾の船舶数は次第に増え、1706（康煕 17）年には 17 艘の最多数に達し
たが、1709（康煕 48）年以降、急速に 1 艘までに減少した。1715 年、日本政府は長年にわ
たり予期したよりも大量の銀貨・銅貨が海外に流れ（輸入超過）
、大量の銅の流出および密
貿易の問題を解決するために、新しい貿易法「正徳新令」を公布し、日中の定期航路の船舶
が発行した信牌（入港許可書）がないと、貿易を行うことができず、台湾船はわずか２艘し
か認めなかった(76)。ここからわかるように、1696 年以前は明らかに、施琅の勢力は中国の
沿海の港湾の対日貿易に影響を及ぼしていた。しかし、彼が亡くなった後は、華中の三江（江
蘇、浙江、江西）商人が次第に対日貿易を支配し、加えて台湾の対日貿易の縮小によって、
台湾と福建の貿易商人は商品を集中的に華中へ運搬し、清代初期の台湾と華中との貿易関
係の新たな序幕を開いた。
他方、朱徳蘭の康煕から雍正元年の対日貿易の台湾船の記録から見ると(77)、これらの船
舶は「台湾船」と称したが、しかし、船舶、船主、船の総務、および船客の身分は、厦門船、
漳州船、福州船、普陀山船、南京船、高州（広東高州）船、寧波船、広南船、大泥（タイ・
パッターニー（ Patani）＝中国名は「北大年」。
「パッターニー」の発音が中国語の「大泥」
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に近いため、このように呼ばれた）船、カンボジア、ジヤガタラ（Jacatra、ジャカルタの
古称）の間で流動的である。元の出港地も厦門、寧波、泉州、福州および海南も含まれてい
る。彼らは常に台湾で砂糖、鹿の皮を載運し、上海、舟山、寧波や普陀山に行き、シルク織
物を加載し、船の事務処理の後、再び日本長崎に運行し貿易を行った。明らかに、彼らは鄭
氏時代から東南アジア、台湾、中国の沿海および日本に航行する海商である。
しかしながら、1703（康煕 42）年、清朝政府は商船に制限を加え、双桅（2 本のマスト）
、
船梁は 1.8 丈以下(78)、加えて 1717（康煕 42）年に人民の南洋貿易が禁止され（79）、船舶が
小さくなり、航海の範囲も変化するようになった。1722（康煕 56）年、黄叔璥の『台海使
槎録』は当時の「海船の多くは漳州、泉州の商人」と明確に指摘した。しかし、彼らは主に
中国の沿岸の各港で南北貨物の貿易を行い、航路の場所は台湾、漳州、泉州、福州、建甯、
厦門、上海、蘇州、浙江、寧波、山東および関東をも含んでいて、清代初期の方志で一般的
に論じられた東洋やルソンには及んでいない。他方、商品について、米、麦、菽（豆）、糖、
サツマイモ、鹿の肉を厦門に至るそれぞれの港に運び、砂糖、藍靛（インジゴ、青色の染料）
およびフカヒレを上海に運び、再び小船で「姑蘇行市」
（江蘇省蘇州市の近郊にある呉県の
市場）に運んだ(80)。これによって見ると、台湾の特産物は如何にして泉州、漳州の海船を通
じて沿海各地に運ばれ、砂糖、藍靛および南台湾で生産されたフカヒレが(81)、主に華中市場
までに輸出されたかがわかる。1711～1720 年間、台湾の対日貿易が縮小の後、台湾の日本
への砂糖輸出が華中市場に転向するようになり、1724（雍正 2）年に台湾の対日貿易が停止
され（82）、施琅などの水師武官と以前の東アジアの長距離貿易の海商が進出した、台湾の輸
出貿易の支配や影響は終焉を迎え、残ったのは台湾と中国内地との航海の海商の時代の到
来であり、特に台湾現地の船戸の出現である。
(3) 台湾船から糖船に至る：雍正年間台湾と華中の砂糖貿易の興起
17 世紀台湾の貿易は、砂糖、鹿の皮が主な輸出品で、主な輸出先は日本、ルソンであり、
前に述べた鄭氏時代以降に長距離貿易の大型帆船「台湾船」が主導していた。領台初期、蒋
毓英の『台湾府志』には、鳳山県と諸羅県（嘉義県）の鹿の皮、獐（ノロ。小型の鹿類）の
皮および麂（キヨン。鹿の一種）の皮は、
「東洋向け販売用」と記載している（83）。1717 年、
周鍾瑄の『諸羅方志』でも麂の皮は「ルソンで使われ、商人は搭載し貿易を行う」と述べて
いる（84）。
1697（康煕 36）年に台湾に渡り硫黄を採集した郁永和は「サトウキビを植え、砂糖を造
り、年間に 50～60 万（石）を生産し、商船を購入し、日本、ルソン諸国と貿易を行う。ま
た、米穀、麻、豆、鹿の皮、鹿の肉、四方に輸送するものは 10 数万（石）である」と全面
的に指摘している。そのために、台湾は内地（中国大陸）の各州県と比べて豊かであった(85)。
しかし、1691～1700 年以降、鹿の皮の輸出が減少の情況になり(86)、米穀が次第にこれに変
わった(87)。『諸羅県志』は詳しく描写し、淡水にはたまには内地の商船が港に来て、五穀、
鹿の肉を載運するほか、商船と台湾の小杉板頭船が西部の主な港に来て砂糖、五穀、菁（ス
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ズナ）
、胡麻および豆を載運する現象が見られた(88)。米穀の生産量は前に述べたように、砂
糖よりも遥かに少ない。乾隆年間になってからは、北中部地域が積極的に開墾され、大量の
水田化以後（89）、はじめて変化が見られた。
他方、台湾が清朝の版図に加入された初期に、清朝政府は米穀の生産不足による米価の高
騰が社会の治安問題を引き起こすことを恐れ、政府側は食糧米の管理政策を採用し、出港の
船舶は食用米 60 石のみの持ち出ししか認めなかった（90）。1727 年に台湾から政府用米穀の
輸送が始まったが、民間米穀の輸出量が更に多く、しかし、依然として商船を通じて、米穀
の運搬制限量を運び、米穀輸出および個人の米穀の密貿易取締りなどの政策に照らし、台湾
米の輸出量を厳しく制限した（91）。清代末期まで、依然として常に米穀禁運の度々の管制が
あり（92）、砂糖のような一般的な自由貿易の商品になることはなかった。
1736（乾隆元）年以前、砂糖は長年に渡り最も重要な輸出商品であり、新開墾地は主に砂
糖（サトウキビ）の生産のほか、他方、東南アジアと中国の各地と比べて台湾産砂糖の品質
が最も良く、日本の市場から歓迎された(93)。オランダ統治時代から鄭氏時期にかけて大量
に日本に輸出しただけでなく(94)、康煕、雍正年間に日本の市場が縮小から停止したあと、明
らかに、台湾製砂糖の貿易市場が日本から華中地域に転換するようになった。明朝末期以降、
台湾は福建・華中と砂糖と綿花・綿布との交換の貿易構造に組み込まれるようになった(95)。
1724 年、福建水師提督の藍廷珍が指摘するように「江蘇、浙江の二つの省の民間が必要と
する砂糖物産のすべては、台湾との帆船貿易に依存する」ようになった(96)。翌年、福建巡撫
の毛文銓は、華中に輸送する台湾製砂糖は現地で糖税を支払う必要があると指摘している。

「糖税を調査する人は、江蘇、浙江の人民が台湾に行き砂糖を購入し、梱包して各地で販
売したが、税関通過時に輸出税の項目がある。毎年の船舶数は約 500、600、700 艘と一定
ではなく、毎艘は輸出税 16 両 2 銭を支払う」という(97)。
1725 年、閩浙総督の覚羅満保はさらに進んで、「密遣人」
（秘密調査員）を福建厦門、浙
江寧波、乍浦、江南の上海に派遣し、
「各所の毎年台湾から到着する船舶数、台湾産砂糖か
ら収取の税額を密かに調査」した。この調査から分かるように、台湾産の砂糖、藍靛の「毎
年の輸出量は 2,000 儎以上であり、定例によると内地の販売箇所は輸入税を支払うが、台湾
での輸出は税金を支払っていないため、命令により厦門で登録してから行くことが認めら
れた」(98)。これらの糖税は基本的には主に台湾の兵餉（へいしよう。兵士の公糧と給与な
ど）の需要に供給するため、雍正帝も福建省と台湾府の官僚に糖税について討論するように
命令し、それぞれの官僚は各自の利益の視点から意見を提出したにもかかわらず、1724 年
の対日貿易が中止されてから、1725 年 8 月のこれらの官僚の調査と報告を根拠に、台湾産
砂糖の貿易の商船がいかにして台湾船から糖船に転換したかの過程と数量を見ることが出
来る。1724 年 4 月から 1725 年 3 月、鹿耳門の報冊には砂糖の輸出船計 904 艘と掲載し、
そのほかに、船の中に胡麻、豆、麦などの貨物が搭載され、百余石や数十石の輸出で、合計
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987 艘である。
「砂糖搭載の船舶は、大小は均しく、それぞれ毎船約 1,000 担、定則に従う
と、白糖、烏糖（黒砂糖）の輸出税は、毎年 4 万両に近く」、
「台湾は砂糖と藍靛だけであり、
そのほかでは徴収できる税がない」
、兵餉はこの税収に頼り、糖船に「毎艘 50 両を兵餉とし
て徴収した」
。1724 年度、厦門は台湾産糖税の約 9,000 両余りの銀を徴収した。寧波は台湾
産砂糖と藍靛の課税に約 4,000 両余りの銀を徴収した。
乍浦には台湾糖船 118 艘が到来し、
台湾産砂糖と藍靛の税金として約 1,500 両余りの銀を徴収した。上海には台湾糖船 477 艘
が到来し、台湾産砂糖と藍靛の税銀約 1 万 1,000 両余りを徴収した(99)。徴収した糖税の金
額はそれぞれの官僚によって言い分は必ずしも同じではないが、雍正年間以降の台湾の砂
糖と藍靛を中心に上海、寧波および乍浦など華中の市場に輸出した商品は突出していたと
言える。明らかに、この時期に台湾の輸出市場は既に日本から華中地域に移転したが、依然
として厦門１港からの進出には登記を行う必要があった。他方、糖船からの糖税の徴収は、
兵餉の主な来源である。船舶数は 1,000 艘近くに達したが、搭載量の重さはわずか 1,000 石
であり、明らかに長距離貿易の洋船と比べると少なく(100)。商業資本の規模も少ない。
要するに、清代初期台湾の対外貿易は、最初からオランダ統治時代、鄭氏時代の伝統を継
承し、鹿の皮、砂糖を日本の長崎に輸出した。しかし、康煕末期の対日貿易の縮小以降、砂
糖、藍靛、胡麻および落花生油などを華中市場に輸送するようになった。まず、華中市場に
運行する船舶は厦門に行き登録してから北に向い航路を上海、寧波および乍浦、さらに蘇州
などの地に行くことが出来た。18 世紀中国の経済センターとしての蘇州は（101）、最大の販
売センターであった。このような現象は、清代半ばになってから大きな変化があった。

Ⅲ．乾隆中期における郊の出現
果たして、
「郊」はいつ頃に出現したのか。また、最初にどこで出現したのか。過去にお
いて、多くの人々は日本統治初期の多くの文献が蔡国琳の所説を引用し、1725 年に最初に
出現したのが北郊の蘇萬利であったとしている(102)。卓克華の推測である澎湖の郊は、康煕、
雍正王朝の際に設立したと遡る(103)。まず、本節はどのような時代の背景の下で、郊は乾隆
中葉に、すなわち、1760 年代に正式に出現したのかを論証し、かつ、なぜ北郊が最初に出
現したのかを説明する。
前に述べたように、康煕、雍正年間、台湾で新たに開墾した大量の土地は、施琅をトッ
プとする文武官僚の手中に掌握され、対外貿易も大きな影響を受けた。しかしながら、
1711 年から 1720 年間、台湾の対日貿易の縮小により、主な砂糖の輸出は華中貿易に変化
したあと、それに、三江商人（江蘇、浙江、江西の商人）の興起により、施琅などの武官
集団の貿易勢力が弱まった。台湾と内地貿易に従事する船商はますます活躍するようにな
り、さらに進んで台湾に長期駐在することや、大陸から籍を台湾に移すようになった。
1715 年、台湾府城は「中街貿易」
（十字路の街を中心の貿易活動）のために(104)、「泉州、
漳州の諸商人」(105)は、最初に水仙尊王を崇拝する水仙宮を建設した。寺廟は「壮麗で技
（106）
術は巧みで、多くの寺廟のうちの第一位であった」
。言い換えれば、台湾府城で輸出
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入貿易を経営する商人は、当時における最も壮麗な寺廟の建設に既に出資する能力を持っ
ていたことになり、一定の規模の財力を示すことになった。しかも、雍正元年になると、
福建督撫は台湾から内地に輸出する糖稅を依然として支配し(107)、武官高官も継続して田
園を占墾し、台湾の各地の商業貿易の大幅な拡大と大商人が出現するようになった。乾隆
時期になってからは、康熙、雍正年間の武官の田園圏占と船舶に対する賄賂の要求などの
悪い慣習の問題、特に全面的に官僚の土地占墾を禁止した後に、徹底的に諸悪を根絶する
ようになった。
康熙、雍正年間、清朝の興起の際、戦功があった武将、特に福建水師提督に対し極めて優
遇した。しかしながら、乾隆朝時に国勢が強大となり、武将高官に対しては遠慮することが
なくなり、遂に最初に施琅が始めた船舶の悪習を根絶するようになった(108)。船舶の規定は
施琅が康熙年間に、
「自らの独占勢力に依存し、自らが規例を決め、自らが実行」すること
によって澎湖で始めて創られたが、
毎年漁民世帯からの規礼銀の収取を 1,200 両と決めた。
雍正 7（1729）年、福建水師提督の許良彬が赴任後、
「皇帝に上奏して公の資産に帰するよ
うに裁定を請い、それをもって提督衙門の公事に使用し、毎年に交納して、これよりおおむ
ねもって常と為す」と。乾隆 2（1737）年、清高宗も礼銀の徴収を退け、
「商人から任意に
厳しい要求をし、漁民に多くの搾取を与えることは、沿海の貧困民を騒がす原因になる」と
考え、そのために閩浙総督郝玉麟に「永遠に禁止する」と命じた（109）。
その次に、 1725 年、すべての文武衙門が所有する官荘を調査し、官荘の収入を公金とし
て納入したが(110)、武官高官の個人の荘園は含まれていない。1744 年、福建巡撫周學健は、
施琅集団が官荘を占拠している弊害を調査するように皇帝に上奏し、
「民業や番業を確定さ
せ、武職大小の官僚が荘産を創り、草地の開墾を禁止」(111)するよう上申した。その後、文
武官僚は康煕、雍正年間には大量の輸出商品を支配することが不可能となり、民間の開墾と
商業活動がより自由に推進することができた。そのために、南台湾の多くの土地は施琅、藍
廷珍など武官高官の不在地主が持ち、逆に中部、北部地域の多くは民間人の身分が保有する
ようになった。例を挙げて言えば、乾隆年間に竹塹地域（新竹）に来た輸出入の貿易商人は、
積極的に大小の租権を購入し辺区の開墾活動を行っていた（112）。
乾隆朝、乾隆帝は福建と台湾の文武官僚に対し非常に厳しく対処し、来台の官僚の多くが
免職され、甚だしい場合、資産が没収された（113）。1785（乾隆 50）年から 1794（乾隆 59）
年間までに、依然として常に官僚に命じ、密入国や密売を調査するようにさせた。そのため
に、乾隆時期には福建と台湾の文武官僚に対する規律が最も厳しく、それに管制が最も厳峻
な時期であった。このような状況下において、一方、台湾各地の開墾と商業貿易に対し政府
側からの規制が弱くなったので、次第に盛んに発展するようになり、台湾の対外貿易を推進
する海商がさらに進んで台湾に籍を移し、現地で経営活動をするようになった。
雍正末期から乾隆年間に至るまで、台湾各地は積極的に開墾されるようになり、特に 1733
年から来台が認められた「流寓人民」
（主に大陸からの渡台移民）は、家族の同伴が認めら
れるようになったので、人口は大量に増加した。1739 年、閩浙総督郝玉麟は「戸籍人口は
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昔の 10 倍に増えた」と指摘し、対外貿易の規模も絶えず増加した。もとの砂糖貿易のほか
に、台湾産米は台運の官方米穀と民間米穀の２つの方式で運搬し、福建の泉州、漳州の四つ
の府の米不足分を補うようになった。民間米穀を運搬する商船は、2,000 余艘に達し、搭載
する米穀は既に官方米穀の 1.5 倍であった（114)。1742（乾隆 7）年以降、台湾産米の対外密
売の記録は次第に政府側の資料に出現するようになり、乾隆帝は福建省と台湾の官僚に厳
しく調査するように要求した(115)。しかし、18 世紀の南部は台湾米の輸出センターであった
が、19 世紀になってから中心が中部に移転するようになった(116)。
1750 年代、台湾府城およびその後背地は既に相当豊かになった。1752（乾隆 17）年、
王必昌の『重修台湾県志』には「府城と郊外は、船車が寄り集まって込み合い、生活の資源
が豊かであった」(117)と指摘している。また、彼が注目したのは、
「台湾船は江蘇、浙江、錦
州など多くの州に行き、年間１千艘を計える」ようになった。その上、台湾から上海、寧波
から膠州、錦州および蓋州（遼東地区、營口）に至る航程を非常に詳細に記録している(118)。
前に述べたように、1750 年代の台湾府城を中心に対外貿易は、一方では康熙末年以降の
華中との往来から、東北まで伸びた糖船貿易があり、他方、厦門に向かう横洋船（台湾と福
建間の海峡を越える木製ジャンク船）貿易である（119）。この時期、清朝政府は台湾府城の鹿
耳門と福建厦門との間の単一往来の対応貿易政策を施行し、加えて故郷との地縁ネットワ
ークを持っていたため、来台貿易の商人の大多数は漳州、泉州の商人であり、商船はまず先
に厦門に帰り、その後再び北に向かい、中国の沿岸で貿易を行っていた（120）。そのために、
台湾府城と厦門を中心とする貿易の往来が最も活発であった（121）。
この種類の交易の原始型態は、泉州、漳州からの商人自らが購入した船舶か、雇った船で
台湾に行き（122）、中国内地の手工業製品や日常用品と台湾沿岸港口の商店（行店と称する）
や直接に設立した代理行（代理店）の農産品を交換した。1784（乾隆 49）年以前、鹿耳門
は唯一の正式な貿易港のため、沿岸各地の港では主に台湾に属する小型商船を使い、土産品
を府城に運んで交易が行われた（123）。台湾府城でもそれによって、最も早くから台湾に落籍
をして、九八行や船頭行の郊行を経営した。恐らく両地商品の「交關」（台湾語、意味は商
売の往來）や台湾府城と厦門の間の固定した商行の「對交」
（台湾語、互いの商売の往來）
から転じて、専有用語の「郊行」
、
「郊戶」、
「郊舖」になった可能性がある（124）。これら個別
の郊行はすなわち『苑裏志』が描写した「各商人が各自に配運」の「散郊戶」
（商人団体の
郊がまだ設けていない輸出商社）である（125）。これも彼らが海洋貿易（過水【訳注 1】、走水【訳
注 2】

）に従事し，ある時には汎称して「水郊」と呼ばれた。大型の貿易都市の「散郊戶」は、

市場で一定の規模に達した時に、経済、政治および宗教の条件に基づいて、各種の商人の団
体を組織することが可能になった（126）。
現存する台湾と福建の碑文を対照すると(127)、確かに、郊 は最初に台湾で出現し、しかも
台湾府城の北郊がその中の最初である。北郊の蘇萬利が最も早くから組成され、清代初期台
湾の輸出商品は主に砂糖であり、輸出市場は主に華中以北であり、利益獲得は最大の貿易集
団によるものである。
「蘇萬利」
，と言う名称を付けたのは、あるいはその大多数が、蘇州や
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江蘇貿易に従事した商人によって組織されていたという意味を含んでいた可能性がある
(128)。そのために、郊は最初は同一地域に向かう航運貿易の連盟であり、会館と公所の設立

は同じ故郷に基づく集団の名称であり、両者は明らかに異なっている。長距離の沿海貿易の
ために、団体の協力によって直面するかも知れない各種の航海でのリスク、市場、政治など
の問題を解決する必要がある。しかも共同で寺廟の修繕費を寄付し、神祇を崇拝して、貿易
の順調を祈ることである。早く康熙年間から，泉州、漳州、興化などの「商幫」と後に在地
に根を張った台湾の商人は、すなわち、浙海関の寧波(129)で、老会館と大会館などの２つの
福建会館を共同で建設し、媽祖を崇拝した(130)。
他方 1725 年に、前に述べように、２つの重要な出来事があった。第 1 に、各文武衙門で、
もともと行政費用に充てた荘園が没収され、地方の各種の公共建設の費用は、遂に民間が負
担するようになった。第 2 に、閩浙総督の覺羅満保が台湾から華中に行く糖船貿易に対す
る調査を行い、それによって最も富を持つ貿易商人は、富を隠すことができず、その上、寺
廟、橋梁の建設や修繕活動への参加をせざるを得なくなり、甚だしい場合、地方衙門の公共
建設にも寄付するようになった。これは日本統治初期に蔡国琳が、三郊が 1725 年に設立さ
れたと認めた根拠である。雍正年間から乾隆初年までに、確かに、台湾府城と淡水地域では
郊商が地方の橋梁の建設や寺廟の建設の活動に既に参加していた(131)。しかし、台湾と厦門
などの地の各種の「捐題碑」
（寄付者の名前を記録した碑）の大多数は、地方の官僚や民間
人の名前が記入されているが(132)、商人団体の名義は見られない。
例を挙げると、航海貿易の必要のため、媽祖信仰のほかに、海船が嵐に遭遇した時に、
「划
【訳注 3】
水仙」
の方法を用いると、破浪穿風（波を破り、風を穿つ）に、非常に効き目がある

(133)。そのために、郊商は常に水仙尊王を崇拝している。台湾の多くの水仙宮は各地の郊に

よって建設されている(134)。そのうち、前に述べたように、台湾府城の水仙宮が島内で最も
早く創設され、1741（乾隆 6）年では単に「金銭を寄付し、土地を埋め、寺廟の門面を構え、
土台造り」の修繕だけでなく(135)、別途に三益堂を建設し、道光年間に台南三郊の議事公所
になった。しかし、1741 年の「三益堂碑記」のなかに、
「我が同人が大殿、拝亭、頭門を新
たに修繕し、海の出口（港）に鎮座した」とあるが、最後には依然として個人の名義の条列
になっていた(136)。1764（乾隆 29）年になってはじめて北郊蘇萬利によって具体的な名義で
碑を建てた(137)。また、西門外鎮の渡し場の安瀾橋について、
「行き交う人の踵が続いて、船
が出入り」する盛況を伝えている。1720（康熙 59）年、台湾府知府（府知事）の王珍が再
び修繕した(138)。1754（乾隆 19）年には「里人」の侯宗興は「南濠、南勢の行衆」に寄付金
を募集し、安瀾橋を重建した。1774（乾隆 39）年になってからはじめて北郊によって「重
建安瀾橋碑記」の碑が建てられた(139)。明らかに、前に述べたメンバーの大多数は郊商の身
分を持っていた可能性があるが、1744 年の「重建安瀾橋碑記」の侯宗興は蘇萬利の「董事
（理事）
」と追加して述べている(140)。1790（乾隆 55）年、
「重建太平橋碑記」に初めて 1728
年の台南府城の北郊の蘇萬利が自ら建設費を準備し、太平橋を修繕したと記している(141)。
しかし、康熙年間から乾隆初年の碑記の中には、商人団体が出現していない。1763（乾隆
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28）年、はじめて「北郊列号」に、水仙宮について修飾した記録が残された。言い換えれば、
雍正初年に台湾府城の郊商が政府に替わり、重要な橋梁の修繕の寄付を捻出し、絶えず莫大
な寺廟の建設、橋梁の修繕などの共同の寄付金の対応が必要になり、個々の郊商がさらに進
んで連結して組織するようになった。しかし、塹郊の金長和のように、乾隆末年に早くも竹
塹（新竹）に来て貿易する船戶と郊商は、嘉慶 23（1818）年になってからようやく商人団
体を組織した(142)。散郊戶から郊の結成までに、往々にして偶然の機会と因縁によって設立
が可能となったのである。
なぜ 1763 年になってから正式に北郊が出現したのか。これは台湾府知府（府知事）の蒋
允焄と関係があると考えられる。同じような状況は、乾隆 40 年代の蒋元樞が台湾府知府に
任職した時期にもある。蒋允焄は貴州貴陽人であり(143)、1763 年 6 月に台湾府知府に任命
され(144)、彼を賞賛する「去思碑」の中に述べられているのは、彼は赴任すると、ただちに
「興利除弊（利益を興し、弊害を除く）」
、具体的に「桝の量を正し、銭法（公正な貨幣交換
制度）を守り、商人を賑恤し、貧民を救済する」ほかに、萬壽宮を建設し、
「それぞれの寺
廟を修繕し、宮庁を建設した」(145)。1764-1765 年間、彼は次々と德安橋を重修し、龍神廟
更衣亭、関帝廟更衣亭、大天后宮更衣亭を興建し、四合亭に官衙園林「鴻指園」を新しく建
設し、土地を選んで海東書院を別建し、萬壽宮を新たに建設した。1768（乾隆 33）年 12 月、
彼は分巡台湾兵備道兼理提督学政に昇任し、1770（乾隆 35）年に捐俸をもって洲仔尾塭岸
を重修した(146)。
蒋允焄は府城で土木建設を積極的に行い、過去の慣例に従い、官僚は給与の寄付を発起
し、挙人、生員を主導して共同で参加のほか、商人にも寄付を呼び掛けた。北郊は初めて郊
の名義で水仙宮の修繕に参加し、これはちょうど蒋允焄赴任の 1763 年に行われた。明らか
に、知府（府知事）が強いリーダーシップによって「商人による救済」の下で、
「寺廟の修
繕」の政策に合わせて行われた。1765（乾隆 30）年、
「商人蘇萬利」の名義による「水仙宮
清界碑」があり(147)、この間の手掛かりが提供されている。この碑は蒋允焄が書いた文章で
あり、1764 年、蒋允焄は水仙宮の近くに住む住民に諭告し、廟の前の港道（南勢港）を清
理した事蹟があり、後面には蘇萬利の説明があり、1763 年の冬、
「北郊列号」は水仙宮の廟
が荒廃したままであったので、まず 600 人の多数を集めて、水仙宮を修繕した。しかも、知
府は「公務の暇に、粛しんで故址の清掃を命じ、汚れを除いた」
。それによって、
「商店によ
って汚損された」廟の庭と長い歳月によってゴミが積もった港道が一新することができた
(148)。明らかに、蒋允焄が台湾に赴任の後、多くの新政を施行し、商人とその貿易によって

もたらされた利益も非常に大きい。同時に、寺廟の修繕を行い、府城の水仙宮はもともとか
ら北郊のメンバーとの関係が深く、郊商が寺廟の修繕と港道の清掃のニーズに直面した時
に、商人団体を組織して対応し、遂に北郊が設立された。
德安橋の修繕も一つの証拠である。この橋は嘉義県、彰化県の要衝に位置し、1747（乾隆
12）年に、
「里人が集まって修築を施した」
。1764 年、德安橋は再び、洪水によって崩壊し
た。北郊と地方の生員は台湾の新任知府の蒋允焄の「榮蒞台疆，德政覃敷」
（台湾への栄任
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に際し、徳政を深く、広く施す）
、
「百廃俱舉」
（これまで荒廃して顧みられなかった多くの
ことが、復興されようとしている）ことに感謝し、寄付金の募集を始め、呼びかけに応え、
共同で董事（理事）を担当した。德安橋の修繕によって、「蔣郡侯德安の橋」とも呼ばれた
(149)。

華中貿易に搬送するサトウキビ製糖、藍靛の商人が北郊を組織した後、台湾と福建の間に
活躍した米穀、雑貨などの貿易商人は、これに沿って南郊を設立した。1770 年、初めて出
現した南郊の金永順と北郊は、台湾県捕庁衙門の修繕費を共同で捐供した。1772（乾隆 37）
年、台湾道の奇寵格の呼びかけで、両郊は府城北関外の柴頭港の福德祠を再び共同で修繕
し、しかも北壇地蔵王菩薩廟と將軍祠を修繕した(150)。全体的に言えば、1760 年以前，台湾
の公共と地方事務は、依然として地方官僚や民間人、個別の商号（商店）が共同で寄付した。
乾隆 20 年代末に至って、台湾府知府や台湾道の唱道の下に北郊、南郊が、地方の寺廟、橋
梁の修繕および衙署などの公共工事建設や宗教活動にようやく頻繁に主導的に参加するよ
うになった。郊はおおよそ 1760 年代に正式に出現したと考えられ、1750 年代以前ではな
い。
相対的に、福建地域の廈門は、最も早くから台湾の府城との両岸の港であり、最も早くか
ら郊の名前が出現したが、しかし、その時期はさらに遅い。廈門海岸に位置した南海普陀寺
は、施琅の修繕によって名称を変えた。福建水師提督から福建沿海の海防同知、水師將弁の
皆が寄付に参加した(151)。しかも台湾との関係が最も密接であった。1764 年、この寺は台湾
道の覺羅四明が唱道し、龍王廟を建設した。前に述べたように、北郊を促して成立した台湾
府知府の蒋允焄と台湾県などの三県の知県(県知事)が出資したが、碑記にはわずかに「台湾
府、庁、県の助俸（給与を寄付）、並びに台湾と厦門の商民が積極的に金銭を拠出」したと
記録しているに過ぎない(152)。明らかに、台湾商民は台湾道の唱道の下で、また、台湾、厦
門の両地の航海の安全のために、故郷に帰り寄付によって寺廟を建設したが、直接に郊の名
義は書かれていない(153)。1791（乾隆 56）年になってから、
「南海普陀寺重修碑記」の中に、
初めて「台厦南郊金永順」と記名され、寄付金は 400 大員である。この金額は首位に名前が
書かれた福建水師提督哈當阿の 100 大員を大きく凌駕している(154)。
「台廈南郊」の名義から、いくつかの顕著な情報を見ることが出来る。第一に、この時期
の南郊は台湾府城と廈門の郊商によって、共同で組織されており、南郊は主に廈門と貿易を
推進し、遂に共同の寄付によって該地に普陀寺を修興した。類似した情況は後鹿港、艋舺（万
華）
、笨港などの地の郊にも出現した。すなわち、事実上、これらの郊は閩商（福建商人）
と台湾商人の連合体であり、彼らの大多数は台湾と廈門、台湾と泉州の間の 2 つの地域の貿
易に従事していた。嘉慶、道光年間の両地の郊号は往々にして対応の名称であった。例えば、
鹿港廈郊と廈門鹿郊はすべてが「金振順」と称し、明らかに、同一の商人団体である(155)。
道光年間に至るまで、台湾道の姚瑩は、
「台湾の地の郊商の多くは廈門で生まれた」、
「台南、
鹿港の 2 カ所の郊商の大半の家は厦門港にある」と指摘している(156)。少し誇大な表現であ
り、現地の郊商と次の節で論証する晋江の施家を始めとする泉州商人の存在を無視してい
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るが、しかし一部分の事実を指摘している。第二に、明らかに、
「郊」の用語は最初に台湾
と內地貿易に基づいて生まれ、しかも最初に台湾で出現した。他方、明らかな証拠は、廈門
の水仙宮は 1802（嘉慶 7）年に重修され、当時は「諸行商立石」
（諸行商が立てた石碑）と
標記され、寄付した商人は「洋行、商行、小行」などの 3 種類に分けられ、郊の名義がまだ
出現していない(157)。廈門の現地の郊の名義で、現地の寄付に参加したのは、遅れて 19 世紀
以降になってからである。
要するに、1725 年，もともと地方衙門の行政運用経費の官荘が公収された後、地方の
公共建設は転じて民間が主に担当するようになった。雍正年間から乾隆初年になり、商人や
鋪戶（店舗）が寄付に参加するようになったが、しかし、郊の名義は出ていない。1763 年に
なり、台湾知府の蒋允焄が台湾に赴任し、土木建設を積極的に推進し、知府の要求に合わせ
て、台湾の主要な産物である砂糖の華中への輸出を掌握する貿易商人は、まず北郊を組織
し、水仙宮の修整と港道の整頓を行った。その後、商人団体の郊が出現した。乾隆末期、台
湾のその他の港口都市に郊の成立が次第に拡散するようになった。郊の設立は、地方官僚の
政策の影響を受けて、偶然に設立したものである。これは会館、公所など主要な民間で自主
的に組織したものとは異なっていた。

Ⅳ．乾隆末期、郊の分離化と活動
乾隆初期、福建に供給する平糶米（米の不作で米価の高い時に、官米を売り出し、米価を
調節すること）の過多な購入のため、台湾南部の米価の高騰を引き起こした。他方、台湾の
中部、北部の平原の開拓と水田化の発展に沿って、米穀の生産量が大量に増加し、対外貿易
が大幅に発展した。乾隆半ば以降、米穀の招商購入の場所は、中部、北部が多くなり、輸出
市場は主に福建の泉州と漳州の 2 つの府が中心になった(158)。18 世紀の後期、民間商人の販
売量は既に台運（雍正 3 年に実施された台湾米の福建に運ぶ兵米と眷米制度）の 4 倍以上
であり(159)、それによって、中部、北部の郊商の出現を大いに促進した。
1770 年から郊商は台湾の中部、北部と廈門、泉州の両地の貿易往来に、相当活躍してい
た。鹿港と新荘、艋舺（万華）など台湾中部、北部の２大貿易都市に(160)、泉郊、廈郊が現
地の寺廟の建設に参加し、祭祀資金捻出の祀田の寄付、義塚(無縁仏の共同墓地)、義渡(無
縁仏の霊を祭る儀式)の設立などの宗教や社会の公益活動に参加することが見られた(161 ) 。
注目に値するのは、府城から華中の北部に向かう貿易の北郊と廈門に貿易に向かう南郊と
は異なっていた。中北部では最初に泉郊と廈郊が出現し、台湾と福建地域に進行した米穀貿
易の商人が、泉州に行くものと廈門に行くものとの２つの勢力に分かれたことを象徴して
いる。すなわち、もともと台湾と厦門の南郊の貿易商人は、台湾に根を張る商人のほか、さ
らに進んで廈門と泉州の 2 つの商人団体に分離した。
他方、府城と内陸地の港湾都市で明らかな変化が見られた。1778（乾隆 43）年、台湾知府
の蒋元樞の呼びかけによって、多くの両岸の郊や個別の郊商は共同で府城への寄付を行い、
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「郡城、宮廟、壇塚（寺廟と墓）
、橋路、廨署（地方衙門＝政府機関）」の修繕を行った(162 ) 。
「台湾郡城各項建設捐題碑記」には下記の郊名の記載がある。

「北郊蘇萬利など、船行陳景山、……泉北郊王順興など、泉絲線郊泉盈など、陳林郊
杜鑾錦など、漳絲郊建安など、廈油郊鄭源盛、廈布郊謝升隆など、杉郊宋瑞興、……𥴊
仔郊（雑貨郊）
、……南郊金永順、糖郊李勝興、安海郊龔茂盛、鐤郊高燧興、謝聯興な
ど、綢緞郊黃振源、李正茂など、鹿仔郊振合、勝陶など、鹿皮舖郭玉珍、陳聯興など……；
……嘉屬李勝興、笨港糖郊、笨港布郊……」(163 )。

今回の寄付には、台湾県、嘉義県、鳳山県および彰化県の各地の商人が参加し、碑文
の一部分には残欠があるが、それにしてもいくつかの現象を見ることが出来る。まず、
府城の北郊、南郊および糖郊は既に出現した。しかし、後に著名になった台南の三郊ま
でに統合されていない。1786（乾隆 51）年と 1792（乾隆 57）年には，３つの郊は依然
として個別の名義で太平橋と大観音亭の修建に寄付している(164) 。事実上、府城の「三
郊」の用語は、嘉慶年間から発生したのである。
次に、台湾の政治、経済および文化のセンターの府城・鹿耳門は唯一の合法的な內地の対
応港であり、経済が繁栄し、市場規模が更に拡大のもとに、貿易商品が更に多樣化になり、
最も早くから内郊と外郊の分離化が発生した。すなわち、華中の北部に向かう貿易の北郊お
よび廈門に向かう貿易の南郊などの外郊のほか、糖郊、鐤郊（調理道具の鼎郊）
、杉郊、𥴊
郊（雑貨郊）
、鹿仔郊（鹿の皮郊）などの同業商人から組織した商人の団体（内郊）が既に
形が形成された。しかし、糖郊、𥴊郊のほか、その他の郊の大多数は個別の商号の名義が多
く、あるいはこの碑だけに出現したのか、散郊戸に似ているようであり、郊の組織はさらに
嘉慶、道光年間に設立された可能性がある。同一の航路の貿易商人から組織された外郊は、
同業商人から組織された内郊よりも早く出現したことが、明らかに見られる。
第三に、鹿仔郊と安海郊は僅かにこの碑文で観察された。明らかに、1770 年代の台湾府
城で鹿の皮の輸出貿易に従事した商人の数は多い。その後、鹿の皮の生産量が減少したため
か、対外貿易が縮小から消失し、郊が存在しなくなった。安海郊の出現は明らかに、乾隆中
期、末期の台湾府城から安海地域（福建晋江県安海）行の貿易航路があり、1879 年になっ
てからも、
「安海台郊」が安海龍山寺の再建（図 1）に参加したことが、依然として見られ
る(165)。しかし、台湾の安海郊は既に消失したようで、南郊に併合された。ここから観察で
きるのは、郊は郊商が当時のある輸出貿易航路やある種類の商品貿易に基づいて組織され
た。しかし、郊の興衰の是非は、その市場の盛衰と関係している。
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図 1 1879（光緒 5）年の安海台郊が安海龍山寺の修繕に参加
他方、安海郊の存在が顕著になったのは、17 世紀初期の鄭芝龍が興起の後、施琅宗族が
継承し、安海を中心とする晋江商人の勢力の存在にある。17 世紀初期以前、福建商人は九
龍江で活躍し、廈門を中心とする漳州の海商の勢力が主体であった。鄭芝龍の興起後の鄭氏
時代、安海を中心とする晋江商人が後を追って、次第に優勢を保つようになった(166)。鄭氏
政権の終焉以後、前に述べたように、概ね施琅が後継者になり、そのために、晋江商人およ
びいわゆる「三邑商人」
（晋江、南安、惠安）が更に勢力を拡大し、あるいは台湾の土地開
墾に積極的に参加した。康熙年間、施琅宗族の施世榜家族は対日砂糖貿易に従事し、それに、
屏東平原の開墾と彰化平原で八堡圳を開鑿したのが、具体的な例である(167)。
康熙末年、台湾府城には既に安海街が出現し、これは当時の唯一で、しかも最も早くから
祖籍地を名とする街道であり(168)、安海商人の勢力の有力性を象徴していた。安海（安平と
も呼ばれた）は福建晋江県に所属し、施琅は晋江県衙口に住んでいたが、しかし、その家族
および同宗族の施世榜家族は、安海街には相当大きな勢力を持っていた(169)。施琅本人はさ
らに安海龍山寺の再建に 3 回も参加した(170)。鹿港と艋舺の 2 つの港湾都市の龍山寺は、安
海龍山寺から分霊（神霊を分けて他の寺廟に祭祀）したものである(171)。龍山寺は泉郊の集
会場所だけでなく(172)、晋江商人もある程度の地位を持つようになった。廈門のほか、施家
の勢力範囲の安海、晋江も福建境內で最も早くから郊が出現した場所である（図 1）(173)。
これによって、施琅宗族が台湾の対外貿易に対する影響力を再び証明することができた。さ
らに進んで促成したのは、安海の商人や晋江の商人が次第に積極的に、台湾の中部、北部の
米穀貿易に介入したことである。他方、彼らも台湾の土地開墾や大量の土地購入に参加し、
商品を支配した(174)。これもなぜ泉州人の清代に来台の比率が、最も多いエスニックグルー
プ（族群）となった理由の１つである(175)。19 世紀末までに、日本の外務省通商局が廈門で
の調査から指摘したように、廈門の泉郊は泉州晋江と廈門、澎湖などの地元の有力商人によ
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って設立され、廈門と台湾の梧棲、淡水、鹿港、竹塹、笨港(現在の雲林北港と嘉義新港一
帯)および澎湖などの地の貿易に専門に従事している(176)。
第四に、笨港では既に布郊と糖郊が出現し、明らかに、府城の郊の台湾島内での拡張は、
既に北部の後背地内の港湾都市に向かって発展するようになった。布郊と糖郊の形成は、当
時最も主要な輸入商品は布であり、南台湾の輸出の大半は砂糖である。笨港は先に内郊が出
現し、外郊がなく、これはこの時期に単一の港口の対応港の政策の下で、主に台湾府城と島
内の沿岸貿易が進行されてきたことを反映している。1795（乾隆 60）年、塩水港と笨港が
同じく、先に糖郊、布郊が出現し、その港町の媽祖廟護庇宮の重興に参加している(177)。
府城を除いて、笨港と塩水港は康熙年間の南台湾で最も先に発展し、最も早くから媽祖信
仰を構築した貿易都市である。1684 年，施琅が台湾を平定し、媽祖神の霊験をもって、康
熙帝に願い詔によって「天后」の称号を与えられ、給与を寄付し、台湾府城の寧靖王府を大
媽祖廟（現在の大天后宮）に改建した(178)。その後、媽祖崇拜が急速に台湾の港口の集落に
拡散した(179)。康熙年間、諸羅県（嘉義県）の寺廟の大多数は文武官の唱道によって建設さ
れたが、笨港街と塩水港街の天后宮は、それぞれが 1699（康熙 39）年と 1716（康熙 56）年
の「住民の共同建設」である(180)。ここからは、この２つの沿岸貿易港都市の繁栄を観察す
ることができる。1747 年、巡台御史の伊霊阿も特別に指摘しているように、笨港と塩水港
などの貨物船の停泊は、弊害が発生しやすい(181)。 清代の笨港と塩水港は沿岸の逆風潟湖地
域（倒風内海）と台江の内海のネットワークを通じて、府城と相当に密接な貿易関係にあり、
その市場圏に隷属している(182)。さらに、府城の分店が出現した(183)。２つの地の布郊と糖郊
は、府城の糖郊と布郊の在地化の結果であろう。清朝の半ば以降、この種類の現象がさらに
顕著になった。
第五に、廈門、泉州および漳州もいくつかの郊が出現し、例えば、廈門の油郊、布郊であ
る。泉州の北郊と絲線郊および漳州の絲郊は、外郊と内郊が含まれ、内郊が多い。ただし、
これは台湾の碑文から見たものである(184)。しかも、すべてに個別の郊号があり、その他の
文献では少ない。台湾府城と三地貿易及び主要な輸入貿易商品の実態を反映するもので、正
式の商人団体であるか否かは、さらに多くの資料によって証明が必要であろう。
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図2

東石港開港ニ付取調ノ件（元台南県）（1898 年 1 月 1 日）

資料來源：『台灣総督府檔案』國史館台灣文獻館蔵，蔵書番号：00009765005。
前に述べた内郊と外郊の出現と分離化について、さらに進んで説明が必要である。前述の
ように、郊は最初に海洋貿易に基づいて設立した商人団体であり、そのために、1760 年代
以前は同一地域の輸出入の貿易商人から外郊が最初に組織された。1770 年代に同業商人か
ら組織された内郊が出現し、糖郊、鐤郊、杉郊、鹿仔郊、綢緞郊が含まれた。しかし、外郊
と内郊の間の関係は村上玉吉が述べたように、内郊は島内の商人で、外郊は貿易商であり、
かつ、内郊は外郊の掌中から商品を仕入れ、両者は絶対的に分立していたのではない(185)。
事実上、内郊と外郊のメンバーは重複の可能性があり、台湾と廈門ではこのような例が観察
できる。1896（明治 29）年、樸仔腳（嘉義朴子）に残された郊の資料（図 2）によって、明
らかに証明することができる。清朝末期、樸仔腳は既にもともとの島内の沿岸貿易港から、
直接的に対外貿易ができるように変化した(186)。そのために、南北郊、澎湖郊と糖郊の三個
郊が出現した。そのうち、中国沿岸の南北貿易の南北郊のメンバーは商行の 13 社があり、
糖業貿易を経営した糖郊は 15 社、両者のうちに 11 社の商号は完全に重なっていた（2 つの
ビジネスを行っていた）(187)。言い換えれば、同じ 1 社の商行はビジネスの属性やその他の
要因によって、各種の類型の郊に参加していた。内郊郊商も直接に輸出入貿易に参加してい
た可能性があり、外郊の手を通じる必要性がない。そのほかに、これらの商号に「台樸」と
「樸街」の２種類の直接標注の形式がある。その地の郊は、主に府城と樸仔腳の現地の商人
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によって組織されたことが、再び明らかになった。台湾府城とは緊密な貿易関係の市街、府
城の大商号は往々してその地でビジネスを行い、府城、樸仔腳の２つの地の同じ商号の「聯
財対号」や分号（分社・支店）が出現し、この種の情況は台湾島内に出現しただけでなく、
互いの対岸の港町にも出現していた(188)。
再び、郊の活動から観察する。前に述べた例と付表 1 から見られるように、乾隆中期以
前の台湾各地の寄付活動は、主に地方官僚、地方有力者や閤境民人（台南府城には多くの境
があり、大多数は寺廟を中心として 1 つの境を形成した。これらの境の人々を指す）が参加
した。しかし、1755 年以降、経済活動のほかに、郊は既に地域社会の中の各種類の政治、社
会の公益活動および宗教活動にも参加し始めた。彼らは常に主要な寄付者であり、寄付の金
額が最も多く、しかも常に寄付額の第一位であり、首たる提唱者でもある。郊の台湾の地方
社会の役割は非常に重要であり、次第に社会の中堅層になり、社会の指導的な階層身分を形
成するようになり、閩南（福建）地域とは大きく異なり、さらにその組織の正当性と結集力
の合理化をもたらした。
郊は最初に航海輸送の貿易団体から形成され、航海貿易の安全を祈るために、彼らの多く
は水仙宮や天后宮を共同で建設し、自然に寺廟の組織モデルを採用し、濃厚な神明会（神祇）
の色彩を備えていた(189)。 乾隆年間の郊は、専属の議事公所を建設せずに、寺廟を集会の場
所として使用した。これらの寺廟の最も多くは、郊によって管理される建築物として見ら
れ、対外的には開放的であり、郊のメンバーだけの使用とは限らなかった。郊は特別に専属
メンバーが所有する議事の場所を建設せず、在地の寺廟を集会センターとしている。その多
くは財力が大きくないことを示している。組織力が小さく、宗教的祭祀が組織の結集の重要
な要因の一つであることを意味している。

Ⅴ．結論
18 世紀中期から 20 世紀まで、郊は東アジア貿易で非常に活動的な海商団体であった。し
かしながら、過去において台湾のほかに、郊の存在に対する注目が少ない。郊の出現の時期
についても、多くの意見が様々であり、大多数は日本統治初期の蔡國琳の論説を援用し続け
てきた。
本論の論証から明らかに見られるのは、1725 年の台湾ではなお郊の出現は見られない。
その理由は３つである。第一に、康熙年間，施琅などの台湾攻略の武官の土地の占拠（囲い
込む）を始めとし、台湾赴任の文武官僚が次々と模倣し、大量に官荘を設置し、当時台湾の
主要な輸出商品の砂糖を支配した。しかし、1744 年までに、乾隆帝は施琅などの武官高官
の個人の荘園問題を徹底的に解決した。さらに重要なのが、領台以降の悪習を永遠に禁止し
たことである。第二に、台湾が清朝の版図に領有された初期に、施琅と福建総督などの福建
文武高官は、兵餉の支弁の名義や台湾攻略の戦功を頼りに、もとの鄭氏時代の台湾の対日貿
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易の利益を分け取りし、その中から利益を奪い取った。雍正年間になってからも、福建督撫
は依然として輸出の糖税を掌中に入れていた。他方、施琅は終身福建水師提督の職位にあっ
て、廈門を拠点に、台湾、澎湖地域を支配し、確実に最大の利益獲得者であった。施琅が亡
くなる前後には、対日貿易は次第に江蘇、浙江の商人の掌中に移転した。加えて、日本では
貿易統制が施行され、それによって台湾の特産品の砂糖の対外貿易市場が華中に移行した。
もともと、鄭氏時代以降、東アジア貿易を航行する「台湾船」は、台湾と内地貿易を主とす
る「糖船」に転換するようになり、康熙末年には台湾産砂糖、藍靛およびフカヒレと華中の
絲綢（シルク）
、綿布の交換貿易への序幕を開いた。さらに、台湾本土に落籍した大海商が
次第に出現するようになった。第三に、康熙末年，台湾府城の貿易商人は当時、最も壮大な
水仙宮を建設したが、しかし、修繕した三益堂と安瀾橋の碑記の変化から明らかに観察でき
るのは、1755 年以前には郊は出現していないことである。事実上、散郊戶からさらに進ん
で商人団体が成立したのは、常に地方の公共事務に共同で資金集めに対応することで、偶然
の契機の下に設立されたものである。
蔡国琳が提起したのは 1725 年に確実に２つの大きな出来事が発生したことである。一つ
目は、文武地方衙門がもとの官荘を行政運営の費用に充て、加えて、1691 年以降、台湾へ
の移民が次第に増加した。そのために、康熙年間、地方寺廟も主に台湾赴任の文武官僚によ
る修繕の提唱が必要になったが、なお、鋪戶（小売商人）の参加は非常に少なかった。しか
し、1725 年に官荘が公に没収され、文官個人は豊富な経費によって運用することが出来ず、
地方の公共建設の費用を民間に転嫁するようになった。二つ目は、閩浙総督の覺羅滿保が台
湾の糖船貿易の調査を行い、台湾の対外貿易の商人を支配したので、資産の隠し場がなくな
った。台湾に渡ってきた地方官僚は、郊を寄付勧誘の主力対象にするようになった。特に、
台湾と華中の糖船貿易は最も突出しており、これもなぜ廈門より北部に行く貿易商人が、最
初に北郊の蘇萬利を組織したかの理由を示すものである。
水仙宮の清界碑と德安橋の再建碑記から観察できるのは、1763 年、台湾知府の蒋允焄が
赴任し、府城で土木工事を積極的に推進し、さらに、商人に水仙宮の修繕と南勢港の港道の
整理を要請した。それによって、北郊の蘇萬利の正式な創設が促された。北郊の設立後、閩
南語（台湾語）を話す海商は、台湾と中国大陸の両地の貿易を展開し、さらに進んで郊を組
織し、各種の地方建設、公益および宗教活動への共同寄付のモデルに参加した。これがその
後、対岸の港と故郷に拡散するようになった。施琅集団の影響下にあった廈門、安海、晋江
は、最初に台湾の郊の活動圈に編入された。
次に、郊の種類、分離化および興衰も、当時の市場の趨勢を反映していた。1775 年以前、
台湾府城の唯一の対岸港は、南部の糖と米穀の輸出の大半を占め、そのために、府城には最
初に華中以北の貿易の北郊と廈門を中心に米穀貿易を進行する南郊が出現した。府城貿易
の拡張に沿って、商品の種類がさらに多くなり、同じ貿易場所の外郊と同じ商品の商人から
組織された内郊が出現した。府城の糖郊と輸入布の布郊が、沿岸貿易と密接な関係の笨港と
塩水港に、次第に拡張するようになった。他方、乾隆年間の以前に、南台湾の大量な土地は
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台湾攻略や台湾赴任の文武官僚などの不在地主によって獲得された。乾隆時期になっての、
中部、北部の土地の積極的な開墾は主に民間によるものであり、台湾に渡った海商も大量に
土地への投資に参加し、直接的に商品を支配した。乾隆中期、中部と北部の土地の開墾と水
田化の発展に伴だって、米穀の貿易が積極的に行われ、福建行きの貿易は、主に南郊から泉
郊と廈郊が分離した。さらに言えば、18 世紀中期以降、過去に注目された廈門商人のほか
に、施琅宗族の補佐的な安海や晋江の商人も、台湾の中北部の対外的な米穀貿易に積極的に
介入し、鹿港、艋舺の 2 大港町の最も勢力を持つ商人団体に発展した。
最後に、康熙から乾隆初期、清朝の版図に編入された台湾は、開発途上の状態であり、各
地では廃止された多くのことが再び興起されようとしていた。地方の建設と寺廟の修繕は、
最初に地方官僚、地方有力者および地主の唱道に委任されていた。1760 年代前後になって
から、商人団体が次第に地方社会の中堅層に変化し、各種の建設、公益および宗教活動に参
加し、主導した。それに、台湾、厦門の商人が廈門龍王廟の建設、および郊が大量に地方の
寺廟の修繕活動に共同参加した状況から見ると、航海貿易の神明からの加護を求めて、共同
で寺廟を建設し、その後、台湾各地の港口都市の散郊戶がさらに進んで集結し、商人団体を
組織したのが郊の形成の最も普遍的な理由である。台湾の郊は常に寺廟をその議事の場所
としており、専属の建築物の建設が少なく、郊と航海貿易の関連を再び現わし、郊と会館、
公所との違いを示している。

付表 1
年代

場所
府城水仙宮
1765（乾隆 30）
（台南市中
年7月
西区）
1765（乾隆 30）
台南市
年7月
1772（乾隆 37
台南市中西
年，碑首は乾
区
隆 35 年）
府城西羅殿
1774（乾隆 39）
（台南市中
年
西区）
1775（乾隆 40）
鹿港
年

乾隆年間台湾の郊とその活動
事由

参加した郊商

資料来源

水仙宮の清掃

北郊蘇萬利

D，頁 451-452；
J，頁 68-69

德安橋の修繕

北郊蘇萬利

K，頁 282-283

台湾県捕庁衙署
の修繕

北郊蘇萬利、南郊
金永順

J，頁 90-91；K，
頁 288-289

安瀾橋再建

北郊蘇萬利

J，頁 92-93

敬義園義塚の寄
付建設

泉、廈郊戶

I，頁 7-8
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府城風神廟
1778（乾隆 43）
（台南市中
年4月
西区）

新莊慈祐宮
1779（乾隆 44）
（新北市新
年8月
莊区）
府城孔子廟
1780（乾隆 45）
明倫堂（台
年7月
南）

台湾郡城の各項
の建設寄付

北郊蘇萬利、南郊
金永順、糖郊李勝
興、泉北郊王順興、
泉絲線郊泉盈、陳
林郊杜鑾錦、漳絲
郊建安、廈油郊鄭
源盛、布（郊）謝升
隆、□□鄭協盛、𥴊
仔郊□□□、安海 F，頁 6-7
郊龔茂盛、缶鼎郊
高燧興、缶鼎郊謝
聯（興）
、綢緞郊黃
振源、綢緞郊李正
茂、鹿仔郊振合、鹿
仔郊勝陶、鹿皮郊
郭玉珍、鹿皮郊陳
聯興

慈祐宮の修繕

廈郊、泉郊

台湾府学明倫堂
の修繕

艋舺大溪口
1780（乾隆 45）
街媽祖宮（台
年
北萬華）

艋舺大渡の増設

1790（乾隆 55）
台南
年3月

太平橋の再建

1790（乾隆 55）
新莊
年

立新莊慈祐宮の
祀田

1792（乾隆 57） 台 南 大 觀 音
年 11 月
亭

大觀音亭の再建

1795（乾隆 60） 塩 水 港 護 庇
年9月
宮

護庇宮の再建

北郊蘇萬利、南郊
金永順、糖郊李勝
興
糖郊：謙六號、元利
號、聯源號、誠□
號、成興號、金□
號、萬□號、金興
號、鼎興號、合□
□、廈郊
北郊蘇萬利、南郊
金永順、糖郊李勝
興
泉、廈郊
北郊蘇萬利、南郊
金永順、糖郊李勝
興、台郡生藥郊、煙
𥴊郊金合順
糖郊趙相泉、金信
義、金錦發、布郊黃
濟盈、金泰□

G，頁 10-11

J，頁 123-124

A，頁 7-8；H，頁
69

C，頁 58-59
F，頁 164

D，頁 514-515

E，頁 43-44；J，
頁 154-156

資料來源：
A：何培夫編『台灣地區現存碑碣圖誌：台北市、桃園縣編』
（台北、国立中央圖書館台灣分館，
1999 年）
。
B：何培夫編『台灣地區現存碑碣圖誌：台南市（上）編』
（台北：国立中央圖書館台灣分館，
1992 年）
；
C：何培夫編『台灣地區現存碑碣圖誌：台南市（下）編』
（台北：國立中央圖書館台灣分館，
1992 年）
；
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D：何培夫主編『台灣地區現存碑碣圖誌：台南縣編』
（台北：国立中央圖書館台灣分館，1993
年）
；
E：何培夫編『台灣地區現存碑碣圖誌：補遺編』
（台北：国立中央圖書館台灣分館，1999 年）
；
F：何培夫編『台灣地區現存碑碣圖誌：台北縣編』
（台北：国立中央圖書館台灣分館，1999 年）
；
G：邱秀堂編『台灣北部碑文集成』
（台北：台北市文獻委員會，1986 年）
；
H：台灣銀行經濟研究室編『台灣中部碑文集成』（台北：大通書局，1987 年）
；
I：台灣銀行經濟研究室編『台灣南部碑文集成（上冊）』
（南投：台灣省文獻委員會，1994 年）
；
J：黃耀東編『明清台灣碑碣選集』
（台中：台灣省文獻委員會，1980 年）
。
＊本文はもともと英語で 2012 年に南アフリカで開催された第 16 回世界経済史学会
（WEHC）で発表され、2015 年に筆者と Madeline Zelin 編著の『Merchant Communities
in Asia 1600-1980』に収録された。当時、主に英文の読者に台湾の郊の存在を紹介する
ことである。その後、国内外のフィールドワーク調査で新しい資料と新しい研究を発見し、
そのために、新たに章節の仕組みを再整理して、大幅に修正を加え、第Ⅰ節を増加した。
そして、なぜ 18 世紀半ばに台湾に初めて郊が出現したのかを論証した。本論は科技部（科
学技術省）の専門プロジェクトの成果の１つであり、プロジェクト番号：Most 105-2410H-001-059-MY3。また、本文は 2019 年 5 月 28 日に中央研究院台灣史研究所の研究会で
発表され、討論者林文凱教授、参加の学者と本刊の 2 名の匿名査読者から詳細な修正意見
を提出された。助手の涂欣凱、許仟慈から協助を得て資料の蒐集と整理を行い、まとめて
感謝を示したい。『国史館館刊』第 62 期、2019 年 12 月に掲載された。
＊＊台湾・中央研究院台湾史研究所研究員
＊＊＊大阪市立大学名誉教授
（訳者付記）本訳稿の完成に至る過程で、多くの点で朝元照雄（九州産業大学名誉教授）の
助力を得たことに深い謝意を表する次第である。
（訳注）
【1】
「過水」は台湾語で、水を渡る意味である。
【2】
「走水」は台湾語で、水を渡る意味であるが、
「走水仔」とは船乗りの意味であるが、
転じて密貿易者を指す場合もある。
【3】
「划水仙」は、台湾民間の「水仙尊王」信仰である。初期に船員が水仙王に祈る方式で
ある。嵐に遭遇時に、船員たちが一緒に銅鑼太鼓の声を真似て叫び、手には匙（れんげ）
と箸を持ち、一生懸命にドラゴンボートを漕ぐ様子にすると、水仙王から助けてくれると
いう伝えである。
（脚注）
(1)会館、公所に関する研究回顧は、邱澎生『十八、十九世紀蘇州城的新興工商業團體』
（台
北、国立台灣大學出版委員会、1990 年、頁 1-17）
。馮筱才「中國大陸最近之會館史研究」
『近代中國史研究通訊』第 30 期、2000 年 9 月、頁 90-108。Christine Moll-Murata,
“Chinese Guilds from the Seventeenth to the Twentieth Centuries: An Overview,” in
Jan Lucassen, Tine De Moor, and Jan Luiten van Zanden eds., The Return of the
Guilds (Utrecht: Utrecht University, 2006), pp.213-248.
(2)清朝政府は台湾人が軍事任務を負担させないため、班兵は台湾で施行され、定期的交換
する特殊な軍隊制度である。詳細は許雪姬『清代台湾的綠營』台北、中央研究院近代史研
究所、1987 年、頁 259-262 を参照。
(3)蘇州にも湘軍官僚と八旗官僚が建設された湖南会館と八旗奉直会館がある。邱澎生『十
八、十九世紀蘇州城的新興工商業團體』頁 28 を参照。しかし、班兵制度はわずかに台湾
で施行のため、主に同軍営の軍隊の暫定的滞在を提供し、福建、広東の２つの省に帰るた
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めの船期待ち，性質は依然として少し異なっている。
(4)周宗賢「台灣會館的研究」
『淡江學報』
，第 24 期、1986 年 4 月、頁 242-247。しかし、
澎湖の台廈郊会館は、事実上、1900 年に日本による台湾統治の後に設立され、名称は台
廈郊実業会館。もともとは澎湖水仙宮と廈門中山路にそれぞれ属していた。
(5)方豪『方豪六十至六十四自選待訂稿』
（台北、台灣學生書局，1974 年、頁 279。
(6)「清国商況視察復命書」『戦前期外務省記録』外務省外交史料館所蔵、保管番号：
B11090348400。
(7)近年、次第に少しの成果がでた。しかし、目的を論じるフレームワークの下で、新論が難
しいだけでなく、 誤謬も多い。例えば、許瑩瑩「清前期閩臺郊行及其商貿網络」
『福建論
壇（人文社會科學版）』2015 年 10 期、2015 年 10 月、頁 74-78。
(8)傅衣凌『明清時代商人及商業資本』台北、谷風出版社、1986 年、頁 244。
(9)陳支平『民間文書與明清東南族商研究』北京、中華書局、2009 年、）
，第２章、第３章。
(10)Chi-cheung Choi, “Rice, Treaty Ports and the Chaozhou Chinese Lianhao Associate
Companies: Construction of a South China-Hong Kong-Southeast Asia Commodity
Network, 1850s-1930s,” in Yuju Lin and Madeline Zelin eds., Merchant Communities
in Asia 1600-1980 (London: Pickering & Chatto, 2015), pp.53-78.
(11)少なくとも 1920 年代から 1970 年代まで、シンガポールには相当詳しい産業調査、工
商業名録および会館誌がある。
(12)吳靜玲「新加坡潮商在「汕-香-暹-叻」貿易網絡中的角色（1860s-1970s）
」シンガポール、
シンガポール国立大学中文系碩士論文、2016 年。
(13)方豪が当時に使用できた史料に限りがあり、加えて、氏は郊の多くの多商行（商号）が
組織した商人団体を掌握していないため、多くの言い方を修正する必要がある。林玉茹編
『尺素頻通：晩清寧波與泉州、臺灣之間的貿易文書』台北、政大出版社，2013 年、頁 24 に詳しい。
(14)卓克華の郊に関する研究成果は、『清代台湾行郊研究』を参照。卓克華『清代台湾行郊
研究』廈門、福建人民出版社、2005 年）。
(15)有關郊と郊商に関する研究の論議は、 Yuju Lin, “Trade, Public Affairs, and the
Formation of Merchant Associations in Taiwan in the Eighteenth Century,” in Yuju
Lin and Madeline Zelin eds., Merchant Communities in Asia 1600-1980, pp.12-14 に詳
しい。
(16)黃懷賢「台灣傳統商人團體台灣三郊的轉變（1760-1940）台北、国立政治大學台灣史研
究所碩士論文、2012 年。
(17)「台湾廈門泉州間ヂヨンク貿易」『台湾日日新報』台北、1897 年 6 月 1 日，版 2。
「商
業調査：新加坡的三郊」
『南洋經濟』第 1 卷第 3 期、1948 年 3 月、頁 13-14。
(18)林玉茹『清代竹塹地區的在地商人及其活動網絡』台北、聯經出版公司、2000 年、頁 179184。各種の寄付記念碑の中に、台湾府城には「府城大衆舖戶」
、鹿港には「泉州街份」な
どの準商人団体の雛形があり、しかし、正式に組織になっていない可能性がある。
(19)武廟内の碑文と六和堂の横額から見えるのは、六條街公所が 1854 年前後、武廟に新し
く「六和堂」が建設され、会の所在地になった。蔡夢熊が重要な役割を演じているだろう。
(20)丁紹儀『東瀛識略』台北、台灣銀行經濟研究室、1957 年、頁 32。
(21)林春聖、林信篤編『華夷変態』上冊、東京、東洋文庫、1958 年、卷 10、頁 484。
(22)李文良「民田與請墾制度：清初台灣田園的接收與管理」詹素娟主編『族群、歷史與地域
社會：施添福教授榮退論文集』台北、中央研究院台灣史研究所，2011 年、頁 34 に収録。
(23)伊能嘉矩『台湾文化志』上卷、東京、刀江書院、1928 年、頁 187-191。石萬壽「台灣棄
留議新探」
『台灣文獻』第 53 卷第 4 期、2002 年 12 月、頁 151-177。李文良「民田與請
墾制度：清初台灣田園的接收與管理」詹素娟主編『族群、歷史與地域社會：施添福教授榮
退論文集』頁 27-56 に収録。李祖基「論施琅『台灣棄留利弊疏』的背景與動機：兼談清初
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台灣的官莊及武職占墾問題」
『台灣源流』第 66/67 期（2014 年 4 月、頁 146-173。
(24)臨時台湾旧慣調査会『台湾私法』卷 1、台北、臨時台湾旧慣調査会、1910 年、頁 456457。
(25)施琅の六男の施世驃は 1776（康熙 6）年に生まれ、1715 年に既に福建全省水師軍務統
轄台湾澎水陸官兵兼水師提督になった。施琅、施世騋等修纂『潯海施氏族譜（二）』北京、
九州出版社、廈門大学出版社、2005 年、頁 422。
(26)中国第一歴史檔案館、海峽両岸出版交流中心編『明清宮蔵台湾檔案匯編』第 21 冊、北
京、九州出版社，2009 年、頁 391-392。
(27)李文良「民田與請墾制度：清初台灣田園的接收與管理」詹素娟主編『族群、歷史與地域
社會：施添福教授榮退論文集』頁 27-56 に収録。
(28)從施琅、水師と陸路提督、副將、総兵、守備、千総などが台湾の管業荘産は、
李祖基「論施琅『台灣棄留利弊疏』的背景與動機：兼談清初台灣的官莊及武職占墾問題」
『台
灣源流』第 66/67 期、頁 167-168 を参照。
(29)李文良と李祖基の官荘の定義に対し、いくつかの違いがある。
(30)李文良「民田與請墾制度：清初台灣田園的接收與管理」詹素娟主編『族群、歴史與地域
社會：施添福教授榮退論文集』頁 27-56 に収録。
(31)李文良「民田與請墾制度：清初台灣田園的接收與管理」詹素娟主編『族群、歴史與地域
社會：施添福教授榮退論文集』頁 49-50 に収録。
(32)台灣銀行經濟研究室編『台案彙錄乙集』台北、台灣銀行經濟研究室、1963 年、頁 60。
台灣銀行經濟研究室編『清世宗實錄選輯』台北、台灣銀行經濟研究室、1963 年、頁 51。
(33)中国第一歴史檔案館、海峽両岸出版交流中心編『明清宮蔵台湾檔案匯編』第 20 冊、北
京、九州出版社、2009 年、頁 193-194。
(34)王郡が 1719（康熙 58）年以降、福建に帰り、1723（雍正元）年に再び、中国大陸の各
地に赴任、1731（雍正 9）年 2 月に広東に潮州総兵を担当した。台灣銀行經濟研究室編
『清耆獻類徵選編』台北、台灣銀行經濟研究室、1967 年、頁 750-751。
(35)中国第一歴史檔案館、海峽両岸出版交流中心編『明清宮蔵台湾檔案匯編』第 20 冊、頁
194；第 21 冊、頁 391。
(36)淡水庁を対照し、武官高官による土地の占拠・開墾の影響を受けなかった。開墾者は主
に民間資本であり、この地に来て、ビジネスを行う郊商の参加が多い。施添福『清代台灣
的地域社會：竹塹地區的歷史地理研究』竹北市、新竹県政府文化局、2001 年、頁 89-109。
林玉茹『清代竹塹地區的在地商人及其活動網絡』頁 231-246 に詳しい。
（37）李文良「民田與請墾制度：清初台灣田園的接收與管理」詹素娟主編『族群、歷史與地
域社會：施添福教授榮退論文集』頁 50 に収録。
（38）中国第一歴史檔案館、海峽両岸出版交流中心編『明清宮蔵台湾檔案匯編』第 21 冊、
頁 389。
（39）清代方志は様々な要因によって、現実の通りに田園の甲数を記録ているとは限らない
が、おおよその田、園の開墾の比重の状況を反映しているといえる。
（40）李祖基「論施琅『台灣棄留利弊疏』的背景與動機：兼談清初台灣的官荘及武職占墾問
題」
『台灣源流』第 66/67 期、頁 163。
（41）園には胡麻、麦、豆、粟、サトウキビ、サツマイモ、靛青、落花生を植えている。尹
士琅著，李祖基校正『台湾志略』北京、九州出版社、2003 年、頁 25。
（42）周鍾瑄『諸羅縣志』台北、台灣銀行經濟研究室、1962 年、頁 48、51。
（43）季麒光『東寧政事集』廈門、廈門大学出版社、2004 年、頁 355-356。
（44）Cheng-Heng Lu, “From She to Banner to Han: Identity Negotiation and the
Imperial Intermediaries in Taiwan,” paper presented at the 2017 AAS annual
conference, Toronto, Canada, Mar. 22-25, 2017, pp.32-38.
（45）康熙年間、台湾府城の寺廟の大部分は官僚や僧侶による募金集めによる建設や修繕を
- 90 -

行われていた。康熙年間のそれぞれの碑記に詳しい。台湾府城を例とし、1690 年台廈
道の王效宗が鄭氏別館を海会寺に修繕し、関帝廟を修繕した。台湾知府の蒋毓英が給与
を寄付し、上帝廟を修繕した。1692 年、僧侶が寄付金を募集し、廣慈庵を建設した。
この寺廟はのちには官僚が修繕した。高拱乾『台灣府志』台北、台灣銀行經濟研究室、
1960 年、頁 219。
（46）鄭維中「施琅「台灣歸還荷蘭」密議」
」
『台灣文獻』第 61 卷第 3 期、2010 年 9 月、
頁 35-74。
（47）鄭維中「施琅「台灣歸還荷蘭」密議」
」
『台灣文獻』第 61 卷第 3 期、頁 50-51。
（48）林春聖、林信篤編『華夷変態』上冊、卷 9、頁 425。
（49）林春聖、林信篤編『華夷変態』上冊、卷 9、頁 425、431。
（50）鄭維中「施琅「台灣歸還荷蘭」密議」
」
『台灣文獻』第 61 卷第 3 期、頁 62-63。
（51）林春聖、林信篤編『華夷変態』上冊、卷 9、頁 425、431。
（52）林春聖、林信篤編『華夷変態』上冊、卷 9、頁 463-464。
（53）蒋毓英は既には尖艚の存在を記録した。高拱乾が詳しく 5 艘を指摘した。蔣毓英『台
灣府志』南投、國史館台灣文獻館、2002 年、頁 89。高拱乾『台灣府志』頁 136-137。
（54）森田明「台灣開發勢力的諸前提：福建晉江的施氏家族」
『台灣風物』第 36 卷第 1 期、
1986 年 3 月、頁 120。黃富三『台灣水田化運動先驅：施世榜家族史』南投、國史館台
灣文獻館、2006 年、頁 12-13。黃富三は 1685 年福建総督の王國安の役割に注目した
が、依然として施琅が貿易の権限を掌握していたと考えていた。
（55）鄭氏時代、日本との貿易の船舶を「台湾船」と称した。朱德蘭「清康熙年間台灣長崎
貿易與國內商品流通關係」
『東海大學歷史學報』第 9 期、1988 年 7 月、頁 56-57。
（56）黃富三『台灣水田化運動先驅：施世榜家族史』頁 12-13。
（57）施琅がこの 3 年間に船舶を派遣し、鄭氏の残存勢力を徹底的に殲滅し、逮捕してい
るため、台湾には行く船舶がなく、使う船舶がないと、鄭瑞明は指摘した。鄭瑞明「清
領初期的台日貿易關係（1684-1722）
」
『台灣師大歷史學報』第 32 期、2004 年 6 月、頁
47-48。事実上、本論が述べたように、もとの鄭氏の船舶は、対日貿易の商売官船にな
り、福州、廈門から台湾産の鹿の皮や砂糖を日本に直接に運搬した。
（58）林春聖、林信篤編『華夷変態』上冊、頁 443-444、450、467-468。
（59）もともと廈門は 5 艘の官船があり、台湾産の砂糖と鹿の皮の運搬の滞積を避けるた
めに、廈門から 5 艘を増やした。これらの官船はそれぞれに文武官僚の同船監視のため、
文官は台湾海防同知の梁爾壽、武官は日本に 5 回も行ったことのある江君開を派遣し，
福建総督の王國安は貨物の検査を担当した。林春聖、林信篤編『華夷変態』上冊、頁 492495 を参照されたい。そのために、鄭維中は王國安と施琅の関係が良くなく、さらに進ん
で検討が必要と考えられる。鄭維中「施琅「台灣歸還荷蘭」密議」
」
『台灣文獻』第 61 卷
第 3 期、頁 60。
（60）鄭維中「施琅「台灣歸還荷蘭」密議」
」
『台灣文獻』第 61 卷第 3 期、頁 66 を引用。
（61）1684（康熙 23）年、蘇拜、福建総督の姚啟聖などが会議を開き、東洋白糖の販売項
目を討論し、年間 2 万担と定めた、と黃叔璥が指摘した。黃叔璥『台海使槎錄』台北、台
灣銀行經濟研究室、1957 年、頁 20-21。
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易の主要港であり、19 世紀末になっても、依然として中国沿海の南北物産の集散地であ
り、福建商人の多くの郊がここで活動していた。林玉茹「由「尺素頻通」看晚清寧波、泉
州及台灣的三角委託貿易」鄭永常主編『東亞海域網絡與港市社會』台南、國立成功大學人
文社會科學研究中心、2015 年）
，頁 472-473、477-478 に収録。
(130)老会館の設立の時期は考察ができず、推測は 1685 年に廈門、寧波などに常関を開設
の後、大会館は 1695（康熙 34）年に設立された。章國慶『天一閣明州碑林集録』上海、
上海古籍出版社、2008 年、頁 243。
(131)例えば、1790 年の碑記は、1728 年の北郊蘇萬利などが太平橋の建設に出資を提起し
た。何培夫『台灣地區現存碑碣圖誌：臺南市(上)編』台北、國立中央圖書館台灣分館、1992
年、頁 59。また、
『淡水廳志』には、乾隆初年の郊商が艋舺水仙宮を建てたと記載。陳培
桂『淡水廳志』頁 153。
(132)例えば、府城の藥王廟は北勢街で基礎を築いた時、この地が共同の寄付で建設し、1764
年にこの地で修繕した。1824（道光 4）年、郊鋪とこの地の人などが再び修繕した。笨港
天后宮は 1700（康熙 39）年に建設、1751（乾隆 16）年に再び修繕、1775（乾隆 40）年
に再修繕した。諸羅県笨港県丞の薛肇煌が唱道し、寄付による修繕し、董事（理事）
、監
生、総約および行戶、僧侶などが寄付によって修繕し、郊の名が見られない。黃典權編『台
灣南部碑文集成』頁 96-97、259-260。
(133)王必昌『重修台灣縣志』頁 178。
(134)水仙宮は大禹、伍員、屈原、王勃、李白などが水仙尊王を祭祀し，郊の重要な信仰，
台南、笨港（北港）
、竹塹（新竹）
、艋舺（萬華）
、澎湖などの地を含む郊は全部が崇拝し、
寺廟を建設した。そのうち、台湾府城に２軒，1 軒は西定坊、1 軒は安平鎮渡口。澎湖は
1696 年に、右營游擊の薛奎が建設した。王必昌『重修台灣縣志』頁 178。
(135)すなわち、商行が寄付金を集め、若干軒の大小店舗を設立し、年收の租銀をもって、
供奉の香燈を支えた。王必昌『重修台灣縣志』頁 178。黃典權『台灣南部碑文集成』頁 29。
(136)黃典權編『台灣南部碑文集成』頁 29-30。
(137)余文儀は『續修台灣府志』の中で水仙宮の設立の過程を描写し、非常に明らかに蘇萬
利が、乾隆 29 年の碑記の中で初めて登場したと、見られる。余文儀『續修台灣府志』台
北、台灣銀行經濟研究室、1962 年、頁 340。
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(138)黃典權編『台灣南部碑文集成』頁 92。劉良璧『重修福建台灣府志』台北、台灣銀行經
濟研究室、1961 年、頁 88。
(139)謝金鑾『續修台灣縣志』台北、台灣銀行經濟研究室、1962 年、頁 14。黃典權編『台灣
南部碑文集成』頁 92。
(140)黃典權編『台灣南部碑文集成』頁 92。
(141)何培夫『碑林圖誌：台南市』台北、國立中央圖書館台灣分館、1992 年、頁 58-59。
(142)塹郊の金長と通宵郊金和安はこのような例証を提供した。林玉茹『清代竹塹地區的在
地商人及其活動網絡』頁 179-191 に詳しい。
(143)蔣允焄、号は光である。黃典權編『台灣南部碑文集成』頁 73。
(144) 台灣銀行經濟研究室編『台案彙錄乙集』頁 133。
(145)黃典權編『台灣南部碑文集成』頁 73。
(146)黃典權編『台灣南部碑文集成』頁 62-67、70、88。
(147)與 1790 年の台廈郊の金永順が南海普陀寺の碑文と同じように、最も早くから「商
民」と称した。
(148)現在、水仙宮左壁に嵌め込まれている。
(149)黃典權編『台灣南部碑文集成』頁 70-71。謝金鑾『續修台灣縣志』頁 59-60、165166、499-508。
(150)黃典權編『台灣南部碑文集成』頁 69-71、89-91。
(151)何丙仲編『廈門碑誌彙編』廈門、中国廣播電視出版社、2004 年、頁 214-216。
(152)鄭振滿、丁荷生編『福建宗教碑銘彙編：泉州府分冊』福州、福建人民出版社、1995
年、頁 1079。
(153)乾隆 29 年南郊の金永順がまだ出現せず、乾隆 30 年代になってから設けられたと証
明することが可能であろう。
(154)1791 年「南海普陀寺重修碑記」、現在、この寺廟に所蔵している。
(155)清代地域の区画から明らかに、交通情報が未発達であり、少数の郊の字号が重複した
り、例えば、郊号が金合順のが、台郡煙𥴊郊、鹿港染郊、笨港泉郊および泉州笨郊であ
る。しかし、両岸の郊号が対応したのが、金永順（府城南郊 1770、廈門府郊 1819）
、金
晉順（艋舺泉郊 1813、泉州淡郊 1861）
、金萬利（艋舺北郊 1868、廈門北郊 1878）
、金
合順（笨港泉郊 1831、泉州笨郊 1861）
、金振順（廈門鹿郊 1803、鹿港廈郊 1814、樸
仔腳南北郊 1896）であり、郊が初めて文献に出た年代である。
(156)姚瑩『東溟奏稿』台北、台灣銀行經濟研究室、1959 年、頁 37。姚瑩『中復堂選集』
台北、台灣銀行經濟研究室、1960 年、頁 100。
(157)1803（嘉慶 8）年、
「城隍廟再建に銀四元以上を寄付した姓名碑」も同じような状況
がある。鄭振滿、丁荷生編『福建宗教碑銘彙編：泉州府分冊』頁 1121、1122-1123。
(158)高銘鈴「清代台米供輸中國大陸與兩岸財經關係（1725-1867）」『台灣文獻』第 61 卷
第 1 期、頁 307-308。王世慶『清代台灣社會經濟』台北、聯經出版公司、1994 年、頁
97-120。
(159)高銘鈴「清代台米供輸中國大陸與兩岸財經關係（1725-1867）」『台灣文獻』第 61 卷
第 1 期、頁 307-308。
(160)1830 年代になってから、新荘と艋舺は台北盆地の主な商業集散地のために、常に共
同で「新艋」の名義を使い、泉郊と廈郊も常に新艋泉郊や新艋廈郊と書かれていてい
た。林玉茹『清代竹塹地區的在地商人及其活動網絡』頁 184。
(161)例えば、1775 年、鹿港泉、廈郊戶は敬義園義塚の寄付による建設を行った。1779
（乾隆 44）年、泉廈の眾船戶、廈郊の分け前、廈郊、泉郊および地方民人、永定県、海
澄県などの籍民は共同募金により捐修新荘慈祐宮を修繕した。1780（乾隆 45）年、廈
郊は寄付募金により艋舺大渡の建設を行った。1785 年、泉廈郊戶は新荘慈祐宮の祭祀用
田を設けた。劉枝萬『台灣中部碑文集成』台北、台灣銀行經濟研究室、1962 年、頁 7- 96 -

8。何培夫主編『台灣地區現存碑碣圖誌：桃園縣篇』台北、國立中央圖書館台灣分館、
1999 年）
、頁 8。何培夫主編『台灣地區現存碑碣圖誌—台北縣篇』台北、國立中央圖書
館台灣分館、1999 年、頁 11-12。何培夫主編『台灣地區現存碑碣圖誌：補遺篇』台北、
國立中央圖書館台灣分館、1999 年、頁 164。
(162)乾隆 40 年代、台湾府城が各項目のプロジェクトを建設した。台灣知府蔣元樞が後に
『重修台郡各建築圖説』を編成した。蔣元樞『重修台郡各建築圖説』南投、台灣省文獻
委員會、1994 年。
(163)何培夫主編『台灣地區現存碑碣圖誌：補遺篇』頁 7。
(164)何培夫主編『台灣灣地區現存碑碣圖誌—台南市上篇』台北、國立中央圖書館台灣分
館、1992 年、頁 59。黃典權編『南部碑文集成』頁 537。
(165)「龍山寺重興碑記」
、福建安海龍山寺に所蔵。
(166)翁佳音「十七世紀的福佬海商」湯熙勇主編『中國海洋發展史論文集』第 7 輯、台北、
中央研究院中山人文社會科學研究所、1999 年、頁 76-82 に収録。
(167)森田明の検証によると、施世榜父親の施秉（東）は先には鳳山地区を基地に対日の砂
糖貿易を行い、再び糖業資本を彰化地区米穀の生産に投入した。陳秋坤の指摘による
と、施世榜は 1707（康熙 46）年に東港溪の東部の上淡水社と力力社の荒れた埔地を占
拠し、朱一貴事件の寄付金を利用し、大衆を引率し、清朝に協力して乱を収めた。萬巒
庄などの５大租業の設立が認められた。その後、資金を開鑿投資に転じ彰化平原で著名
な八堡圳に投資し、開墾した。森田明『清代水利史研究』頁 519-521。陳秋坤「帝國邊
區的客庄聚落：以清代屏東平原為中心」
『台灣史研究』第 16 卷第 1 期、2009 年 3 月、
頁 5-6。
(168)陳文達『台灣縣志』台北、台灣銀行經濟研究室、1961 年、頁 91。しかし、謝國興教
授の提起によると、府城五條港のパターンと漳州海澄とは類似している。府城も龍山寺
がなく、明らかに、廈門を中心とする漳州海商が府城には一定の勢力を持ち、これも台
湾の中北部地区がのちに廈門（同安を含む）と泉州の 2 つの商人勢力の台頭の原因であ
る。
(169)施世榜家族と施琅が同じ宗族であり、1683 年施世榜の父親施秉が施琅の台湾攻略の
役に参加し、1684 年、古陵把総を担当し、安海龍山寺の付近に駐屯し、1691（康熙
30）年、施都督（施秉の可能）が安海旧街を建設した。黃富三『台灣水田化運動先驅：
施世榜家族史』頁 9、15-17。2016 年に安海でフィールドワーク調査を行い、依然とし
ていわゆる施氏の四房大宅地が存在した。施家の安海の勢力と変化は鄭夢星「安海九房
與臺灣八堡圳」
『台灣源流』第 13 期、1999 年 3 月、頁 40-56 に詳しい。
(170)2012 年と 2016 年に晋江、安海龍山寺および安平橋のフィールドワーク調査を行っ
た。
(171)鳳山県治大東門内の龍山寺は康熙年建に寺廟が建設され、安海龍山寺から
(172)泉郊から寄付献金の匾額と鐘は２つの地の龍山寺に保管されている。
(173)例をあげると、図 1 の中の安平乾菓郊は 1808（嘉慶 13）年に初めて見られ、現在は
安海街から石井に行く安平橋の上に存在している。
(174)台湾に籍を移し輸出入に従事する貿易の商人は、常に土地の開墾や大租権、小租権の
購入に参加している。例えば、乾隆末年に新竹に来て、嘉慶末年に塹郊を組織した商人
や乾隆年間に晋江から来た林日茂、鹿港の許志湖家である。林玉茹『清代竹塹地區的在
地商人及其活動網絡』頁 231-268。林玉茹「商業網絡與委託貿易制度的形成：十九世紀
末鹿港泉郊商人與中國內地的帆船貿易」
『新史學』第 18 卷第 2 期、頁 67-70 に詳しい。
（175）翁佳音が指摘したように、施添福のいわゆる原鄉論は、漳州人を無視している
が、本来航海を得意とするエスニックグループ（族群）である。台湾の泉州人の多く
は、鄭氏時代から施琅などの影響から考える必要がある。翁佳音「十七世紀的福佬海
商」湯熙勇主編『中國海洋發展史論文集』第 7 輯、頁 91 に収録。
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（176）外務省通商局『通商彙纂』東京、外務省通商局、1897 年、頁 213-214。
（177）黃典權編『台灣南部碑文集成』頁 155。
（178）陳文達『台灣縣志』頁 209。
（179）林玉茹「潟湖、歷史記憶與王爺崇拜：以清代南鯤身王信仰的擴散為例」
『台大歷史
學報』第 43 期、2009 年 6 月、頁 58-59。
（180）周鍾瑄『諸羅縣志』頁 281-283。
（181）中国第一歴史檔案館、海峽両岸出版交流中心編『明清宮蔵台灣檔案匯編』第 29
冊、北京、九州出版社、2009 年、頁 336。
（182）林玉茹『清代台灣港口的空間結構』第五、六章。
（183）現在、閩台緣博物館所蔵の「台笨芳源茶舖」の門匾は、具体的な例である。
（184）特に、廈油郊、廈布郊に対し、何丙仲編『廈門碑誌彙編』の書籍で蒐集された清
代乾隆年間以前の碑文では、これらの郊がない。
（185）村上玉吉が例を挙げ、薬材郊は北郊が薬材を購入していた。村上玉吉『南部台灣
志』台南、台南州共榮會、1933 年、頁 381。
（186）晩清台湾の沿海で小口が全面的に開放された。林玉茹「由私口到小口：晩清台灣
地域性港口對外貿易的開放」林玉茹主編『比較視野下的台灣商業傳統』頁 135-168 を参
照。
（187）1896 年の調査によると、この 11 の商行は、台樸振合、樸街協順、台樸福安、茂
順、台樸東寶興、台樸金源合、台樸義源、本街順吉、台樸福慶昌、台樸振利、台樸金福
昌。
「
「東石港開港ニ付取調ノ件（元・台南県）」『台灣総督府公文類纂檔案』國史館台灣
文獻館所蔵、所蔵番号：00009765005。
（188）林玉茹「商業網絡與委託貿易制度的形成：十九世紀末鹿港泉郊商人與
中國內地的帆船貿易」
『新史學』第 18 卷第 2 期、頁 65。
(189)卓克華『清代台灣的商戰集團』台北、台原出版社、1990 年、頁 58。
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【翻訳】
中共中央文献編輯委員会編『胡耀邦文選』（人民出版社）の抜粋翻訳Ⅰ
新地

比呂志

『胡耀邦文選』は 2015 年 11 月、北京の人民出版社より発刊された。同書には胡耀邦氏
の文章、演説、報告、談話、指示、書簡、題辞など重要著作 77 編が収録されている（1952
年 5 月～1986 年 10 月）。中共中央文献編輯委員会による編集である。従って本書は公式
見解のみの文書集である。本来は非公式見解も併せて翻訳すると興味深くなると思われる。
しかし、公式見解とは言え、翻訳によって、改革開放に至るまでの胡耀邦氏の政治思想、
経済思想の変遷を知り得るという点で、その価値は非常に高いように思う。今回（『東洋
史訪』29）は、文革末期から鄧小平が華国鋒に代わって実権を握る 1970 年代末までの抜粋
翻訳を試みた。改革開放への萌芽期の翻訳である。本来は全文翻訳が望ましいが、訳者の
能力により、10 年をめどにまとまった翻訳をしたいと考えている。
なお、翻訳にあたり、難解な文脈、特殊な表現を中国人ネイティブの方に協力いただい
たことを記しておく。ここに厚く御礼申し上げる次第である。

１．≪中国科学≫要真正代表中国的科学水平 (1975 年 8 月 2 日)
出典は、胡耀邦が『中国科学』誌編集部が開催した座談会での胡耀邦の講話の抜粋であ
る(1)。この座談会は 1975 年 8 月 2 日に実施されたものであるが、この時期は既に文革末
期であり、毛沢東が「四人組」の権力集中を抑えるため、鄧小平に連動させて胡耀邦を復
活させた年である(2)。胡耀邦はこの年 7 月に中国科学院党組責任者兼中国科学院副秘書
に就任している。

【翻訳】
本日は、最初に最近の状況から説明しよう。党中央により私と李昌及び王光偉同
志は３か月あまりの時間をかけて党中央の革命精神に基づいて科学院を整頓（整え
立て直す）するように派遣された。人によっては整頓と聞けば、すぐに緊張し、また
大鳴大放、大批判を思い起こすかもしれない。中央委員会の２人の副主席は『中国科
学』の課題を述べたが、これは即ち思想上、組織上、政治上の整頓のことである。
『中国科学』の問題について議論しよう。中国科学が掲載している論文は政治論文
が多すぎる。それは決して好ましいことではない。（政治と科学は）分離して掲載し
なければならない。（政治を）自然科学と関連させて考えようとするならば、まずマ
ルクス主義の観点に基づいて、自然弁証法により自然科学を明らかにすることであ
り、安易に『紅旗』の文章を転載することではない。それでは『中国科学』によって
何をするのか。「政治的論文を掲載しないことは誤りである」というような議論は不
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正確である。私は、マルクス主義の観点が『中国科学』の記事に体系的に組み込まれ
ていないために、『中国科学』を主管する思想的・政治的路線が正しいとは言えない
と思う。「労農兵からの乖離」と主張されるが、「労農兵からの乖離」とはどういう
意味なのか。もちろん「労農兵からの乖離」は好ましいとは言えないが、しっかりと
研究し、きちんとした刊行物を作らなければならない。皆さんは『中国科学』を刊行
している。他に『実験科学』も刊行している。（この２誌は）常に分業している。し
かし当然のこと、理論と実践は分離してはならないのである。仮に労働者・農民・兵
士に関する記事が掲載されていなくても、それを分析することは重要なのである。
毛主席の言葉に「科学的原理は外国から学ぶべきであり、これらの原則を学んだら、
それを用いて中国の実情を研究すべきある」とある。自然科学の分野においても、独
創性を発揮し、外国の近代的な科学知識や方法によって、中国の科学遺産を整理し、
独自の学術を形成するように努力をしなければならない。整頓とは、思想上、組織
上、政治上の整頓のことである。
『中国科学』は主として対外用のものなのか。否である。まずは我々自身が考究す
べきものであると考える。毛沢東主席は「人の家には、それぞれ、その家に天帝が住
んでおり、我々は主として自分の任務を全うすることが必要である」と語っていた。
それでは対外宣伝の目的は何か。それは専門家が理解でき、有益であるだけでなく、
素人にも理解しやすいものでなければならない。私たちは、学んだことをもとに、人
民のために、社会主義の祖国のために、そして科学事業の繁栄のために服務しなけ
ればならない。知識を持っていない人は、しっかりと学ばなければならない。スロー
ガンは、どこからともなくやってくるが、常に風まかせなので上手くいかない。この
分野において経験は積んできたがそれに気づかない人もいる。雑誌によっては記事
の 6、7 割を読者は理解できるが、3、4 割は理解できない。まあ、それはそれで好い
としても、もし、9 割の記事が理解できないのであれば、なぜそこまでの費用をつぎ
込むのか。しかし、社会科学はこれとは異なっている。もし、社会科学の文章を共産
党員が理解でないのなら、党員以外の同志にも理解することはできない。それなら
ば、それはどのような社会科学なのか。自分たちが理解できないのに、どうして人身
を鼓舞できるだろうか。レーニンの『国家と革命』は、誰もが理解できるように大き
な課題を説いていた。上海は『自然弁証法』の雑誌を刊行したがっているし、教育部
は『争鳴』を刊行したがっているので、彼らが刊行すればそれでよい。我々は『中国
科学』を刊行して百花斉放を実施し、どの花がよく咲くか見てみるのだ。『中国科
学』は非常に有名であり、人々に権威を持っている。
我々の『中国科学』は名と実を一致させるように改善する必要があり、しかも大幅
に改善する必要がある。どのように改善するのか。その方向性の問題ではない。まず
は品質を大幅に向上させ中国科学を真に体現し、その名に相応しいものにすること
が重要である。毛主席は、「外国のものを吸収したら、それに変化を加えて中国のも
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のにしなければならない」と説いている。中国独自の学派を形成することは、自然弁
証法と唯物論を用いて、自然界の法則と人類の歴史を探求することである。皆さんは
上海の雑誌『自然弁証法』や教育部の『争鳴』の経験から学ばなければならない。現
在、我々は先ず品質向上の目的は何かを考え計画しなければならない。これを考える
ヒントは何か。中国の科学技術は戦場で言えば前衛であり、しかも重要な戦場の前衛
である。優れた出版物がなければ、科学技術戦線のレベルをそこに反映させることが
できないのである。
本日、これらの問題について話をしたのは、党中央に報告するためである。まず、
状況を把握し政策を実行し、チームの課題を把握する必要がある。多くの機関を調整
・強化しなければならない。まだなすべきことは多くある。おそらく、この雑誌につ
いて討議するのは 9 月から 10 月、早くても 9 月末になるだろう。

２．《理论要联系实》1977 年 11 月 29 日
出典は中国共産党中央政治経済学研究室における座談会での講話である（3）。当時中国
における政治情勢は大きな変化の岐路にあった。1976 年 1 月周恩来が逝去し、同年 9 月に
は毛沢東が逝去した。そして 10 月には四人組逮捕に功績があった華国鋒（毛沢東遵守派）
が中共中央の主席となった。鄧小平の再復活とともに当時胡耀邦は党中央委員会委員に選
出され、党中央学校副校長の任務に就いていた(4)。

【翻訳】
教育指導において特に注意すべき点は何か。私の見解は主として以下２点である。
第１点。できるだけ皆さんは以下のことを最大限努力してほしい。即ち政治経済学
上の基本原理に関して、マルクス主義及びマルクス、エンゲルス、レーニン、スター
リン、毛沢東を対象者に少しでも理解できるように指導することである。問題はどう
すれば彼らに十分に理解させることができるかである。そのためには、深い概念を分
かりやすく解説できるだけの内容理解、教授技能、そして大胆な度量が必要である。
哲学の授業においては、多くの同志の意見を聞いたことがある。彼らは我々の講義を
評して「マルクス・レーニン主義の基本原則については概念を引用して概念を説明
し、書籍を引用して書籍を説明している」とのことであった。また、その他の意見と
しても「思い切った大胆な講話ではなかった」ということであった。どのようにすれ
ば平易な言葉を用いることができるのか。マルクス主義の原理の深い概念をごく分
かりやすい言葉で明瞭に説明するにはどうすればよいのか。スターリン、とりわけ毛
沢東同志は、マルクス・レーニン主義の多くの原理の深い概念を明解に解説していた
ように思う。今年の 5 月あるいは 6 月だったか、河北省党委員会中央党校の同志が党
史研究部門に異動してきた。私は彼に「人民公社幹部にどのように唯物論を教えるの
か？」と質問した。彼は「唯物論とは何を意味するのか、唯物論的認識論とは何を意
味するのか ―― 世界は物質である、物質は運動している、運動には法則がある、法
則は認識と言える、と四つのフレーズにまとめることができる」と答えた。私は「確
かによくまとまっている！」と思った。今期の政治経済の授業においては、マルクス
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とエンゲルスの原著を使用するが、これらの内容はたいへん難しい。解説する時に
は、ぜひもっと一般的で平易な言葉で解説するように依頼した。この難関をどうして
も突破しなければならない。突破できないのなら、どのように大衆にマルクス・レー
ニン主義の原典を教えることができようか。それは、一通り平易な言葉で原著の原意
を翻訳することではなく、原文の主要で核心となる考え方を明確に繰り返し解説す
ることなのである。私が指摘しているのはこのことであり、一般的な語句の解説では
ない。
第２点。理論をどのように実践に結びつけることができるのか。私の見解は、「社
会主義社会についての一連の課題について思考し、議論し、研究し、解決するように
人々を導かなければならない」ということである。また、可能な限り解放以後、特に
所有権制度の変革後の重大な現実的実践課題を解決するように人々を導かなければ
ならない。もし、不明な点があれば躊躇なく議論しよう。例えば、社会主義時代にお
ける上部構造と経済基盤との関係である。上部構造は何によって構成されているの
か。マルクスはどのように言ったのか。エンゲルスはどのように言ったのか。我々は
28 年間、社会主義を実践してきたのであるが、上部構造は何によって構成されてい
るのか。これは、我々が実務の中で出会う課題である。
例えば、生産関係の問題を考えてみよう。マルクス主義における生産関係とは何
を意味するのか。生産関係とはどのような事物を含めるのか。現在の生産関係は、生
産力の発展レベルに沿ったものになっているのか。このことが、現在の農村人民公
社に関する三段階所有システムの議論につながるのである。生産小隊を基本採算単
位とすることから、生産大隊を基本採算単位に高めるための条件は何か。熟考せず
して変更することはできない。今度は、生産力がどのレベルにまで発展するとよい
のか研究し明らかにしなければならない。まずは、生産機器が必要である。 2 つ目
は生産の蓄積が必要である。3 つ目は思想の改革が必要である。３つの条件のどれか
が欠けていたとしたら、基本採算単位の変更をどのように急げというのか。まずは
条件を創り整えなければならない。「生産大隊を基本採算単位と考えるのが革命的
であり、生産小隊を基本的な基本採算単位と考えるのは革命的でない」と誰が言っ
たのか。それこそ主観唯心主義である。また、どのような自家保有地が資本主義の尻
尾であるというのか。これこそ「絶対化」であろう。現在の生産レベルにおいて自家
保有地は何らの進歩的な役割をも果たしていないのか。家庭副業とは何か。それを
資本主義の尻尾ということはできまい。労働力の潜在能力発揚の問題であり、これ
は生産力の利用の問題である。これらはすべてマルクス主義理論で説明されなけれ
ばならず、社会主義生産関係におけるこれらの問題は、マルクス主義政治経済学の
原理のレベルにまで高め、明確に答えなければならない。
再度、例を挙げて説明すれば次のようになる。社会主義時期における商品生産、社
会主義制度化における貨幣・銀行・市場の問題に関して、貨幣はどのような役割を果
たすのか。 商品生産はどのように実施するのか。我々はマルクス主義の原則を用い
て明確かつ大胆に議論し理論的な答えを出す必要がある。今回、皆さんには『資本論』
の第 4 章も選んでもらった。それでは、購買のために販売するような農民が、搾取を
生み出せるのだろうか？ 数個の卵、1 斤の棗、1 足の靴を持って、塩を買うために市
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場で売り、他の生活必需品と交換したとする。現在の自由市場においては長期的には
廃止することはできない。強化して導いていくしかない。私たちは大胆に理論的かつ
明確に質問に答えなければならない。要するに、我々の国情や現実を抜きにして、マ
ルクス主義を語ることはできないのである。我々はマルクス主義の原理によって議
論や研究に基づいて答えを出し、過去 20 年間、特に過去 10 年間の経済生活における
重大な問題、すなわち「四人組」によって顛倒させられた課題を明らかにしようとし
なければならないのである。
政治経済学研究室では理論と実践を何とかしてしっかりと結びつけようとしたが、
これは単にこの２週間前の課題ではなく、長期に渉って検討する課題なのである。政
治経済を実践に結びつけるために、現代世界や現代中国の経済生活についての理解
を組み合わせるように学習しようではないか。昨今、我々の経済生活の顕著な課題は
現代世界における科学技術発展の勢いが日進月歩だということである。このことは、
我々の現代世界における社会生活中で最大の課題であり、最も顕著な問題である。我
々がこの 10 年、いわば 10 年に及ぶ内戦を繰り広げきた結果ともいえる。この 10 年
来の我々にはそれなりの新生産があったが、日本の生産力は 3 倍半になり、鉄鋼企業
年間生産量は 3,500 万トンを生産するようになった。これは我が国全国の生産量の
約 3 分の 1 を占めている。ルーマニアは 1,300 万トンの鉄鋼を生産しており、人口
が我々よりはるかに少ないのに、数万トンの貨物船を作ることができている。それに
も関わらず「四人組」は、1 万トン級の貨物船を貸し与えて出航させたことを新聞に
掲載した。一面の見出しに、巨大な船であることを伝え、まさに大記録と呼んでいた。
なんという見識が狭いことか。本日はがっかりするような話をしたが、私の意見は次
の４点である。
第１点。常に世界中の現代科学技術に触れ、世界の現代科学技術の資料を読む必要
がある。政治経済学を論ずるにしても、現代の科学技術なしには成り立たない。
第２点。常に全国の工業、農業、科学、文化などの現実に触れなければならない。
以前には誤った行動を採っていた。我々は現実に触れるというのは、重荷を背負って
農村に学ぶことだと考えていた。2 年、3 年と農村に腰を据えて学ぶというものだっ
た。一生の内で、農村で 2、3 年学ぶのも、もちろん、これも方法の一つである。毛
沢東同志は、「馬を走らせて花を見る」「馬を下りて花を見る」「家を構えて落ち着
く」という 3 つの方法を語った。材料に触れる、これこそが現代的方法である。さら
に、座ってテレビを見て、楽しみながら材料について理解する、このような新しい方
法もある。いろいろな方法で現実との接点を持つことが必要である。
第３点。政治経済学理論分野における思想の現実に触れる必要がある。様々な工業
部門、農業部門、理論分野において、どのような問題が研究されているのか。どのよ
うな問題提起がなされているのか。思想的な傾向や動向は何か。我々はこの方面にお
ける現実にも触れておく必要がある。
第４点。我々の歴史と現実を結びつけなければならない。十数年前も歴史であり、
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昨日もまた歴史であり、そして 1 時間前にもまた歴史である。昨日、一昨日の中国は
どうだったのか。例えば、我々が党史を語るとき、１つの問題に遭遇する。この十数
年間の党史をどのように語るかという問題である。我々の歴史もまた現実である。
このような現実的な問題に注意深く触れなければ、私たちの政治経済は非常に貧
弱になってしまう。新しい事物に触れたり、新しい課題を研究したりすると、何かし
らの問題に出会ったり挫折を味わうことがあるが、そのようなことは重要でない。お
およそ研究した内容が新聞に掲載されたりすると、党校以外で好き勝手に議論され
たりしない限り間違いはない。それは研究と議論の問題である。教室においては決定
的なものはなく、人を攻撃する権利は誰にもない。

３．《要坚持实践是检验真理的唯一标准》1978 年 5 月─1979 年 3 月
1978 年 3 月、胡耀邦は第 5 期全国人民代表大会安徽省代表に選出された(5)。いよいよ胡
耀邦の政治能力が発揮できる時期になったのである。そして本テーマである「実践は真理を
検証する唯一の基準」キャンペーンを開始した。党主席兼中央軍事委員会主席の地位にあっ
た華国鋒を追い落とすことを企図していた鄧小平にとって、胡耀邦の主張は鄧小平の挑戦に
おける理論上の大きな支えとなった。「実践は真理を検証する唯一の基準」キャンペーン以
後、1980 年 2 月第 11 期 5 中全会において、中央政治局常務委員・党中央書記処総書記に就
任し、1981 年 6 月には中国共産党第 11 期六中全会で党主席（後に「主席」から「総書記」
に改称）に選出された(6)。

（Ⅰ）
学術的な議論を政治に昇華するためには、この気風はなぜ変えられないのか。真理は論
ずれば論ずるほど真実は明らかになる。全体としては、歴史の潮流はとうとうと流れ、止め
ることはできない。このような大惨事を経験した我が民族は、今後 20 年の間に更にこのよ
うな大惨事を繰り返すのか、それとも飛躍するのか、科学的に予見することができるだろ
うか。私の見解では、教育は奥が深いので、国民の大多数が後戻りできなくなるように思
う。それは一部の人々の意思ではないように思う。社会は後退した後、大きく前進する。こ
のような法則があるのだろうか。この種の弁証法的な考えかたに関する文章が必ずどこか
に存在するはずである。「四人組」がもたらした人々の自覚はどれほど金を積もうと買うこ
とはできない。この自覚により将来の大発展が期待されている。しかし裏面から見ると、そ
れは「四人組」の功労でもある。歴史の流れは止められないのである。どうして止められな
いのか。この課題を明確にすることが重要なのである。思想の先駆者とは、現在の条件下
で、その役割を主張し啓蒙者として行動できる者である。現在、波風は強いといえようか。
さらに踏み込んで、過去と現在でどのように歴史が進んできたのかということから、徹底
的に話し合ってみよう。
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(1978 年 5 月 13 日同中共中央党校、≪人民日報≫有関的同志的談話)

（Ⅱ）
我々が毛沢東の思想体系について語るとき、それは一般的な原理を意味しており、
個々の原理や結論を意味しているわけでない。さらにこれは一部の指示であり、具
体的な問題である。同じ事柄ではない。2000 万字を超える『マルクス・エンゲルス
全集』は、決して普遍的な原理ばかりではない。普遍的な原理は多くの説明が必要で
あり、一つの文章を説明するためには何千何万もの言葉が必要である。材料（根拠と
なる事実）は必ずしも真実ではない。 最近では、「実践こそが真実を検証する唯一
の基準である」ということを知り、また「1 つが 2 つに分かれる」ことが普遍的現象
であることを聞いて、驚愕する人もいるようである。本来あるべき姿に戻さなけれ
ばならない。昔からの同志の中にはこれらのマルクス主義の常識を忘れている人も
いるし、新しい同志の中には、そもそも「毛沢東思想」とは何かを全く知らない人も
いる。昨日午後、鄧小平同志から電話があり、3 時半から 5 時まで、我々の状況を質
問したり、いくつかの問題について語りあったりした。彼（鄧小平同志）は、「君た
ちの "理論動態 "は非常に優れたチームであり、同志の中にはいささか本を読んで
いる者もいるので、解散しないようにしてほしい」と語った。彼が言うには、そもそ
も「実践は真実を検証する唯一の基準である」という論文にはさほど注目していな
かったが、その後、異なった意見があると聞いて読んでみたという。この論文の内容
はマルクス主義的であり、議論したり、論戦したりすることは、不可避であり、この
二つが起因するところは全て鄧小平副主席にあると言ってくれた。これは我々の励
みにもなった。
(1978 年 7 月 23 日、「理論動態」編集部有関同志的談話)

（Ⅲ）
皆さんは私に「実践が真理を検証する基準であるという課題」について、何か解答
するように望んでいるが、それは、まだ解決していないのだろうか。「実践こそが真
理を検証する唯一の基準である」というこの表現は間違っているだろうか。もちろ
ん間違っていない。それではなぜ、この問題を議論する必要があるのかというと、多
くの同志が理解していないからである。あるいは思想の方向性が正しいとは言えな
いからである。現実から出発して現実に対応するのでなく、現実の任務の中で課題
を解決できないのである。同志の中には、間違った考え方をしている人がいるが、実
践を通して過ちを検証し、改め、実践を通して正しさを証明し、それを堅持している
人もいる。今後我々の任務をどのように遂行していくのか。 我々は実践理論を尊重
しなければならない。ある人は実践を尊重せず、いつも「毛沢東同志は言っていな
い」と言う。言わなかったことについては問題が多い。マルクスやエンゲルスも同様
- 110 -

である。マルクスは車に乗ったことがないし、もちろん高速道路も知らない。1986 年
になってようやく自動車が発売されたが、マルクスはすでに 1883 年に亡くなってい
る。全速力で前進するとはどういうことか。私は、マルクスはそれを理解できなかっ
たと思う。エンゲルスは飛行機に乗ったことがなく、スターリンは "テクロン"を身
につけたことがない。毛沢東同志が世を去って 2 年、この 2 年間に発生した新たな
問題については、毛沢東同志も経験していないのである。それは我々にも当てはま
る。我々の次の代や子孫の代にも当てはまる。彼らは私たちよりもずっと多くの新
しい問題に遭遇する。マルクス主義は発展し、毛沢東思想も発展するのである。それ
だからこそ、我々は新しい課題を研究しなければならない。同志の中には、「二つの
棒」をもって臆病にさせている者もいる。即ち文化大革命を否定することは、毛沢東
思想も否定することであり、その旗を切る（毛沢東思想を否定する）ことになるとい
う。それこそ旗を切ることになる。どのような旗を切るのか。旗を切るのは誰か。私
か。旗を切るのに参加して（「文革こそ旗を切る」こととして胡耀邦は解釈）何年た
つのか。いまだに馬鹿げた事を言っているのか。自分が優秀だと思い、自分は天下で
6 番目であり、マルクス、エンゲルス、スターリン、毛沢東、そして自分であるのか。
指導者の立場から言って、自分は世界で 6 番目に優秀な人間とはまず言えないだろ
う。常に自分が最も革命的であり、最も最も最も、3 つでも足りないのか。それは謙
虚さが必要ではなかろうか。皆さんが問題について話し合いましょう。教師然とし
た姿勢はよくない。決して「一条扁担」「扁担一条」になってはいけない。『打漁殺
家』を観たことがあるだろうか。これは何という型かと問われると、「一条扁担」と
言い、また相手の型は何かと問われると、「扁担一条」といったような「扁担」の向
きを変えたことだけで、実質の変わらないものを違うもののように言うのは、詭弁
を弄した程度の低い表現である。（※『打漁殺家』は水滸伝の後の物語を京劇として
演じられたものであり、また「一条扁担」「扁担一条」は『打漁殺家』の中の「扁担」
を使用し、相手を攻撃する武術の型の表現方法であるという。）同志の皆さん、我々
は皆、謙虚にならなければならない。我々は皆理解できないことがたくさんある。舞
台上の私を意気軒昂で正義感に満ちた人と見ないでほしい。私もまた、たくさんの
失敗をしてきたし、「共産風」を吹かせてしまったりしてきた。私も何度か棒で人を
叩くという失敗をしたことがあったし、その時はあまりにも上から目線で批判的で
あった。我々は間違ったと事を述べたり、間違ったことをしたりしてきた。我々は皆
慎重さと謙虚さを持ち、皆さんは実践論を尊重し、全ての実践を根拠とする必要が
ある。実践が間違っているとわかったら、我々は改めなければならないし、実践が正
しいことが証明できたらそれを貫かなければならない。傲慢な人間になってはいけ
ない。お互いに助け合い、監督し合い、批判や自己批判を選択しなければならない。
団結を求める願望から、批判や自己批判を経て、新たな団結が生まれる。我々は皆、
そのような態度・モラルを採らなければならないし、「実践こそが真理を検証する唯
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一の基準である」という今回の提起は、思想を解放し、現実を直視するのに非常に好
い効果を引き起こし、まさに毛沢東思想に基づいて任務を遂行する上で、極めて大
きな役割を果たすと思う。この議論はまだ終了していない。さらにもっと深く掘り
下げていかなければならない。なぜなら多くの同志が間違った考え方をしているか
らである。我々の同志の中には、過去に正しく今日も正しいが、未来には正しくない
者もいるかもしれない。是非は自分で決められるものではない。張も李も胡も私も
地位の高い人も永遠に正しいとは限らない。あなたの実践は真理を検証する基準に
おいて、永遠に正しいと言えるのか。そうではない。同志の皆さん、我々は将来的に
間違いを犯すかもしれない。実践の理論を尊重するのなら、天才の理論に頼る必要
はなく特別の理論も必要はない。「実践理論の反対が天才論だ」と言った同志もい
る。それだけでは不十分である。私に言わせれば、天才論に加えて特権論ということ
になる。私の職務はあなたよりも高いからといって、どこにこのような道理がある
のだろうか。そのような道理はあるわけがない。平等主義、分等級は、盲従であり、
それらは盲従を促進することになる。天才論、特権論、等級論、盲従論は、私に言わ
せれば、最終的にはやはり隷属論である。これではいけない。実践を重んじることが
重要であり、全ての主観的な世界のあらゆる物事、すべての人々は皆、実践を通して
検証しなければならないのである。
(1978 年 11 月 28 日在中共中央党校三部第一期学员结业会上的讲话)

（Ⅳ）
「実践こそが唯一の真理を検証する基準である」という議論は続けるべきだろう
か。議論は続けてもよいが、新たな道理がある場合に限られる。この問題は具体的現
実の任務の中で解決しなければならない問題である。1978 年でも 1979 年でも 1980
年代でも 1990 年代でもよい。張三でも、李四でもよい。実践が正しいと証明された
もの全てそれを守らなければならないし、間違っていたら修正しなければならない。
主観的な世界では、すべての人が実践によって検証されなければならないし、この 2
年間に過ちを犯していない同志も含まれる。我々はこの基準に沿って任務を果たし
ている。しかし現在過ちを犯していないからといって、これからも失敗しない保証
ができるだろうか。それは不可能である。過ちを犯さなかったとしても、来年も再来
年も、1970 年代も 1980 年代も 1990 年代も全て実践が是非を判断し、功罪を明らか
にするのである。すべての工作において、「実践論」に基づいて確固とした任務を果
たさなければならない。
(1978 年 12 月 31 日在中央宣伝系統所属单位領導干部会議上的講話)

（Ⅴ）
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「実践こそが真理を検証する唯一の基準である」ということを堅持しなければな
らない。我々は、この原則を堅持しなければならない。実践が正しいと証明されたな
らば、必ず堅持しなければならない。間違っていることが証明されたら必ず修正し
なければならない。過去においても何か間違ったことがあれば、必ずそれを修正し
なければならない。自分の間違いを自ら改めることは本当に難しい。政策実現に向
けて、どのくらいの期間、我々は取り組んできたのか。党中央委員会は少なくとも 1
年半前から大々的に宣伝しているが、部門によっては、時間がかかっている。これは
中央政府のいくつかの部門でも同じことである。なぜそれが着実に実行されないの
か。同志の中には、全体像を理解していない人もいる。批判と自己批判という整風が
なければ、「実践こそが真実を検証する唯一の基準である」という原則に沿って任務
を果たすことは、非常に困難となろう。
(1979 年 3 月 17 日在中共中央党校 第三期開学大会上的講話)
註
(1)中共中央文献編集委員会編『胡耀邦文選』人民出版社、2015 年 11 月、p.62 脚注より
(2)柴田哲雄『汪兆銘と胡耀邦』彩流社、2019 年 10 月、pp.160。
(2)中共中央文献編集委員会編『胡耀邦文選』人民出版社、p.78 脚注より
(4)楊中美『胡耀邦』蒼蒼社、1989 年 6 月、p.270 年譜より
(5)楊中美『胡耀邦』蒼蒼社、1989 年 6 月、p.270 年譜より
(6)楊中美『胡耀邦』蒼蒼社、1989 年 6 月、p.270 年譜より
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【書評】
趙従勝『海南島農業近代化研究』（中文版）書評
新地 比呂志

Ⅰ はじめに
本書は筆者趙従勝氏（以下、筆者と表記する）による博士論文『中国・海南島の農業近代
化 ― 日本占領時期の海南島農業調査・開発・教育を中心に ―』（2016 年）のリメイク版
である。再度論文内容を精査し、2019 年に『海南島農業近代化研究』として海南出版社か
ら中文版を出版した筆者の真摯な研究態度に敬意を表したい。評者が筆者から書評執筆の
依頼を受けたことは光栄なことであるが、民国中期から末期にかけての政治思想史を研究
している私が「農業政策」を検討している本著を分析する任に堪え得るかどうか危惧してい
る。しかし敢えて本著の書評を引き受けたのは、研究同人という理由以外に、本書の提起し
た意義が実証性と同時に新たな研究内容の提起に基づいて「日本侵攻占領下における海南
島の農業政策」を考察していたからである。さらにもう一つは評者が新中国における農業政
策の変遷に関心があったからである。
閑話休題、筆者の今後の研究にエールを送る意味で、以下本書を考察したいと思う。

Ⅱ 本書の概要
本書は次の構成をとっている。
【序論】
研究目的／先行研究と課題／構成と論証
【前編】民国政府による統治時期
第 1 章 清末民国初期における外国人による海南島調査
第２章 民国政府統治時期における海南島調査と開発計画
第３章 民国政府統治時期における海南島開発
【前編結論】日本軍占領時期
第１章 日本軍の海南島侵攻占領
第２章 海南島における農業政策の変遷
第３章 海南島の農業調査
第４章 海南島農業開発の展開
第５章 日系企業の農業経営状況
第６章 「台湾総督府」と海南島農業
第７章 海南島師範教育と産業
第８章 海南島初等教育と農業経済
【後編】新中国時期
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第１章 海南島農業発展の沿革
第２章 食料生産状況
第３章 農業科学の研究組織
第４章 農業開拓

上記に紹介した如く、その構成は非常に分かりやすい。即ち時代を３区分（民国政府によ
る統治時期／日本軍の海南島侵攻占領時期／新中国時期）にて、海南島農業の発展過程を比
較検討し、それぞれの時代の異質点と同質点を抽出していることである。それにより全体像
として、「海南島の農業近代化」の特徴を新たな問題提起として捉えなおしている。また、
著者も序論で述べているが、特に重点的に視点を当てているのが、「日本軍侵攻占領時期」
の農業近代化であるという。評者は、「日本軍侵攻占領時期」の農業近代化の特徴を捉え直
す対照群として、「民国政府による統治時期」「中国時期」を設定したと解釈した。それで
は、【前編】民国政府による統治時期、【中編】日本軍侵攻占領時期、【後編】新中国時期
に分けて著者の論考を紹介してみよう。

●【前編】民国政府による統治時期
華僑が中心となり、ゴム・コーヒーなどのプランテーション型の農業について技術開発、
生産システム開発など一定の成果があった。しかし，華僑が自らの利益を優先して行なった
ものであり，海南島農業全体にもたらした貢献や影響は「小」規模に留まった。ほとんどの
零細農民は，旧態依然とした，遅れた生産状態を続けていた。華僑による海南島農業開発の
限界であったと言わざるを得ない。一方，広東省政府による農業開発で政府直轄の瓊崖実業
局や軍に所属する瓊区模範林場・軍墾農場が設置され，品種改良等にはこれも一定の成果が
見られ，一般農家に普及させる試みも行われていた。これは海南島農業近代化の兆しと呼ぶ
ことも可能である。しかし，一般農家は新品種をうまく受容できず，海南島農業に定着せず，
海南島農業発展に対する影響は限定的であった。筆者は海南島の農業近代化の萌芽段階に
あったと位置づけた。
●【中編】日本軍の海南島侵攻占領時期
本論の目的は「日本占領時期の海南島農業開発の全体像を明らかにする」ことである。そ
の結果、筆者は次の事を明らかにした。①農業開発の主体は三省連絡会議・農政委員会（1939
年 2 月～1941 年 5 月）および海南海軍特務部（1941 年 5 月～1945 年 8 月）であった。②日
本海軍による海南島「農業政策」が、ハード面から「農業調査活動」「農業開発活動」、ソ
フト面から海南島「教育」に関与した。この「農業調査活動」「農業開発活動」と「教育」
は、「大日本帝国」の国策推進に大きくリンクしていた。③海南島の農業開発には台湾総督
府の大いなる協力があった。
また、日本軍占領期においても農業政策に前期と後期の２期があったことを明らにした。
①前期：各進出企業は，繊維作物・ゴム・水稲・甘蔗等各種作物の試作を中心に事業を開始
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した。軍需作物の栽培を強いられた以外に，基本的に自己の専門分野，即ち，製糖会社は甘
蔗の栽培，製麻会社は繊維作物の栽培に従事することができた。
②後期：前期の軍需作物の試作から栽培方針を転換し，海軍の海南島内自給自足政策を貫徹
するために，水稲を中心とする食糧作物を栽培するほか，自社経営上に必要な作物の栽培を
も継続して行なった。
特筆すべきは、民国時期と異なり、海南島の農業経営に当たって、日本軍は現地調査を非
常に重視したということである。現地軍委託の台湾公的機関の調査は，海南島の総合的農業
政策にデータを提供し農業開発上での具体的な問題を解決するための調査となった。そし
て「台湾の農業政策実施経験」を中心として海南島の時局に合わせた独特な開発方策を含め
た開発方針を提案した。その規模がほかの調査より遥かに大きく且つ最も具体的であった。
さらに、筆者は占領期における海南島の産業と教育がリンクしていたことも考究しており、
画期的であった。そして、文献や統計調査のみならずインタビュー（証言）を通して当時の
海南島人民の実相を明らかにした。日本占領時期，日本人の教育を受けた海南島民は，学識
を広げ，戦後，水利技術者・農場長等を勤め，海南島農業の発展に貢献していたのである。
当然これは「同化」教育・「植民地」教育であると批判されて然るべきであるが、日本人の
教育を受けた海南島民が学識を広げ、戦後、水利技術者・農場長等を勤め、海南島農業の発
展に貢献していたことを明らかにした。
●【後編】新中国期
筆者は農業政策発展段階を次の３つの区分に設定し考察した。即ち「①土地改革時期②人
民公社時期③改革開放時期の農業（農業技術）」である。
・土地改革時期：新しい土地制度の確立と農村生産力の解放（自作農の創立）により，農作
物の栽培面積が拡大し，食糧作物・経済作物の生産量が増加した。
・人民公社時期：海南島農業は後退し，再び食糧不足の時代に陥ったことを述べていたが，
農業技術の面では，外部経験の活用や耕作制度の改定により，一定の成果があったと考えら
れる。
・改革開放後には，海南島政府は，農村経済を窮地から救うため，海南島の光熱条件といっ
た地理的優勢を十分に利用するために、経済作物の生産をも重要視し、ハイブリッド品種の
普及による単位生産高の向上を図った。その結果，海南島農業経済は，自給自足経済から商
品型・利益型経済へと変化した。まとめると、海南島農業がモノカルチャー農業からマルテ
ィカルチャ農業へと転換したことによって，海南島民の生活も徐々に裕福になっていった
ということである。
海南島農業は 1949～1977 年の土地改革・人民公社時期においては，栽培面積の拡大によ
る食糧作物の増加・発展形態であったが，1978 年の改革開放政策実施を契機に，ハイブリ
ッド品種の普及による食糧生産高の増加と経済作物の普及による農村経済の活性化という
発展形態に大きく転換した。海南島政府は中華民国時期および日本占領時期と同様に，品種
改良を中心とした食糧作物の生産に重点を置くとともに，水利施設の整備・耕作制度の最適
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化・化学肥料の普及等全般的農業活動を継続的に行ったことにより，海南島農業は，従来の
米作中心の自給型農業から脱却し，果物・蔬菜等を中国内地に移出する商業型農業に移行し
た。筆者は新中国成立後の長期間にわたる改善事業により、海南島農業は完全に近代化を遂
げたと結論づけた。

Ⅲ 本書の意義と評価
筆者が序論で先行研究について次のように述べている。即ち「戦前期の日本軍の残虐行為
を検討する研究は多く経済面では日本軍の略奪性と破壊性が強調されている」。本研究の実
証的な考察は「特定の立場に立たず、日本軍の功罪を検討するものでない。」という箇所に
表現されている。筆者自身、確固たる歴史観を持っていることは推定できるが、それを抑制
的にして実証的な調査・分析・論理の構築しているところが評価できる。具体的述べると、
下記の通りである。
①海南島農業近代化の過程を中華民国時期，日本占領時期，新中国時期の３期に分け，農業
調査・開発・教育の三要素に分類して継続性と変化を明らかにしていること。
②従来の先行研究では日本占領時期の農業開発について極めて低い評価であったことに対
して，実証的研究に基づいて農業近代化の基礎構築を行ったとして評価したこと。
③日本占領時期の海南師範学校教育の教育を検討に当たって、文献調査、統計資料のみなら
ず、証言によって当時の教育の実相を明らかにしたこと。

Ⅳ 評者の意見と課題
前項で述べたように、極めて実証的に調査・検討していることは大いに評価できる。「日
本軍の海南島侵攻占領時期」に視点をおいたことにより、やむを得ないとは思うが、評者は
新中国期の論考を深めて欲しいと考える。評者は新中国の農業政策の変遷は「土地改革時
期」「大躍進時期及び人民公社創設時期」「調整経済時期」「文革時期」「改革開放出発期」
「改革開放から現代」との区分するのが妥当かと思料する。海南島の農業政策の一貫性とそ
れぞれ時代の特異性が明確化できるのではないかと考えている。また検討資料として「日本
侵攻占領時期の海南師範学校教育の教育を検討」と同様にそれぞれの時期の比較検討を文
献調査、統計のみならず人民の「証言」を検討資料として扱うことで、より海南島の農業政
策を明確化して欲しいと考えた。最後に一点、「日本海軍統治時期」「新中国統治時期」そ
れぞれ時代の狭間における農業政策変転により人民の生活がいかなる影響を受けたか論述
するとさらに次期論文の執筆意義は高まると思われる。表記上の点を敢えて指摘するなら
ば、結論部分においては本文内容さらに端部に精査して、時代の変遷の特徴を対比・類比し
た表にまとめると、さらに明解になるように思われる。
評者にとっても本著書評を書くことはたいへん勉強になった。筆者に感謝するとともに、
筆者の今後の奮闘を期待したい。
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【追悼文】
南埜猛先生追悼文
松田 吉郎
2021 年 12 月 20 日に兵庫教育大学の社会系教育講座の森田猛先生よりメールで南埜猛先
生が亡くなられたことを知らせて戴いた。兵教大事務局からのメールも添付されており
「本学 教育実践高度化専攻 教授 南埜猛氏（57 歳）におかれましては、12 月 20 日
（月）に御逝去されましたので、ここに謹んでお知らせします。
」という内容であった。
びっくりした。森田先生にお電話して事情をお聞きしたら、南埜先生はご逝去の一週間前
に大学にお見えになられ、社会系講座会議で病気が再発したとおっしゃられたので同僚の
先生方からゆっくり静養されるようにとのお声をかけられた。しかし、その一週間後に亡
くなられた。膵臓癌だった。加治佐哲也学長と吉本剛典先生が弔問に行かれた。私も弔問
にいきたかったのであるが、奥様は家族だけの葬儀を行いたいとのご希望と聞いていたの
で、弔問等をご遠慮した。
南埜先生との思いでは尽きない。手元に詳細な資料がないので思い出しつつ述べたい。
南埜先生は 1983～87 年兵庫教育大学学校教育学部学生（2 期生）
、1987～89 年兵庫教育大
学学校教育研究科修士課程、1989～95 年広島大学大学院文学研究科博士課程を歩まれた。
博士課程の期間内だと思うがインドに留学された。1995 年に兵庫教育大学学校教育学部社
会系教育講座助手、その後、副教授、教授になられた。兵庫教育大学時代には白井義彦先
生のご指導を受けられた。
南埜猛先生と私とのお付き合いは 1995 年の先生のご着任からの 26 年前後となるが、南
埜先生からいろいろとお世話になってきた。
まず、第一に研究室のパソコンの技術指導である。何か困ったときはいつも南埜先生の
研究室をお伺いして、ちょっと見て戴けませんかとお願いすると、どんなお忙しい時でも
いやな顔をせず、見てくださって、ご教示ならびに、修復して戴いた。
第二に私のゼミ生の論文指導でお世話になった。私のゼミ生 101 人より卒論、修論、博
論がでたが、その多くは南埜先生のご指導を戴いている。
第三に、私が第２回目の社会系コース長をしていた時（2013 年 4 月～2014 年 8 月）、南
埜先生には副コース長として助けて戴いた。2014 年 8 月 26 日に私は自家用車で帰宅途
中、三田市で無謀な運転をする対向車に正面衝突され、ほぼ半年間、病院で治療を受けな
ければならなくなり、コース長を南埜先生に代わって戴いた。また、入院中は何度もお見
舞いに来ていただき、その都度励ましとともに社会系コースの様子を知らせて戴いた。南
埜先生のおかげで私の任期期間中のコース長の仕事を全うして戴いた。
第四に中国水利史の共同研究ができたことである。ご周知のように南埜先生のご専門は
水利史研究である。フィールドは日本、インドのみならず、中国、台湾に及んでいる。特
に中国、台湾の水利史研究は私との共同研究からはじまったと思う。南埜先生は地理分野
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でいろいろな学会に所属され活躍されてきたが、私が所属する中国水利史研究会にも加入
された。その中で 2005 年度から 2009 年度の科研寧波プロジェクトの水利班（松田が研究
代表）に加わって戴いた。同班には他に本田治先生（立命館大学、宋代史）
、神吉和夫先
生（神戸大学、土木工学）に加わって戴き、合計 4 名で出発した。中国浙江省寧波地域の
水利史を唐宋時代、明清中華民国時代、現代にわけて各々担当し、文献研究とともに現地
調査を行った。この時、南埜先生と２回現地調査をご一緒した。さらに、南埜先生はアメ
リカ合衆国に出張して、アトラス、コロナなどの写真の地図資料の調査もして戴いた。ま
た得意分野を生かして寧波プロジェクトにおいて地理情報システムの導入も試みられた。
ところが 2006 年に南埜先生は白血病で急遽入院治療を受けられることになった。治療
期間中に癌も見つかり、合わせて治療を受けられた。抗癌剤の治療等、大変な苦痛を伴う
治療を受けられたが、1 年後無事完治して職場に復帰された。その後、科研の報告書であ
る『古代水利施設の歴史的価値及びその保護利用国際学術討論会論文集』
（2009 年 3 月 15
日）
、
『寧波地域の水利開発と環境』
（2010 年 3 月 1 日）
、松田吉郎編『寧波の水利と人びと
の生活（東アジア海域叢書 / 小島毅監修、9、汲古書院、 2016 年 10 月 6 日）の３冊の出
版においては論文執筆、編集等すべての過程をこなして戴いた。南埜先生なくしては同３
冊は出版できなかったと言っても過言ではない。
第５に、台湾水利史の共同調査、研究ができたことである。南埜先生は台湾の桃園大
圳、桃園・新竹平原の水利に関心があった。2013 年頃だったと思うが、私は南埜先生とご
一緒に桃園大圳調査に出かけた。桃園大圳、最上流の石門ダム、桃園農田水利会などを回
った。水利会では私の長年の友人である郭雲萍さん（開明大学助理教授）にも加わって戴
いた。その縁もあって、2014 年に私が入院時、南埜先生が 1 年間文部科学省の資金により
台湾へ在外研究に出かけたいと希望を述べられたので、私は中央研究院台湾史研究所研究
員の林玉茹老師をご紹介した。幸い申請が通り、2015 年から 1 年間台湾で水利史研究をな
され、同成果をもとに次々と論文を発表された。さらに私をもメンバーに加えて３年間に
わたり科研申請をしてくださったが、残念ながら科研は採択されなかった。本来ならまだ
まだお元気で台湾水利史研究を発展なされたことだろうと思うと残念でならない。
私は南埜先生のお人柄を一言で述べると「素直」という表現が出てくる。恩師白井義彦
先生のご指導を素直に受けて研究をはじめられ、広島大学時代には指導教官の勧めでイン
ドへ留学され、兵庫教育大学赴任後は熱心に院生・学生指導なされるとともに、専門の水
利研究だけでなく、地理教育にも邁進された。ご自分が兵庫教育大学学部の第２期生とい
うこともあって、社会系大学院生の同窓会「嬉野会」の運営にも積極的に加わられ、また
播磨地域のため池研究、研究発表、講演会をも精力的に行われた。さらに、私が中国寧波
水利史や台湾水利史の共同研究を提案したら、何のためらいもなく加わって戴き、上述し
たように熱心に共同研究して戴いた。与えられた課題をまさしく「素直」に受け入れ、そ
の中で研究成果を積み、視野を広げられた。恐らくは地理分野でもインド、日本、中国、
台湾 4 か国にわたる水利史研究を為されている方はおられないのではないかと思う。まだ
まだこれからという時期に亡くなられて残念で仕方がない。
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史訪会 会則
（名称）
第１条 この会は、史訪会と称する。
（目的）
第２条 本会は、東洋史を中心とした歴史を研究し、その発展と普及をはかることを目的
とする。
（事業）
第３条 本会は、その目的を達成するために、会誌『東洋史訪』を年一回発行する。
第４条 本会は、その目的を達成するために、年一回研究会・総会を開催する。
（会員の資格）
第５条（会員の資格）
本会の目的に賛同するものは、所定の入会手続きを経て、会員になるこ
とができる。入会には一般会員１名以上の推薦と、幹事会の承認を必要
とする。
（１）会員は一般会員、学生会員、留学生会員の３種とする。
（２）会員は別に定める会費を納入しなければならない。
（３）次の各項の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
１．退会届を提出したとき。
２．本人が死亡したとき。
３．継続的に３年以上会費を滞納したとき。
４．除名されたとき。
（幹事）
第６条 本会は、その事業を円滑に運営できるよう下記の幹事（原則として１年任期）を
おく。
１．顧問

本会の相談役を担当する。

２．会長

本会を代表し、会務を統括する。

３．副会長

会長を補佐し、会務を執行する。

４．東日本地区担当

東日本における本会の会務を担当する。

５．関西地区本担当

西日本における本会の会務を担当する。

６．九州地区担当

九州における本会の会務を担当する。

７．中国支部長

中国における本会の会務を担当する。

８．台湾支部長

台湾における本会の会務を担当する。

９．事務局長

本会の事務を執行する。

１０．『東洋史訪』編集担当

『東洋史訪』を編集し、発行する。

１１．会計

本会の予算をたて、予算を執行する。

１２．会計監査

毎年の経理状況を監査し、報告する。

１３．討論会会場・懇親会担当

研究会・懇親会の企画し、実施する。

１４．名簿・発送担当

名簿を管理・更新する。また機関誌・案内
等を発送する。

１５．ホームページ・メーリングリスト担当 ホームページ・メーリングリストの管理・更新する。
１６．編集委員
１７．定例研究会担当
（規約改正）
第７条 規約の改正の必要があるときは、総会において決議する。
（明示なき事項）
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第８条

この規約に明示なき事項については、幹事会で決定する。なお幹事会は、上記第
６条幹事で構成する。

【付則】
１．本会の事務局は、
兵庫県加東市下久米９４２－１兵庫教育大学東洋史研究室におくものとする。
２．本会の会費は、一般会員が年額４０００円、学生会員は年額２０００円、留学生会員は
年額１０００円とする。
３．原稿投稿・執筆規定は、別紙に定める。
４．この規約は２００６年７月２８日より施行する。 ２００７年７月２８日改正。
（１９９５年８月より２００７年７月２７日まで、兵庫教育大学東洋史研究会であったが、
２００７年７月２８日より史訪会と改称した。）
５．付則２ ２００８年８月２日改正。
「本会の会費は、一般会員は年額２０００円、留学生、学生は年額１０００円とする」とあっ
たが、上記付則２に改正する。
６．第６条（幹事）に「顧問」、「中国支部長」、「台湾支部長」を新たに追加する。
（２０１１年１２月２５日追加）
７．第６条（幹事）に「定例研究会」新たに追加する。（２０１４年８月４日追加）
８．第５条（会員の資格）を改定する。（２０１５年８月２日）
９．付則２ ２０２２年２月２０日改正。
「本会の会費は、一般会員が年額３０００円、学生会員は年額２０００円、留学生会員は
年額１０００円とする」とあったが、上記付則２に改正する。
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『東洋史訪』投稿規定並びに執筆要領
［投稿規定］
１．投稿資格は「史訪会」会員とする。
２．編集委員会は複数の査読者を選定し、査読を依頼する。査読者の意見をもとに編集委
員会での審議に基づき「論文」
、
「研究ノート」、
「書評」
、｢その他（或いは特別寄稿）｣
として掲載する。また審査の結果において不掲載と判定される場合もある。
３．投稿原稿は未発表のもので、かつ日本語によるものとする。
４．投稿締切日は１２月３０日で厳守とする。
［執筆要領］
１．別原稿に必ず英文でタイトルと名前と所属を付すこと。
２．横書きワープロ（パソコン）原稿で、用紙はＡ４用紙（40 字×36 行）
。なおワープロ
ソフトは、原則としてＭＳ社の「ワード」を用いる。
３．
「論文」は 12 枚、
「研究ノート」は 8 枚以内とする。なお「教材研究」
「学会動向」
「参
加記」
「書評」等は 4 枚以内とする。また「論文」
「研究ノート」など、どの項目で投
稿するのかを明記すること。ただし、図表、訳注は枚数分に含める。
４．論文の章・節・項は、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．┉┉、１．２．３┉┉、
（１）
（２）
（３）┉┉（全角）と
する。句読点は「、
」
「。
」
（全角）とする。
５．表題は 14 ポイント、他は 10.5 ポイントとし、字体はＭＳ明朝とする。
６．論文中の数字についてはアラビア数字を使用し、漢数字は使用せず、２桁以上の数字
は半角にすること。例えば 2007 年３月 31 日、12 万 3456 円 or123,456 円のように。
７．図および表には表１、図１と各々に通し番号とタイトルを付け、本文中の出所箇所の
近くに挿入すること。図表には出所を明示し、註は出所の下に書くこと。
８．本文中の脚注は、Microsoft 社の Word に備え付けの「脚注」機能を使用し、
「文末脚
注」(文書の最後)を選んで作成する。
９．原稿に頁数を入れない。
10．引用の表記は、次のように統一する。中文・英文の場合もこれにならう。
・論文の場合 著者名『論文名』（『掲載誌名』巻号、出版年月）ページ数。
例）松田吉郎『海口冢信用購買販売利用組合について』
（『東洋史訪』
第 12 号、2006 年３月 31 日）pp.25～40。
・単行本の場合 著者名『書名』（出版社、出版年月）ページ数。
・新聞の場合 （著者がわかる場合）、著者名「記事名」
（『新聞名』年月日）
。
11．すでに引用した論文・単行本・新聞の場合には、次のように表記する。
・論文例） 松田、前掲論文、pp. 25～40。 or 松田、前掲「海口冢信用購買販売利
用組合について」
、pp. 25～40。
・単行本例）松田、前掲書、p.25。 or 松田、前掲『書名』p.25。
・新聞例） 松田、前掲紙。
12．直前に引用した論文・単行本・新聞の場合には、
・同上論文、pp. 25～40。 同上書、p.25。 同上紙。
13．原稿は 12 月 30 日までに e-mail に添付ファイルして編集窓口へ送ること。
15．送付された原稿は編集員会が査読者を選定依頼し、修正要求、コメント等を添えて執
筆者に返却する。
16．執筆者は修正・加筆後、完成原稿を指定された別途指定した期日までに e-mail に添付
ファイルして編集窓口へ送ること。
［編集委員］
井上敏孝（編集委員長） 新地比呂志(編集副委員長)
松田吉郎 堤和幸 上谷浩一 齋藤尚文 横井香織
［投稿原稿送り先］
いのうえとし たか

編集委員長 井上敏孝

e-mail：winfinitytkk@gmail.com
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彙報
「史訪会」は、令和 3（2021）年 8 月 1 日（日）
、アジア探訪研究所を拠点に「史訪会」
第 28 回学術討論会をオンラインで開催した。発表者と発表題目は下記の通りである。
１．茨田堤の河泊伝承について

後藤 芳春

２．ちんどん屋考現学 ―近代都市社会の渡世人アソシエーション―

今井 孝司

３．大泊港における水陸連絡設備
－鉄道道路併用橋の建設と技術的特徴－

井上

敏孝

【総会】
執筆者紹介
松田 吉郎

兵庫教育大学名誉教授

齋藤 尚文

兵庫県立東灘高等学校教諭

高

愛知県立大学国際文化研究科博士後期課程単位修得退学

克文

井上 敏孝

常磐会学園大学専任講師

後藤 芳春

アジア探訪研究所所員

今井 孝司

神戸松蔭女子学院大学非常勤講師

森田 明

大阪市立大学名誉教授

新地 比呂志

関西大学大学院非常勤講師

【編集後記】
南埜猛先生が 2021 年の年末に亡くなられたことをお聞きしたものの、
未だに信じがたく、
教育・研究活動にご尽力なされておられた先生の姿が今でも目に浮かぶとともに、今後と
もご指導ご鞭撻を頂きたいと思っていた矢先の出来事で、大変悔やまれてなりません。本
号では松田先生から寄せて頂いた南埜先生への追悼文を掲載させて頂きました。謹んでお
悔やみ申し上げます。
このたび発行させて頂いた『東洋史訪』第 29 号には論文 3 編、研究ノート 2 編、翻訳 2
編、書評 1 編を掲載させて頂きました。ウクライナへの軍事侵攻が続き、混迷する国際情
勢により、先行きの見えない状況が続いております。しかしながら、このような中にあっ
ても『東洋史訪』第 29 号を無事刊行できたのは、原稿を投稿して頂いた先生方、査読者の
先生方、そして日頃から本学術誌を愛読して頂いている方々のご理解ご協力の賜物と感じ
ております。厚く御礼申し上げます。
次号 30 号への投稿締切日は令和 4(2022)年 12 月 30 日となっております。事務局では、
東洋史に関心を持たれる方々からのご投稿を心より歓迎いたします。また東洋史のみなら
ず、歴史研究や教育現場における教育実践に関する投稿も歓迎しております。
今後とも会の活動へのご理解と、討論会への参加でお力添えを賜りますようお願い申し
上げます。

井上 敏孝
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第 29 号

発行年月日

令和４年５月 31 日

発行所

：史訪会
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：齋藤尚文
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：史訪会

〒666-0262
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：記号 14350
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番号 03173311 史訪会

（シホウカイ：代表者

斎藤尚文）

【店名】四三八（よんさんはち）【店番】438
一般会員：年額 4000 円

学生：年額 2000 円
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留学生：年額 1000 円

入会方法
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