
１　はじめに

　本稿では，中国江南地域の小城鎭の中から呉江県平望鎮を取り上げ，小城
鎭における民間祭祀と地域社会との関係について検討してみたい。民間祭祀
とは，王朝の官僚が行う国家祭祀ではなく，民間の庶民によって行われる祭
りのことである。従って，王朝に公認されない神の祭祀が多く，また巫術的
で民衆娯楽的な要素が濃いという特徴がある。小城鎭の民間祭祀では，祭祀
の主体が，市街地の上層商人階級か，中小商工業者層か，郷村の農民層かに
よって，祀られる神や祭祀の執行法，祭祀の時期等にかなり明確な違いがあ
る（１）。市鎮における民間祭祀の在り方は，地域社会の人的構成と密接に連
関していると思われるが，特に鎮の市街部（以下，鎮の市街化した地域を指
すときは「集鎮」と呼び，周辺郷村を含めた鎮全体を指すときは「郷鎮」と
呼ぶことにする）で発達した祭祀組織は，清末から民初期にかけ，地域社会
の自治的な活動と結びついて重要な役割を果たしたものと考えられる。以下
では，清末民初の郷鎮志や民国十年代に刊行された地方新聞の記事を主な資
料とし，平望鎮の集鎮部において発達した「坊」と呼ばれる地域ブロックの
在り方について考えてみる。

２　先行研究

　本稿の枠組みに関連する先行研究として，まず注目すべきは，費孝通の蘇
南小城鎮に関する一連の論考である。ここで費は，呉江県の小城鎭を次の５
つのタイプに分類している（２）。
　すなわち，①鎭＞郷脚関係のある鎭（震沢）。②客商＞領頭＞農民の階層
関係がみられる鎭（盛沢）。③行政都市である鎭（松陵）。④退職官僚などが
地主として住み着いた鎭（同里）。⑤軍事拠点として発達した鎭（平望）と
いうものである。費は，「盛沢の農村工業は，震沢のような農家副業ではなく，
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農村家庭手工業である」と述べており，第２類型の盛沢を郷鎮企業が発達し
た典型的な事例と考えていたと思われる（３）。
　一方，濱嶋敦俊は，費による小城鎭５類型の第１類型を手がかりに，集鎮
および郷村間の信仰圏モデルとでも呼ぶべきものを提示した（４）。江南では
農村部での小商品生産の発達に伴い小城鎮が発展し「集鎮＞農村」の階層関
係が形成されたが，この集鎮と農村（郷脚）の関係は，宗教上の上下関係で
もある。即ち，江南市鎮では，郷村の土地廟が集鎮の上位廟へ解銭糧（一種
の上納金）を納めるという慣行が広く存在したという（５）。
　また，廟とその祭祀を漢族社会のネットワーク的結合の核として位置付け
る議論として，林美容による媽祖信仰圏の研究など，台湾の人類学者による
「祭祀圏論」を基盤にした諸論考もたいへん興味深いものである（６）。
　ところで，村松祐次は，嘗て中国経済の「態制的特色」を論じ，中国経済には，
政府の役割が希薄であるにも拘らず，旺盛な貨幣流通を可能にする強い自律
性が存在している。これは村や宗族やギルドといった中間団体が，政府に代
わって，独自の方法で市場秩序を維持しているからだと述べた（７）。近年こ
うした中国における中間団体の重要性を再評価しようとする論考も少なくな
い（８）。村松のような，中国の独自の社会的文化的特質の解明に重点を置い
た50，60年代の研究も改めて見直されてよいのではないだろうか。
　以下では，中国の中間団体における祭祀の重要性に着目し，濱島の論考や
台湾の祭祀圏論等の先行研究を参照しつつ，そこから費の類型論を筆者なり
に読みかえてみたいと考える。
　すなわち，本稿では，清代から民国初期にかけての中国江南の郷鎮には，
ⓐ集鎮に居住する［１］客商（遠隔地貿易商人）や［２］退職官僚，地主な
どの上層階級，ⓑ集鎮の中間商工業者層，ⓒ農民，ⓓ集鎮の下層労働者や遊
民といった階層が存在したが，それぞれは，自らの神明や祖先を奉仕し，彼
らが形成する中間団体の祭祀活動を核として鎮の秩序が維持されていたと想
定する。即ち，ⓐの［１］が優位な鎮ではギルドが（９），［２］が優位な鎮で
は宗族（同里）が，ⓑが優位な鎮では祭祀圏（祭祀共同体と言ってもよい）
が大きな役割を果たし，鎮によっては，これらの勢力が対立，拮抗していた
とみる（10）。ⓐの［１］は，費の第２類型たる盛沢の場合，［２］は，費の第
４類型たる同里の場合で，以下で取り上げる平望鎮は，ⓑが支配的な場合の
典型例と考えられる。
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３　平望の歴史

3.1.平望の沿革
　まずは平望鎮の沿革について簡単に振り返ってみよう。
　『平望鎮志』には，
　 　 漢建平中，錢林爲諫大夫，王莽專政，棄官隠於平望郷陂門里［湖州府志。
其説詳巻首問答篇］。

とあり，漢の建平年間（紀元前６年～紀元後３年）に，諫大夫錢林が，王莽
の專政を嫌って官を棄て，平望郷陂門里に隠棲したという。呉から唐の時代
には，蘇州と嘉興県に併属しており（11），晋元帝の初めには，鎮江の左振威
将軍陸曄が華軼を討伐した功績によって平望亭侯に封じられた。唐代には，
水馬の站を兼ねた駅が設置された（12）。宋代には巡検司署が置かれ，これは
明清時代を通じて平望に配置されており，清初には80名の轄兵があった。同
治年間には，太湖水師営が平望に置かれたため300名を越える勇丁がいた。
なお，元末には，張志誠が平望に三里に及ぶ城壁を築いたという。平望は，
唐代までは「居民鮮少的村落」に過ぎなかったが，明の洪武年間には「居民
千百家，百貨貿易如小邑」と言われ，清代雍正年間には「商賈輻輳，居民数
千家」の大鎮となった。民国18年の戸口は，戸数10871，人口40168である（13）。
直近の人口と生産値は下表のとおりである。

　平望は大運河沿いの交通の要衝にあり，その主な産業は米の生産と仲買で
あった（14）。『平望鎮志』には，「里中，多以販米爲業。其糴糶之所，曰米行。
其市集於後谿。其各坊儲米之所，曰棧。棧之中，有礱坊，有碓坊。」とあり，『平
望続志』にも，「吾里以米業爲大宗」とある（15）。平望四大家族の一たる黄氏
も「黄大豐米棧」という米行を営んでいた（16）。
　一方で，清代には，農家副業としての製糸や織布が盛んに行なわれるよう

表１：呉江県主要鎮の人口と生産値（2011 年）（『呉江統計年鑑』より作成）

地区 戸数
人　　口 非農業人口

／％
地区生産総値：万元 人均

GDP男 女 第一次／％ 第二次／％ 第三次／％
松陵 49360 148567 73479 75088 112233 75.54 1833509 31701 1.73 714210 38.95 1087598 59.32 123413
平望 26980 82268 40516 41752 25855 31.43 780310 16000 2.05 459920 58.94 304390 39.01 94850
盛沢 38730 133542 65808 67734 49072 36.75 2721483 14481 0.53 1508561 55.43 1198441 44.04 203792
震沢 20769 67374 33344 34030 16107 23.91 842000 34190 4.06 509280 60.48 298530 35.45 124974
同里 15599 43636 21439 22197 15194 34.82 537800 19700 3.66 230600 42.88 287500 53.48 123247
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になったが，「女工，以木綿花織布者，十家有八九。雖殷實者，亦習之。沿
郷婦女，兼有耕種者，以蠶絲織綢及刺繍者，閒有之。」とあるように，日常
品たる綿製品ばかりでなく絹製品や刺繍など奢侈的な製品の生産も行ってい
た。四大家族の一つ唐氏も蚕糸業で財を成し，寺浜衖に間口五間に及ぶ唐大
昌糸蚕行を開設し，「唐半鎮」「唐百万」などと呼ばれていたという（17）。こ
うして奢侈品が身近に出回るようになると，人々の生活態度にも変化が生じ
てくる。『平望続志』巻一「風俗」によれば，平望は，嘉道年間までは「風
気質朴，衣服，食用各有等差」であったが，今は「務爲豪奢」となったとい
う（18）。同書巻七「人物」にも「咸豐三年，郷民聚衆抗租」の記事がみえる（19）。
比較的安定していた鎮の秩序が大きく揺らぎ始めたことを示す事例であろ
う。
3.2.平望の人物
　平望は，唐代の詩人張志和，南宋の隠逸の文人孫鋭，明代の高官周用，清
末の画家呉格など優れた人物を輩出しているが，中でも著名なのが，道光帝
以下四代に仕えた元老殷兆鏞である。
　殷兆鏞は，道光20年の進士で，礼部，工部，吏部侍郎などを歴任した。咸
豐八年の円明園事件の時には，一人強硬な抗戦論を唱えたが入れられなかっ
た。ところが，その上奏文は，却って諸外国に評価され，英国王に至っては
呉江に人を遣って殷の所在を探させたという。光緒五年には，外交使節団
と共に北京に来た竹添信一郎の求めに応じ面会している（20）。その子殷源も
同治12年の進士で，よく父を補佐し俊才の誉高かったが早世した（21）。また，
殷氏13世孫に中国映画草創期の女優で数々の映画に主演した殷明珠がいる。
　さて，平望には，殷氏を始め凌，黄，唐の四大家族があった（22）。このうち
黄氏は平望の公共施設の建設等に多くの貢献をしている。
　黄慶瀾は，太平庵の跡地に育嬰堂を建設し，また同地に市場を創設して，
その利益を育嬰堂と芸英書院の運営費に充当した（23）。また，多数の死者を
出した道光29年の洪水の際には，被災者救援事業の指揮にあたっている（24）。
その子黄兆 は『平望続志』の著者であり，『呉江県志』の編集にも携わっ
ている（25）。
　黄慶瀾の同族ではないようだが，黄楷という人物も，以下のように，光緒
年間に寺廟や橋の再建を数多く手掛けている。

大通橋：光緒三年，里人黄楷，戚少蘭募建。

－ 4 －

二
五
七



 龍王廟： （光緒）五年，黄楷募建曲廊，亭子，四面樓三間。九年，黄楷増建戲樓，頭門，
圍墻。十二年，黄楷募建前軒三楹。

關帝廟： 光緒十年，呉沐三，黄楷募建大殿五楹。
 水龍公所： 在殊勝寺内東偏。光緒六年，里人黄汝梅，黄楷就廢地募建，爲八景坊水

龍公所。遇有失火，齊集馳救。他坊水龍，倶存廟内。
昭霊公廟：（光緒十二）年，黄楷募建翻軒三楹。

　これらの活動，とりわけ水龍公所を殊勝寺に設置したこと，平望の中心的
な廟宇であった龍王廟や城隍廟にたびたび寄付していることなどから考える
と，この人は，当時の平望鎮おける自治的活動の統括者的な立場にあった人
物の一人ではないかと思える。

４　平望二十四坊

　さて，清代における平望の市街地の様子はどうなっていたのであろうか。
『平望鎮志』巻２には，「街坊」の項があり，街４，衖９，坊24の名が記され
ている。
　まず街については，「以街名者四。巡檢司署前，曰司前街。太通橋西至殊
勝寺前，曰扇子街。安德橋直北至安民橋，曰前街。日暉橋至小嬢浜，曰横街。」
とあり，次いで，衖については，「以衖名者九。巡検署迤東昭靈侯廟北，曰
姚家衖。又北，曰中當衖。又北，曰鈕家衖。又北，曰小安衖。又北，曰舗基
衖（26）。又北，曰浴堂衖。西至小橋，曰寺浜衖。日暉橋西，曰日暉衖。寶印庵前，
曰庵衖。」とある。さらに，坊については，次のように記されている（27）。

　　 以坊名其街道者二十有四［潘楊二志十八坊今増八坊］。自巡檢司署前至
西匯，曰太通坊［亦名安泰坊］。太通橋至西塘，曰八景坊。寺浜衖曰景
福坊。南河西，曰開泰坊。北河西，曰添善慶坊［増］。石家港至邙字港，
曰添壽坊［増］。太通橋至姚家衖口，曰寧泰坊［増］。姚家衖，曰永嘉坊
［増］。衖口直北數武，曰餘慶坊。又北數武，曰南甲里仁坊。又北至中當
衖，曰徳勝坊［増］。中當衖北數武，曰老里仁坊。又北數武，曰中甲里
仁坊。又北至新橋，曰恒泰坊［増］。又北數武，曰北甲里仁坊。又北至
蓼塘灣，曰拱辰坊［増。以上八坊倶在後溪］。畫眉橋西 直北至南骸 ，
曰太平坊［旧志曰又東折而左曰福安坊，鄒志更名安德坊，今皆併入太通
坊］。安德橋南，曰仁義坊［旧志名駅南坊，亦名仙蹟坊］。畫眉橋東循前
後河至橫街，曰聲壽坊［舊志有集慶坊今併］。小孃浜北城濠橋，曰永安
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坊。城濠至安民橋，曰城濠坊［増］。安民橋至羊毛灣，曰積善坊。東柵，
曰常泰坊。日暉橋東，曰東安坊。

　ここで興味深いのは「街坊」の見出しに割注で「他処街坊，一地一名。平
望坊名即加於某街某衖之上」と記されていることである。つまり，一般的には，
街や衖や坊は，それぞれ別々の地域を指すのに対し，平望では，坊が街や衖
と重複しているというのである。例えば，姚家衖は即ち永嘉坊であるといい，
また，老里仁坊から北の小安衖までは中甲里仁坊と呼ばれていたが，これら
は，南大街，北大街と重なっている。
　この衖は，凡そ現在の弄に相当するという（28）。図２の1980年代前半の地
図には，この弄は描かれていないが，現地で確かめたところ，図３に示した
ようにその多くは現存する。南北に長い三鎮地（図１）には，80年代には（恐
らく既に民国期には）南北に延びる南大街と北大街，及びその東側の南北前

図１：平望地図（『平望続志』より引用）
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街があった。この街区を東西に横切るように走っている細い路地の両側が，
姚家衖など「衖」とよばれるサブブロックである。この路地に連なる各家屋
の居住者が組織した自警団的な集団が，即ち「坊」なのである。つまり，図
５の如く，三鎮地西側の後溪に面する地帯は，南から北に向かって，姚家衖
から浴堂衖の辺りまで，多少の凹凸はあるにしてもほぼ帯状の形態をした坊
が積み重ねられるように並んでいたのである。一方，東側の南北に伸びる前
街の辺りは一括りに太平坊と呼ばれていたと考えられる。
　なお，三鎮地で注目すべきは，里仁という名称を持つ坊が４ヶ所あり，「北
に数武を南甲里仁坊という。また北の中営衖へ至る辺りを徳勝坊という［増］。
中営衖の北数武を老里仁坊という。又北の小安衖に至る辺りを中甲里仁坊と
いう。又北の新橋に至る辺りを恒泰坊という［増］。又北に数武を北甲里仁
坊という」と記されていることである。三鎮地には嘗て里仁坊なる坊表があっ
たという（29）。そこから推測すると，以前は三鎮地中央のかなり広い地域が
里仁坊と呼ばれており，そこから南北中の各里仁坊が分節し，更にそれらの
坊の中間の空白地帯に次第に民家が造られて稠密化した結果，［増］と割注
が施された徳勝坊や恒泰坊が新たに形成されたのであろう。

図２：平望地図（1983）（『平望鎮志』より引用）
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　一方，三鎮地の西側にあたる六鎮地には，南側に殊勝寺を擁する八景坊が
あり，その北には寺浜衖一帯の景福坊があった。なお，この殊勝寺の東に隣
接する後渓沿いの地区は，護僧街と呼ばれており（30），嘗てはこの辺りで僧
が錢荘（金貸し）を営んでいたという（31）。六鎮地の北の婁字 ，及びその
北の虚字 の場合東側の後渓沿いには，南河西街，北河西街があったので，
ここに開泰坊と添善慶坊があり，更にその北側の奎字 に添壽坊があったと
考えられる。
　三鎮地の東側についてみると，通安橋（画眉橋）の東から水路に沿って「横
街」に至るあたりには，声寿坊があり，小嬢浜から城濠に至る地域が永安坊。
小嬢浜の東の東柵周辺は常泰坊。日暉橋の東は東安坊と呼ばれていた。二鎮
地の西の運河沿いは下塘と呼ばれており，これは図２の河東街にあたる（32）。
その南側が城濠坊，河東街の安民橋から北一帯が積善坊であった。
　安徳橋の南の「教場」一帯は仁義坊と呼ばれていた。ここには図４の如く
駅舎があり，物見櫓があって中継用の馬を飼っていた。図３の右端に見える
のも同じ櫓であろう。従って図４－１の左端に見える塀で囲まれた建物が小
九華寺の後殿であろうかと思われる。

図３：平望鳥瞰図（図３～４『平望鎮志』より（33））
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　さて，三鎮地の寧泰坊は，鎮内の火災を報じた民国期の地方紙記事に，

　　 平望寧泰坊（大街南尾）。商店鱗比。爲該鎭之精華。於民国十年惨遭回
録。幸陸續恢復。商店昔倍。不料於本月初九夜三時許。萬昌利煙紙号失
慎。延焼房屋四十余間。……間接影響者有理髪店王協和菜館陸稿薦醤鴨
店等數家。……該区火政之廢弛。可以想見。最奇者。事前未聞 聲。及
至全鎭醒覚。已延焼數家。束手無策。

として登場する（34）。同坊は，市鎭大街の南部を占め，煙紙号や理髪店，菜館，
醤鴨店等が並ぶ繁華街の坊であったことが分かる。
　泰寧坊の北に位置する永嘉坊即ち姚家衖も民国期の記事にしばしば姿を現
す。例えば，「平望大街姚家衖至北下岸房屋。於夏暦四月二十六日下午三時。
忽然傾倒。計萬豐絲布荘，振新紗荘軋花處，祥和絲布荘，畢阿傳飯店，匹太
婆魚行，蔣福泰蓆店，戴姓彈花店，張姓布荘，呉永豐銅錫店，恒豐泰煙紙店，
凌瑤福水菓店，劉萬生彈花店。共門面十六間。」（35）。とあり，往時の繁華な
様子を偲ぶことができる。この辺りは，布荘や彈花店が多かったようである。

図4-2：西塘図4-1：平望駅
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　また，⑴「又在姚家衖地方。査獲客民聶得勝家私售燈吸……」（36），⑵
「驅逐流氓。姚家弄呉金保之妻新寡。有同居之費熟羅。意圖誘奸……」（37），
⑶「姚家衖内設燕子窟之聶某。藏垢納汚……」（38），⑷「姚家衖張某酒店，廉
價出賣……」（39）といった記事も見える。⑴と⑶の聶氏は同一人物か近親者で
あろう。このころの集鎮内には遊民や常習的な犯罪者と思われる下層民も少
なくなかったのである。（下図５参照）

図５：平望二十四坊
出典：図２より筆者作成。①太通坊、②八景坊、③景福坊、④開泰坊、⑤添善慶坊、⑥添壽坊、
⑦寧泰坊、⑧永嘉坊、⑨餘慶坊、⑩南甲里仁坊、⑪徳勝坊、⑫老里仁坊、⑬中甲里仁坊、⑭恒泰坊、
⑮北甲里仁坊、⑯拱辰坊、⑰太平坊、⑱仁義坊、⑲聲壽坊、⑳永安坊、㉑城濠坊、㉒積善坊、㉓
常泰坊、㉔東安坊。ⓐ姚家衖、ⓑ中當衖、ⓒ鈕家衖、ⓓ小安衖、ⓔ舗基衖、ⓕ浴堂衖。Ⓐ小九華
寺（東岳廟）、Ⓑ殊勝寺、Ⓒ元天宮、Ⓓ龍王廟、Ⓔ城隍廟、Ⓕ水瓶庵、Ⓖ弥陀殿。

城　橋
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　５　二十四坊と年中行事

5.1.平望の年中行事
　上に見た平望の二十四坊は，或いは各坊が毎年交代で順次に，或いは同日
に各坊ごとに，多次にわたる年中行事的な祭祀を行っている。
　『平望鎮志』巻12「節序」及び新『平望鎮志』「年中行事」の記述を基に，
平望の年中行事をまとめたものが，下の「表２」である。
　表の如く，１月，劉王誕辰，城隍廟懸燈。４月，城隍神誕辰。５月，端午
節，関帝誕辰。８月，城隍夫人誕辰，城隍劉王両廟懸燈と，年間を通じて集
鎭内の各坊による祭祀が盛んに行われている。『平望続志』には，「正月，八月，
昭靈侯廟俗稱城隍廟懸燈演劇，平望二十四坊毎一坊司廟中一年事……」とも
あり，正月だけでなく八月にも各坊が，輪流で「廟中一年の事を司って」おり，

　　 表２： 平望の年中行事（出典：『平望志』①及び『平望続志』②，
　　　　　 新『平望鎮志』③より筆者作成）
月 日 記　　　　　　　　　　　事 資料

１月

３日 設竈君神馬祀之、曰接竈。 ①
５日 東方未明祀財神、曰接路頭。 ①
13日 相傳劉王誕辰、各坊及各郷迎神賽會。 ①

14～16日
昭靈侯廟俗稱城隍廟懸燈演劇、平望二十四坊毎一坊司廟中
一年事、曰當坊。二十四年而徧茲。自兵燹後各坊肥痩不齊、
其残破不堪者、難以獨當公儀、并四坊共司一年事、六年一周、
周而復始至劉王廟向、以震澤県界七坊當之。

②

1．2月 不定日 各坊及各郷邨祠廟倶迎神…。 ①
３月 28日 東嶽帝誕辰。各郷邨男婦至小九華焚香繞塘而行、曰走菩薩。 ①
４月 ８日 相傳城隍神誕辰、各坊拝祝演劇於廟曰太平會。 ①

14日 朱天会。由全鎮二十四坊的當方人、如袁桂生等人、輪流主持。 ③

５月
１～５日 各坊駕龍舟。 ①
13日 關帝誕辰、各坊拝祝演劇於廟。 ①
20日 俗謂分龍日。以救火之水龍至鶯湖濱試之且祭之。 ①

６月 ６日 天節。俗呼猫狗生日。 ③

７月

７日 俗云七月七。 ③
15日 中元節。即陰暦七月半。旧時爲三大鬼節之一。…有的還做

水陸道場、 放水燈等迷信活動。 ③
30日 地藏誕辰…邨婦於小九華地藏殿焚香。 ①
七月中 各郷以大小船一二十、具金鼓歌曲、迎劉王神…曰青苗會。 ①

８月
２日 俗傳城隍夫人誕辰、各坊拝祝者、如祝城隍焉。 ①

14 ～ 16日 城隍劉王両廟懸燈如正月。 ①
15日 中秋節。 ③

９月 ９日 重陽節。 ③

12月
８日 腊八。 ③
24日 奉竈君神馬、於轎焚之、曰送竈。 ①
30日 祭城隍劉王諸神馬…。 ①
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こうした習俗は「当坊」と呼ばれていた。もっとも，この輪流方式は，大平
天国の乱以降「坊」の力が衰えたため，「公議并四坊共司一年事，六年一周，
周而復始」とあるように，「公議」と「四坊」が共同で祭りを司る，６年一
周のサイクルに代わっている（40）。「公議」とあるのはよくわからないが，お
そらく，鎮全体の公共的活動に関する総意という程の意味ではないかと思わ
れる。先に見た黄楷など，鎮の宿老が殊勝寺か城隍廟に集まって祭りや水利，
防犯，防火などについて討議していたのではないだろうか。
　また，新『平望鎮志』「廟会」の「朱天会」の項には，「毎年陰暦４月14日，
由全鎮二十四坊的当方人，如袁桂生等人，輪流主持」とあり，４月14日の呂
祖誕辰にも，１，８月と同様の輪流方式で大掛かりな祭祀が営まれていたこ
とが分かる。
　更に，５月20日の分龍日の祭りも各坊の水龍会が行ったと思われる。『平
望続志』に，「水龍公所，在殊勝寺内東偏。光緒六年，里人黄汝梅，黄楷就
廢地募建，爲八景坊水龍公所。遇有失火，齊集馳救。他坊水龍，倶存廟内。」（41）

とある。水龍というのは伝統的な手押し式の放水ポンプである。「水龍公所
は殊勝寺内の東偏にあり。……募金して八景坊の水龍公所と為した」とある
が，おそらく殊勝寺は平望鎮全体の中心的な寺廟であって，その殊勝寺に鎮
全体の消防活動を統括する水龍公所が置かれていたのであろう（42）。また「他
坊の水龍は，倶に廟内に存り」と記されているので，鎮内各坊が所有する水
龍はいずれも各坊の中心廟にそれぞれ配置されていたとみられる。
　『平望鎮志』「春節廟会」の項に，春節の活動の一つとして，「抬了各坊“老爺”
“泥塑菩薩”繞村鎭周游一圏」（43）とあり，各坊の守護神は「老爺」とか「泥塑菩薩」
などの愛称で呼ばれ親しまれており，春節には人々が神像を輿に乗せて村々
を巡回したのである。つまり各坊には，その地域の守護神たる境主公を祭る
地域中心廟（公廟）があり，それら坊が祭祀活動の中心だったのである。
　上に見た朱天会は，呂純陽を祀る水瓶庵で挙行されたが，その水瓶庵には，
雷公と火神菩薩が併祀されており（44），また殊勝寺の西にあった元天宮（玄
天上帝廟）には霊官宮（王霊官は俗称「玉枢火府天将」）があったという（45）。
奎字 にあったとされる水瓶庵は，おそらく添寿坊の境主公廟（街坊の中心
廟），殊勝寺西にあったという元天宮は，あるいは八景坊の中心廟であって（46），
それら坊には救火会ないし水龍会があり，廟に火神像を奉納すると共に，坊
内の消防活動にも当たっていて，会所有の水龍が廟中に置かれていたのであ
ろう（47）。
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　『呉江』に，「分龍日舊例試龍。以資練習。一斑社員。均奮勇爭先」（48）の記
事があり，地区ごとに社員を有する班（おそらく水龍会）があったことが窺
われる。
　このように，平望における「坊」の活動は，祭祀と密接に結びついていた
と考えられるのであり，江南の他地域でもこうした例を見出すことは困難で
はない。例えば，『新 鎭志』（巻五，任 ）には「救済水龍会，闔鎭十三坊，
各集一会」とある（49）。また，揚州甘泉県では，「火星廟，各坊倶有」（50）と火
神廟が城内の各坊ごとに存在し，『甘泉県続志』には14 ヶ所の火神廟が記さ
れている（51）。おそらく各坊の救火会ないし水龍会が火神を奉仕し廟を建立
していたのであろう。
　また，清末台南府城の聯境組織の例も興味深い。台南では，19世紀中庸に
は，82の街境があり，それらが，数街ごとに纏まって聯境（図６。図７のＡ

図６：台南の聯境組織（出典：石万寿（1979）より作成）
【図６聯境主廟】Ⓐ八協境：大人廟、Ⓑ六合境：開山王廟、Ⓒ八吉境：保和宮、Ⓓ四安境：良皇宮、
Ⓔ二十一境：北極殿、Ⓕ六興境：開山宮、Ⓖ六和境：祀典武廟、Ⓗ三協境：風神廟、Ⓘ十八境：
県成皇廟、Ⓙ七合境：集福宮。
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～Ｉは街境）と呼ばれる組織を形成し，府城の防衛や治安維持の任に当たっ
ていた（52）。例えば，台湾府城郭内南部の六合境は，下図８の如く６つの街
境から成り，それぞれの街境には中心となる境主廟があった（53）。この聯境
組織の枠組みは，ほぼ今日にまで受け継がれ，祭祀組織として今も機能して
いる。例えば，夏の中元節においては，各街境が，旧暦７月１日から７月30
日まで，１日ずつ日をずらして普度儀礼を行うという輪流の仕組みが現在も
生きている。さらに，その前月（６月）にも，防火を祈願する火神の祭祀が，
１日から末日までやはり日替わりの輪流方式で，各街境によって挙行されて
いた。こうした活動は，各街境において組織された「火王爺会」や「火徳星
君会」なる名称の「神明會」によって挙行された（54）。そして，この枠組みは，
同治元（1883）年に沈葆楨が再編した自治組織たる新たな保甲制度にもその
まま利用されていたのである（55）。

図７：六合境（出典：石万寿（1979）より作成）
【図７六合境】①福徳祠［Ⓐ大埔街］、②福徳祠［Ⓑ仁厚境］、③福徳祠［Ⓒ油行尾街］、④馬公廟［Ⓓ
馬公廟街］、⑤永華宮［Ⓔ永華街］、⑥清水寺［Ⓕ清水寺街］。
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5.2.水龍会とその活動
　『平望志』巻十三「災変」及び『平望続志』巻九「災祥」の項には，火災
に関する記事は出てこない。しかし，鎮市街部の寺廟は，以下のように度々
火災に見舞われている。例えば，

 元天宮： 嘉靖二十六年燬。（乾隆）五十二年大殿燬。咸豐十年寇燬。（『平望鎮志』
巻４（56））

関帝廟：万歴四十年燬。乾隆三十二年燬。（同上巻５（57））
元壇廟： 乾隆三十七年燬。道光六年燬。咸豐十年寇燬。（『平望鎮志』巻五，『平望続志』

巻５（58））
永施庵：嘉慶十二年燬。道光七年又燬。（『平望鎮志』巻４）
昭霊公廟： 嘉慶十二年大殿後殿書庁後宮燬。咸豐十年寇燬。（『平望鎮志』巻５，『平

望続志』巻５）
文昌閣：嘉慶十二年燬。咸豐十年寇燬。（『平望鎮志』巻５）
雨珠庵：咸豐十年寇燬。光緒十年，殿毀於火。（『平望続志』巻５）
通済道院：咸豐十年寇燬。（同上）
龍王廟：咸豐十年寇燬。（同上）
東岳廟：咸豐十年寇燬。（同上）

など枚挙に暇がない（59）。従って，火災の予防と消火活動は，集鎮部居住民
にとっては，最も重要な課題の一つであった。
　孫燮「平望趙氏先世軼事」によれば，趙家は北木橋の東に屋敷を構えてい
たが，北木橋の袂には人家が密集し，火事の際に住民の逃走経路が阻まれる
ばかりでなく，水龍のための取水も侭ならなかった。そこで趙氏の曾大父は，
資金を集めてこれらの小屋を買い取り，拱仁坊と里仁坊（60）のための取水場
を整備しようとしたのであるが，資金が足りず果たせぬまま亡くなった。そ
の後暫くして一族の者が曾大母の爲に老後の養老基金を拠出しようとしたと
ころ，曾大母は，「私は，贅沢な暮らしをしたいとは思わない。それよりも，
その基金を，夫が望んでいた取水施設の建設に当ててほしい」といったので，
近隣に図ったところ，居民は皆感謝に堪えなかったという。当時の鎮におい
て水龍による消火活動がいかに重要であったかを示す逸話である（61）。
　上にみたように，平望では，５月20日の分龍の日には，「是日本鎭各洋龍
木龍至長老橋安德橋試演技。並有酬神戲一台。頗形熱鬧」（62）と，水龍会の祭
祀が行われ見物人で賑わっていた。
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　さて，清末の画家呉格は，安徳橋の北に八慵園という庭園を建てた。ここ
は普段は呉家の家族だけが使用していたが，水龍会の日だけは大門を開き，
水龍の試演を見に集まった群衆に開放したので，攤販業者が園内に軒を連ね
たという（63）。
　ところで，先に見た泰寧坊の記事では，執筆者は「当該地区の火政が廃れ
弛んでいることが見てとれる」「警鐘も鳴らさず，数家が延焼するまで手を
束ね無策だった」と防火対策の不備を非難しており，「坊」という単位が当
然のこととして火災の予防や消火活動に責任を負うべきだと主張している（64）。
ここからは，市鎮の中小商工業者を担い手とし地域社会の公共的活動に責任
を負う自治的組織の存在を窺うことができよう。
5.3.農村部の祭祀
　一方，３月28日の東嶽誕辰は，「各郷の邨男婦は小九華（東岳廟の俗称）
に至って焚香す」とあり，また，30日の地蔵誕辰にも「邨婦，小九華地蔵殿
に焚香す」とあって，これらは各郷の村民が行う祭りであったらしい。この
地蔵会は，朱元章によって滅ぼされた張士誠を悼み，その幼名に因んで「九四
香」と呼ばれているという（65）。清代から参拝者が絶えず，ために毎年７月１
日から10月１日まで３ヶ月に亘って境内で香市が開かれていた（66）。なお，『呉
江』は，小九華の地蔵会について，「各處進香者不下數千人。自二七日至三十日。
香船日有數十艘。寺内香烟迷漫。香客雲集」と民国期の賑わいを伝えている（67）。
また，小九華では，水陸会も盛んにおこなわれたらしく，『呉江』に

　　 水陸道場之熱鬧：前日九華禪寺擧行水陸道場。凡七昼夜。毎於晩間設壇
禮懺。大放 口。一般善男善女都進寺祈濤。

とある（68）。この儀礼は，近年小九華寺の再建とともに復活し，嘗てと同様
の規模で行われているという（69）。
　また，平望には，施家垜の三老爺廟で挙行される網船会という廟会もあり，
これは漁村10 ヶ村が連合して行うものであった。この網船会では，「漁歌」
や「神歌」が歌われたらしい（70）。
　一方，平望を始め呉江県一帯の農村には「山歌」の伝統もあった。
　例えば，７月14日夜には，「賽唱山歌接韋駄」という山歌の歌合戦が行わ
れた。これは，少年少女の個人やグループが，河港に飾り立てた船を並べ，
歌の掛け合いを行う。調子を外したり，閊えたりして応答が後れると負けと
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いうものである。盛沢で行われた山歌の賽唱では，14，15歳の美少女を選ん
で人気戯曲の衣装を着せ鎮内を遊行したので，近隣から万を超える観客が集
まったという（71）。
　また，呉江の農村では，宣巻が盛んにおこなわれた。これは，宝巻を宣講
する活動で，お祭りの時以外でも，棟上げ，結婚式，成人式，還暦祝いな
どちょっとした慶事に際して挙行され人々の暮らしに深く根付いていた（72）。
このように同じ鎭の領域内でも，中心市街部の祭りと周辺農村部の祭りでは，
祭祀される神明やその活動にはかなりはっきりした区別があったのである。
　なお，正月13日の劉王誕辰には，各坊及び各郷が共に迎神賽会を行ってい
る。従って劉王は，郷鎮全体を統括する神なのかもしれない。あるいは，劉
王廟や東岳廟は，郷村の上位廟であった可能性もあろう。とはいえ，各種鎮
志にも解銭糧慣行に関する記事は見いだせないし，両廟とも市街地の中心部
からは外れた位置にある（つまり集鎮の廟というより，そもそも農村の廟と
しての色彩が濃い）ことを考えると，集鎮と農村間の宗教的な上下関係は，
平望の場合さほど明確なものではなかったのではないだろうか。

６　結論

　以上みてきたように，清代から民国期にかけての平望鎮においては，24も
の「坊」と呼ばれる地域ブロックが存在した。坊を構成する居民達は，坊内
の公廟において年中行事などの民間信仰的な祭祀を行っており，これを通じ
て強固な纏まりを保ち，水龍を用いた消火活動など，地域社会の自治的な活
動に中心的な役割を果たしていた。すなわち「坊」は，祭りを地域住民の凝
集力の核とする祭祀共同体とでも呼ぶべき存在であり，台湾で「祭祀圏」と
呼ばれてきた，街や境などの地縁的中間団体と極めて近いものではないかと
思われる。
　平望には，殷氏や黄氏，呉氏など有力な宗族も存在したが，他の鎮に比せ
ば，その数は相対的に希少であり，「坊」の活動の主な担い手は，市街地に
店舗や作業場を保有する中層の商工業者層つまりは老百姓であったと考えら
れる。
　おそらく，平望は，盛沢や震沢に比して農村手工業の発展が遅れたため，
集鎮，農村間の経済的結びつきがそれほど深化せず，上位階層の宗族やギル
ドもさほど発達しなかった。それゆえ市街地の中間層を主な構成員とする「坊」
によって長らく鎮の社会秩序が維持され続けていたのではないだろうか。
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※平望近影：筆者撮影（2016年１月28日）
上左：現在の南前街。店舗も疎らで往時の賑わいはない。
上右：安徳橋。　中左：再建された小九華寺。中央の高い建物が地蔵閣。
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