
１　はじめに

　本稿では、清代の地方志や民国期の商工業調査などを主な史料とし、清代
後期から民国期にかけての、江蘇省無錫県城地区における民間信仰と地域社
会との関わり方について考察してみたい。
　この時期、無錫城市域では、城郭内外の十箇所の廟において、十廟香と呼
ばれる盛大な祭りが行われていた。十廟香とは、各廟の神明の誕生日に挙行
される賽会に際して他の各廟が、長大な隊列を組んでこれに朝香するという
華やかな宗教行事である。十廟香と称される祭祀は、蘇州や嘉興など江浙地
区の他の大都市でも行われていたが、それらは、遊客が正月などに随時十ヶ
所の廟に参詣する日本の札所巡りに近い性質のものだった。一方、無錫のそ
れは年間を通じ、各廟の祭祀団体によって定期的に大規模に行われる組織的
な活動であった。
　以下では、『錫金識小録』など清代の地方志史料や『錫金學校重興紀事』
に収められた公文書類、『中国占領地の社会調査』など民国期に行われた社
会調査等によって、無錫における十廟香を中心とする各種祭祀活動とそれを
執行する祭祀組織とのあいだにかなり明確な階層性があったこと、また、そ
うした宗教活動が、地域社会の互酬的な生活経済と密接に結びついていたこ
とを示したい。

２　先行研究

　無錫は、全国有数の米穀や繭の市場であったため多くの研究者の注目を集
め、1920年代後半から、様々なグループによる調査研究が進められた。その
先駆ともいうべきものが、1929年夏、陳翰筅を中心とする中国中央研究員社
会科学研究所のグループが行った無錫農村調査である。メンバーの多くは薛
暮橋、錢俊瑞など無錫県人の共産党員で、翌年には、河北省保定県農村調査
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も行っている。彼らは、中国農村経済研究会を結成し、30年代に中国農村派
として、共産党の土地改革路線を支持。中国の資本主義的発展を主張する中
国経済派と論争を繰り広げた（１）。
　農村派によれば、帝国主義列強の圧制下で中国農村は半封建的生産様式が
維持され、地主の搾取が農村経済を貧窮状態に追い詰めている。従って、中
国の資本主義的発展は不可能で、地主制を解体し貧農への土地分配を行うこ
とが優先課題だという。1949年に中華人民共和国が成立すると、農村派の見
解は、農村革命を主張して国共内戦を戦った共産党政権の通説となる。こう
した経緯から、奥村哲氏は、「無錫こそまさしく中国農村の社会性質に関す
る旧通説の発祥地だった」と指摘。その上で、無錫農村調査の内容を詳しく
検討し、同調査にはプロセスや分析方法において多くの問題があると批判す
る（２）。
　とりわけ、農村派は無錫が当時を代表する富裕な農村として調査対象に選
ばれたのに、日本の最貧農層以下の零細農家が多いとしているが、これは、
地主が農民を搾取した結果だと主張するが、奥村氏によれば、これは、①資
本主義化が進んだ結果であり、また、②均分相続制など中国独特の農村慣行
によるものという（３）。
　つまり、無錫では、当時すでに資本主義的工業化に向けて一定程度の資本
蓄積がなされ、また農民層分解も進んで農村に余剰労働力が供給される体制
が整っていたのであり、改革開放後急速な経済発展が実現した現在から振り
返れば、①の面からは、経済派の工業化推進路線の妥当性が示されており、
②の面は、費孝通のいう郷村経済の秩序（差序格局）が、改革開放以後の郷
鎮企業の躍進を推し進めたという実態と重なるものであろう（４）。
　さて、以上のような議論を念頭に置きつつ、本稿で取り上げる民間信仰と
地域社会との結びつきを考える上で参考となる論考として、光緒末期の「毀
学事件」を取り上げた高田幸男「清末地域社会と近代教育の導入」がある（５）。
これは、新たな西洋式学校制度を推進しようとする進歩的紳士階層が、富裕
な米商が行っている廟への献金を、学校の運営費に転用しようと画策したこ
とから、守旧的な米商グループが、罷市を行い、あまつさえ推進派のリーダー
楊模の邸宅や学舎を焼き討ちした事件である。
　高田氏によれば、事件の背景には、無錫の指導層である紳士地主階層の中
に、進歩派と守旧派の対立があったという。つまり、事件は、近代化工業化
を志向する新興の改革勢力と、旧来の米穀市場と地主制を守りたい名望家層
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との対立が表面化したものであり、農村派と経済派の論争にも通ずる思惑の
違いが背景としてあったということになる。但し、教育史の論考であるため
か、高田（1992）では、事件の当事者たる米商と紳士層との相克や、なぜ米
商が廟への献金にそれほどまでに拘ったのかについては論じられていない。
しかし、当時の歴史的状況をより深く探求しようとするなら、地域社会にお
ける種々の伝統的慣行にも注意を向ける必要があろう。
　そうした観点から事件を検討しているのが、恵沁方『民間信仰與清代以来
無錫城市社会』である（６）。恵（2015）は、濱島敦俊氏の解錢糧慣行に関す
る仮説の検証を課題とし（７）、本稿で対象とする無錫の「十廟香」について、
各廟の成り立ちや祭祀の由来についても詳しく論じている。とりわけ第3章
では、高田氏が使っていない『錫金學校重興紀事』を用い、伝統的な廟の祭
祀を重視する米行の背景や暴動の実行グループの実態がかなり明らかにされ
ている。
　本稿では、以上のような先行研究の成果を参照しつつ、無錫における祭祀
活動と社会階層の関連性について検討してみたい。

３　史料

　まず、清代無錫城市地域の風俗習慣を知る上で参照すべき文献として、無
錫県生員黄卬によって編纂された『錫金識小録』（以下『識小録』）を挙げる
ことができる（８）。
　『識小録』は、乾隆17年に成稿している。同時期には、乾隆『無錫県志』（以
下『乾隆県志』）が編纂されており、こちらは乾隆18年に刊行された。黄卬は、
『乾隆県志』編纂のための資料収集にも尽力しており、『識小録』は、『乾隆県志』
編集に際して集められた資料のうち、様々な事情で県志に掲載されなかった
ものを纏めて２巻としたのである。従って、『識小録』は、「稗官野史」に属
するとはいえ、その内容は頗る信頼に足るものであり、しかも、その風俗に
関する項には、「黄卬が非常に力を注いでおり、おびただしい紙幅が費やさ
れている」ため、当時の江南の地域における民間信仰の在り方を知る上でも
貴重な資料となっている（９）。
　楊模編『錫金學校重興紀事』（以下『紀事』）は、光緒30年（1904）に、発
生した洋式学堂焼き討ち事件の顛末をまとめた資料集である。「公呈」や「奏」
「喩」など多くの公牘とともに、事件後に纏められた「金匱匪徒毀學始末記」
などが収録されている（10）。なお、同事件に関しては『申報』や『北京官報』
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にも記事があるが（11）、『紀事』には、首謀者の張・趙以外の黒幕の存在や紳
士階層の動向など興味深い記述が多く含まれている。
　以上に掲げた明清代の無錫に関する地方志や公文書などは、近年『無錫文
庫』に収められ、容易に閲覧することができるようになった（12）。特に、『中
国方志叢書』（13）や『中国地方志集成』（14）に入っていない元明代の地方志、
あるいは康煕・乾隆・嘉慶・道光期刊行の清代地方志など、稀覯本が数多く
収録されており便利である。
　『中国占領地の社会調査』シリーズに収められた『無錫米市ノ慣行概況』（15）

『無錫ノ米穀関係工人慣行』『無錫米行合股例』（16）は、満鉄調査部が1930年
代に華中地区で行った商工業調査の一部である。また、これらに先立って行
われた中国人の手になる調査として羊冀成等編「無錫米市調査」がある（17）。

４　無錫の概要

　無錫市は江蘇省南部長江デルタ地帯に位置する地級市（18）である。
　古代には錫を多産する鉱業都市だったが、前漢代までに掘り尽くし、以来
「無錫」と称されるようになった（19）。隋代に建設された大運河が市域を通り、
江南の農産物や織物を集散し華北や中国各地へ送る重要な交易拠点として栄
えた。また、明末には顧憲成によって東林書院が建てられ宮廷権力を批判す
る東林党の拠点となった（20）。
　清代末期には、下流に上海という巨大消費地が誕生し米穀市場が発展し、
全国四大市場のひとつと言われた。また紡績業や繊維産業が発達し「布碼頭」

表１　無錫の人口と産業構造の変遷

年度
人口（万人） 産業構造（人口　万人） 産業構造（生産額　億元）

男 女 計 一次 二次 三次 一次 二次 三次

1980 192 185 377 102 79 25 4.4 25 6.1

1985 199 191 390 61 133 42 10.6 56 13.3

1990 213 205 418 54 144 47 17.5 107.7 35.2

1995 218 211 429 39 136 62 39.7 456.3 259.6

2000 220 215 435 50 106 65 46.2 690.3 439.9

2005 227 226 453 34 159 96 52.1 1700.9 1055.7

2010 232 234 466 19 223 141 104.9 3208.7 2479.5

2015 238 243 481 18 219 153 137.7 4197.4 4183.1

出典：『無錫統計年鑑：2016年版』（2016、p32，33，42，45）より作成
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とも呼ばれた。
　中華民国期には、大小の資本家を擁する無錫は「小上海」といわれるほど
商業の繁栄を見た。しかし、1937年からの日中戦争により市街地が大きく破
壊され、中華人民共和国となって以降も、大躍進政策と人民公社化、文化大
革命などにより荒廃し停滞を余儀なくされた。
　しかし、改革開放以来、急速に工業が発展。1981年には全国15 ヶ所の経
済中心都市の一つとなり、1984年には全国10 ヶ所の重点観光都市の一つと
もなっている。
　前頁の表は、1980年以降の無錫の人口と産業構造の変遷をたどったもので
ある。
　これによれば、近年無錫では、第二次産業から第三次産業へのシフトがか
なり進んでいる。しかし、生産総値に比べ人口構成比が、第一次と第二次で
相対的に高く、第三次産業で生産性が上がっていないことを示唆している。
　中国は、2015年に習近平政権が高成長政策から中成長の「新常態」へと路
線変更したこともあり、国策としてGDPの構成比を投資から消費中心へと
転換しようとしている。中でも観光産業は、消費部門の重要項目の一つであ
り、無錫は、恵山や南長街、太湖のような優れた観光資源に恵まれており、
現在、崇安寺や小婁巷など市中心部でも伝統の街並みを生かした再開発が進
められようとしている（21）。一方、中国政府はユネスコの「非物質文化遺産」
協定に加わり、伝承芸能や廟会などの民間信仰に関わる活動にも理解を示し
始めている（22）。無錫でも、恵山廟会や泰伯廟会などの廟会活動（23）、除夜の
「五寺同鳴」、中国「五方五佛」の一つ霊山大仏の落成開光などのイベントが
行われ、霊山の式典には内外10万人の参観者が訪れ、恵山廟会には30万人も
の游客が押し寄せているという。このように現今寺廟の祭祀活動は、観光の
目玉として無視できないものになりつつあり、伝統的な宗教文化を観光資源
として積極的に活用しようという動きも始まっている（24）。

５　無錫居民の信仰と階層

5.1.無錫の年中行事
　表２は、『識小録』巻一「補輯節序」の項から、寺廟に関わりある年中行
事に関する記述を抜粋したものである。
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表２　清代無錫の年中行事
月 日 年　中　行　事

１月

元日 諸大家設天帝。位於堂。北向具果酒。
５日 祀五路神。

９日
爲天日。洞虚宮玉皇殿燒香最盛。村氓老嫗於初八日晩先至廟宿厥明。
諸廟神皆來朝。祠山、雎陽、行災、延壽司、南水仙、西水仙、府
城隍、兩邑城隍、凡九廟。

15日 元宵節。

２月 初８日 祠山神誕。八廟倶往賀。是爲賽會之始。以尊卑設席。本廟神居主席。
連卓四五。祭筵極盛。盤裝高果五六尺裝。惟主席不用豕而用犬。

３月

初７日 南水仙誕。諸神賽會往賀。

18日
三茅君誕。恵山堠山芙蓉山皆有廟。愚民十百爲羣。…遠近村鎮多
賽會。至山毎戸出紙錢一百納神廟。廟役總所納作數十擔標黄紙。
爲旗 至山焚之。曰解錢糧。

28日
東嶽誕。廟在錫山之麓。羣廟神皆往朝。乾隆初邑富人鄒文錦修嶽廟。
重建五嶽樓。諸神賽會亦倍盛綺。 街碎擠塞不得行。亦有拝香者
如三茅誕日。村嫗隔夕止宿如玉皇廟。

４月
初８日 寺院多爲傳經之會。
15日 府城隍廟誕。諸神賽會往賀。

５月

初１初１ 大老爺鐙。鐙紙面爲門。門内有雎陽神。

13日 關聖誕神。不與賽會。不敢褻也。多醵金爲會私祭之。士人及商賈
皆有會。北郭毎演戯數日。大抵皆諸行家客商所爲也。

18日 行災神誕。諸神賽會往賀。
28日 錫邑城隍誕。賽會往賀。

６月 11日 西水仙誕。諸神賽會往賀。

７月
15日 中元節。是日舁城隍至壇上焚紙陌 孤魂。
25日 雎陽神誕。諸神賽會往賀。邑人事雎陽尢虔。

８月

初５日 大王神誕。廟祝集錢設祭。毎里皆有之。即里社神也。
15日 以月餅相饋。
18日 延壽司誕。諸神賽會往賀。
24日 竈神誕。

９月
初９日 重陽。
19日 金邑城隍誕。諸神賽會往賀。

10月 13日 穢跡大士誕。惟南郭保安寺有像三首六臂。
11月 冬至 賀冬。

12月
初８日 臘八朔。
除夜 祀神。祭家祠。

出典：『識小録』より筆者作成。
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　本稿で取り上げる十廟についての記述は、まず１月９日の玉皇神誕に、
「諸神廟皆来朝」とあり、来朝する廟は、「祠山、雎陽、行災、延壽司、南水
仙、西水仙、府城隍、兩邑城隍、凡九廟」という。
　２月８日には、「祠山神誕」がある。このとき、祠山廟以外の八廟が倶に往っ
て祝賀する。これがこの年の賽會の始めである。「尊卑を以て席を設け。本
廟神が主席に居す」とある。
　３月７日には、南水仙の神誕があり、やはり「諸廟が倶に往賀する」という。
　次いで、３月23日には、東嶽大帝の神誕がある。廟は錫山の麓にあり、羣
廟の神が皆朝香に赴く。諸神の賽會は盛を極め、錫山へ至る綺 街は擠し塞
がれて前に進めないほどである。東嶽廟へは、九廟以外の小廟も朝香するの
で、九廟の賽會に倍する賑わいであった。
　その祭礼の様子は、民国期の新聞記事によれば、最も富裕な府城隍廟の山
車制作への出費は万を下らず、「航空救国」「孔子尽礼」「関公明義」「勾践知
恥」など、演劇の名場面を再現した24台もの山車を繰り出して街中を練り歩
き、馬36匹に騎乗し、飛虎道、火牌令箭、大肚皮、剣子手などを演じたとい
う。府城隍廟程ではないが、延聖殿は、二十四孝をあしらった18台の山車を
出し、祠山廟は、11台の山車。斗君廟では山車は７台であったが、他に舞台
を驢馬に引かせて、「十三妹」や「能仁寺」を演じた（25）。
　以上のように、東嶽廟会では、各隊列の制作費だけで数万元を越える費用
がかかっているとみられ、観衆の消費支出や香銭などを合わせると、その経
済効果は数十万元を下らないのではないかと思われる。
　以降、４月15日府城隍廟誕（26）、５月18日行災神誕、６月11日西水仙誕、
７月25五日雎陽神誕、８月18日延壽司誕、９月19日金邑城隍誕と続く。いず
れも他の八廟の諸神が賽會し祝賀に往く。
　以上の記述でも分かるように、十廟とは、東嶽廟と祠山廟以下の九廟を指
すものである。玉皇は、諸神の頂点にある神なので、特に敬意を表して九廟
が朝香に赴く。すなわち、玉皇宮と東嶽廟は、他の諸廟に比して特に格の高
い廟であったと考えられる。
　明代（弘治）から清代にかけて地方志に記された延聖殿を除く九廟の推移
は次ページ表３の通りである。
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　一方、これら十廟や玉皇廟の祭祀との対比で興味深く思われるのは、５月
13日の関帝神誕に関する記述である。表２の５月13日の項に「賽會を與にせ
ず。敢えて褻れざるなり。」とある。
　賽會のような下世話な活動は行わないというのであろう。彼らの中には、
老城隍廟の廟董などを勤めるものもあったが、それでもあまり賽会に熱心で
なかったのは、おそらく肉身燈などといった残酷な儀礼が行われ（27）、各神

表３　九廟の推移
弘　　治 康　　熙 乾　　隆 光　　緒

城隍廟 城隍廟 無錫城隍廟 無錫城隍廟
東嶽行宮 顕忠廟（張中丞廟） 金匱城隍廟 金匱城隍廟
広恵行廟 東嶽行宮 顕忠廟（張中丞廟） 松滋王侯廟（南水仙廟）
張中丞廟 祠山広恵行廟 東嶽行宮 劉公廟（水仙廟）

水仙廟 祠山広恵行廟 東嶽行宮
南水仙廟 水仙廟 祠山広恵行廟

南水仙廟 南斗星君廟（延寿司）
府城隍廟 府城隍廟
南斗星君廟（延寿司） 張中丞廟

出典：各地方志より筆者作成。

図１　十廟の位置
出典：王益厓『無錫都市地理之研究』より筆者作成。
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明の儀仗隊の間で、しばしば派手な喧嘩騒ぎが絶えなかったからであろう（28）。
「私に之を祭る」とあるから、各々の商家が個別に祭礼を行ったらしい。「士
人及商賈皆有會。北郭毎演戯數日。大抵皆諸行家客商所爲也」とあり、紳士
階層や商人達――行家とあるので大店の商人であろう――がその主な担い手
であったと考えられる。
　秦瀛清「重修關帝廟記」に、「吾家歴二百年來皆以世所傳神誕日集子姓醵
金致祭」とある（29）。この廟は、明の萬歴中に秦家の八世祖舜峯が建立した
ものであった。『光緒県志』には、「崇安寺大雄殿右。金匱主之」とある。関
帝は、王朝の祀典に列せられていたから、金匱県の知事が、崇安寺境内の関
帝廟に赴いて春秋の祭祀を執り行ったのである。しかし、廟の維持管理や神
誕の祭祀は、秦家が代々これを守ってきたという。
　その一方で、八月五日の「大王神誕」では、「廟祝集錢設祭。毎里皆有之。
即里社神也。」と記されており、各里ごとに、里社の神を祀る里社廟の廟祝（廟
の管理人）が、里の居住者から寄付を集めて祭を行っている。
　これら里社の廟については、

　 　其名號甚不可解。其有姓氏者、如忠安廟、南門外黄氏廟倶爲春申君、閭
大王爲呂蒙正…。尤可怪其無姓氏者。或稱王、稱司徒、稱大夫、稱郎君
不一。有女大王、或稱姑、或稱夫人、又有一廟而大王兩姓者。如大墩爲張
徐王…。

表４　無錫城内の境主公廟
№ 地名 廟 神 祭礼日 № 地名 廟 神 祭礼日
１ 孫司徒廟巷 孫司徒廟 孫司徒 8/5 11 真応道院巷 真応道院 不明 不明
２ 繡坐司廟巷 繡坐司廟 繡坐司 8/5 12 安仁巷 大王廟 大王 8/5
３ 閭 廟巷 閭 廟 閭 大王 8/5 13 三皇街 三皇廟 神農 4/26
４ 霊官廟巷 霊官廟 王霊官 6/23 14 神仙橋街 廟 不明 不明
５ 四郎君廟巷 四郎君廟 四郎君 8/5 15 観前巷 玉皇宮 玉皇大帝 1/9
６ 希夷道院巷 希夷道院 不明 不明 16 圓通路 圓通庵 不明 4/8
７ 三官殿巷 三官殿 三官大帝 1,7,10/15 17 化成巷 化成庵 不明 4/8
８ 列帝廟巷 列帝廟 列帝 不明 18 北禅寺巷 北禅寺 釈迦牟尼 4/8
９ 廟巷 老城隍廟 無錫縣城隍 5/28 19 寺巷 崇安寺 観音菩薩 6/19
10 大王廟弄 大王廟 春申君 ８月５日

出典：『光緒縣志』及び『崇安寺区志』「地名録一覧表」により筆者作成
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ともあって、それらの一部は、地名として『縣志』などに記録されている（30）。
　清代の城郭内部では、明代の里社は巷や衖と呼ばれることが多かったらし
い。多くの場合、それぞれの巷や衖に地名と関連する地域の守護神廟があっ
たと考えられる。上表中の安仁巷は「巷北面有一大王廟。伝説大王可保祐大
家平安」とあって大王廟と関連する地名であったことがわかる（31）。神仙橋
街には、承先橋（神仙橋と同音）のたもとに橋を管理する道教系の廟があっ
たのではないだろうか。観橋のたもとには女真観があった。他にも、大婁巷
の観音閣、小婁巷の財神廟、進士坊巷の薬師庵、會龍橋下の匯龍庵、便民橋
たもとの小南海、西門内の小九華庵、駐総橋たもとの南大悲庵なども同様の
地域守護神廟だったのではないかと思われる。

寺巷

大王廟巷

閭 廟巷

観

安仁巷

前
街

化成巷

神仙橋街

列帝廟巷

希夷道院巷希夷道院巷希夷道院巷

繡坐司廟巷

孫司徒廟巷

四郎君廟巷

三皇街三皇街三皇街

北
禅寺

巷

圓通路

霊
官
巷

廟
巷

真
応
道

院
巷

図２　無錫城郭内における寺廟相関地名
出典：『光緒縣志』及び『崇安寺区志』「地名録一覧表」により筆者作成。
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5.2.毀学案
　光緒30（1904）年月初旬、無錫では、洋式の学堂が暴徒に焼き討ちされる
という事件が起こった。
　事の発端は、学堂を経営する紳士の楊模が、学校の運営費の一部に、従来
米行が行っていた廟への寄付金を流用しようと考えたことにある。
　無錫縣城は、太平天国の乱で賊軍の手に落ち、多くの廟宇が焼かれた。そ
こで、同治初年、米商が協議して、その売り上げの一部を寄付し、廟の再建
に充てることにした。ところが、光緒期には、既に多くの廟は再建を終えた
にもかかわらず、毎年の寄付は継続し、その資金は、「賽會演劇。尤多耗費。
挙国若狂。巫風日熾」と、演劇や巫風に染まった賽會の陋俗に費やされてい
た（32）、楊らは、その費用を近代的な知識を備えた人材育成に充てるべきだ
と考えたのである。
　九廟への費用の割り当ては、

　　府城隍廟　北塘　一釐
　　兩城隍廟　所轄各米行　一釐
　　張中丞廟　統収（各段全てから）　一釐
　　其餘各廟　均其落坐地段　三釐

とある（33）「その他の各廟については、その廟のある地区で三釐ずつを拠出
する」とあるのは、西塘段は西水仙廟に、南塘地区では、南門黄泥橋、伯瀆
港、南上塘が、南水仙廟と張元庵に三釐を寄付するということであろう。東
門外の延寿司は、黄泥橋段の米行と猪行（東門外の業者であろう）が董事と
なっているからそこから寄付が出たものと思われる（34）。延聖殿は、はっき
りしないが地元の富裕な商家が醵出したのであろう。
　なお、九廟以外の小廟についても、「東平各廟等合一釐」（35）とあり、「又
東平王廟及各小廟合一釐」（36）などともあって、八段の米行が、その再建に
助力していたことが分かる。東平廟は、南塘の大 路に「東平王廟」がある
他、城郭内外にいくつか同名の廟がある（37）

　なお、米行は、無錫の南北八段を拠点にしており、民国期におけるそれら
八段とその営業店数は次ページの通りである（38）。
　また、「各段米行各有本廟四釐」（39）とあり、あるいは「……本境大王種々
散捐」（40）ともあるので、各段ごとに、個別に段の中心となる「本廟」や「本
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境大王」（いわゆる境主公廟。即ち地域の守護神廟であろう）への寄付を行っ
ていたらしい。「警察、水龍、善材、保墓、惜字、惜穀、施醫、施薬、給粥」
への散捐もあると言っているので、境主公廟を核とする各段（地域共同体）
内における自治的な活動への支援も行われていたと考えられる。水龍は消火
器具。善材は善堂などへの寄付。保墓は墓地の補修などであろうか。惜字は
紙屑の回収事業だが、惜穀は不詳である。
　事件の経緯については、恵（2015）に詳しいので、以下では、主としてこ
の事件から見えてくる無錫の人々の社会階層について考えてみたい。
　まず、楊を支持した無錫居民とは、どのような人々だったのであろうか。
　「錫金二紳士上許王二委員公呈」には、

　 　二品銜候選道薛翼運。前江西吉水縣知縣華文滙。前 陽縣教諭孫賛堯。
兵部主事陶世鳳。浙江候補道過鑄。直隷候補知州章鈞。議叙知縣秦謙培。
二品銜候選道周廷弼。四品銜分省補用知州顧森書。候選訓導秦寳 、龔志
良。工部中郎秦敦世……。

など、現職官僚や元官僚、あるいは官僚候補者など無錫出身の紳士階層が列
記されている（41）。その内には、薛氏、華氏、秦氏、孫氏など無錫の名望家
が頗る多い。薛氏は李鴻章の幕友だった薛福成の一族で、この「公呈」の筆
頭に名を連ねる薛翼運（南溟）はその長子である。華氏と孫氏は「北孫南華」
と呼ばれた無錫の大族である。近代の著名な人物としては、華翼倫は、江西
省永新県知県で、太平天国の乱では団連を率い曽国藩や李鴻章とともに戦っ

表５　無錫の八段米行
米行 合股 独資 合股資本金 独資資本金 最高 最低

北塘 53 42 11 73500 15550 5000 500
三里橋 31 20 11 44500 30300 20000 300
北柵口 17 14 3 46500 3000 15000 500
伯瀆港 15 6 9 26000 37000 600 300
南上塘 13 12 1 42500 5000 5000 2000
北黄泥橋 11 9 2 23000 5000 5000 1000
西塘 9 8 1 27000 3000 4500 1500
南門黄泥橋 8 1 7 20000 16000 5000 1000

出典：Ⅱ-20（p93-95）より引用。
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た人。その子華 芳は、中国における近代数学の先駆者として知られている（42）。
秦氏は、多くの官僚を輩出している名門である。秦毓 は、呉稚暉とともに
日本留学し同盟会に参加。辛亥革命が起きると、錫金軍政分府司令及び県民
政府長となっている。
　次に反対派の動向についてみてみよう。
　暴動の指導者は、米行を営む趙 （子新）と張錦釗である。趙 は、北塘
地区の段董であると同時に、府城隍廟の廟董でもあった（43）。
　米行八段のうち、北塘、三里橋、北黄泥橋、北柵口が、広義の北塘地区に
当たり、上記のように、その米行數は、112行と全体の七割強を占めている。
なかでも、「惟八段米行。以三里橋爲主。其餘七段皆聴命焉」と、三里橋段
が無錫米行の差配役を勤めていたのは、三里橋に米市が開かれる芙湖茶館が
あり（44）、資金力ある多くの有力商人が集住していたからであろう。
　彼らが、廟捐の廃止に強く反対した理由は何であろうか。
　『紀事』に、「堂中學生。悉係紳富子弟」とある。学堂は富裕な紳士階層の
子弟のためのもので、富裕層自身が負担しきれないほどの高額の教育費を、
なぜ一般の庶民が負担しなければならないのか、確かに大いに疑問である。
しかも、廟會活動は、日銭を稼ぐ振り売りや苦力などの貧民層にとっては、
生活の糧をうる絶好の機会であり、それを奪われることは、生存を左右する
大事でもあった。
　米行には、その生業に関わる多数の工人があり、彼らの多くは、米行董
事の同族や同郷人であった（45）。これらの人々に糊口の資を提供することも、
米行にとっては、重要な仕事の一つであったと思われる。
　もっとも、この趙、張は「爲人鷹犬」（使い走り）にすぎず、背後には、
北塘上下兩段で著名な米商四、五人――資金を出した高顯初や前期の賽會責
任者だった陳伯賢、振茂行の行頭陶念鈞らがあったという。彼らは、もとも
と生事（事を起こす）を喜ぶような人々であり、反対運動の資金を拠出し事
件の青写真を書くなど、二人の抗訴を利用して、種々画策したという。事の
真偽は定かでないし、罷行に際して、趙らが他の米行を脅して強要したとも
言われている。しかし、趙、張の二人のみならず、米行の少なからぬ部分が、
廟捐の廃止に反対していたことは確かであろう。また、これらの米董の一部
は「米棍」と呼ばれるような人々であり、民国期に無錫の繭市で「値を抬げ
て硬售」するといった強引な取引を行い「劣紳」とか「劣董」などと称され
た人々（46）に近い存在だったのではないかと思われる。
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　紳士たちの言い分によれば、趙らは「各廟董浸蝕之私肥」と、醵金をもと
に私腹を肥やしていたという（47）。米の石高を誤魔化して、一万石につき二、
三千石分の釐金しか醵出していないという批判もあった（48）。
　確かに、府城隍廟などの場合、膨大な資産から得られる貢租や廟会での参
拝客の香金（寄付金）を管理運営する廟董達が、その資産を個人的に流用し
て法外の利益を得ていた可能性は排除できない（49）。彼らは、祭祀を取り仕
切り、工人たちの面倒を見る世話役として地域社会に隠然たる勢力を有して
いた。「回船過船開船。脚夫斛笆力錢等項使費」とあるように、その影響力は、
船からの貨物の積み下ろしなど力仕事で日銭を稼ぐ脚夫や斛笆、力錢と呼ば
れる港湾労働者にも及んでいた（50）。そもそも無錫県城の行政は、恒善堂に
おける慈善活動を中心として、城中の紳士階層がその治安維持や自治的活動
に貢献してきた（51）。しかし、この頃には、趙や張のような米行の董事たちが、
地域の顔役として、紳士階層に対抗する実力を持ち始めていたのかもしれな
い（52）。
　なお、紳士階層の多くは、米行ではなく、倉庫業たる堆桟業を営んでいた。
堆桟の倉庫は、「沿運河南岸、與北岸之米行遥遥相対」とあるように、北塘
では三里橋段や北塘段の対岸に立地していた。米行は、上海市場の米価動向
をにらみながら、囤積（買いだめ）を行い、米価を吊り上げようとしたため、
堆桟業者との間で、桟租（倉庫代）や押金をめぐってしばしばトラブルを起
こしている（53）。また、こうした囤積は、当然のことながら「戸口米」の価
格を吊り上げるので、庶民の怨嗟の的となり、たびたび米騒動を引き起こす
結果となっている（54）。
　さて、趙や張は、その一族や同業者を扇動し、これに市中の失業者たる無
頼の徒が付和雷同。千人を越える暴徒が「殺楊老虎」と叫びながら連元街の
竢實學堂へ向かった（55）。
　暴徒の主力メンバーには、「擔貨賣物之徒」たる北塘湾の客貨行二、三十
号がおり、これらの店主も店夥（店員）も共に 客と呼ばれ、無一文で取引
に参加して仲介料のみを稼ぐので、他の米商から忌み嫌われていた。
　「無數短衣推髪少年。執大杖。匈匈渡橋」（56）とあるのは、こうした客貨行
の店夥かあるいは、荷揚げ人足たる脚班の若者であろう。また、これら暴徒
のうちに「秘密運動」の参加者も含まれていたとの指摘もある（57）。脚班は、
八段それぞれにあり、多くは世襲職で、北塘では張氏が、北柵では王・周・趙・
袁氏のもののみがこの仕事を行っていた（58）。
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　なお、脚班は、十廟の祭祀においては、南水仙廟では、南市橋の脚班が
抬轎を行い。北塘の府城隍廟では三里橋の脚班が抬轎を行った（59）。抬轎は、
轎に乗せた廟の本尊を抬いで巡行の隊列の中心となり、朝香に際して出巡時
や到着時に廟前で、轎を大きく揺らしたり素早く前後左右に移動したりと派
手なパフォーマンスを繰り広げる。抬轎を行う轎班には荒くれ者が多く、し
ばしば先頭を争って喧嘩騒ぎを起こしている（60）。ここにも、米行と十廟の
祭祀活動との密接な関係が示されている。

図３　北塘の米行と堆桟倉庫
出典：『北塘区志』より。
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　ところで、現場で火災が発生すると、「吾邑救火會本以勇躍著聲。當時逼
於暴威。恐以灌救逢其怒」とあるように、本来は「勇躍」駆け付けるはず
の救火会も、暴徒の怒りを恐れ、敢えて消防活動に赴かなかったらしい（61）。
地区の壮年男性は殆ど救火会の会員だったから、この記述から見る限り、暴
徒には、城郭内部の各段の居住者は参加してなかったことが窺われる。

６　救火会の活動

6.1.南長街の救火会
　さて、地域社会と民間信仰との結びつきを考える上で示唆的なのは、各地
に結成された救火会の活動である。
　例えば、南塘地区では、段ごとに救火会が設けられていた。
　これは、同治５年に南塘の紳商が発起して、清名橋の袂に坎宮を建設した
のが嚆矢であるという（62）。以下、次々に小廟が建設され、それが救火会の
會祉に充てられていた。それら小廟には、木龍や木桶が備えられ消火活動に
利用された。宮や社とあるのは、水龍などの消火器具を納めておくための小
屋であり、当時、これを水龍宮や龍宮と称した。
　これら救火会の指導者たちはどのような人物だったのであろうか。

表６　南塘地区救火会一覧
地　域 會　名 住　　　　　　　所
南一段 坎宮 鎮塘弄３号
南一段 乾初宮 旧在黄泥橋北。現三茂弄口。聚興園菜館対面
南一段 海寧社 原清名橋。現南下塘238号。保存。
南一段 辰潜宮 薛家弄4-6号
南一段 烏浩宮 大 路80号
南一段 濟寧社 南下塘45号
南一段 清安宮 大 路伯濤橋挽
南一段 辰安宮 黄泥土＋峯187号
南一段 泓安宮 虹橋下11号
南一段 泓渊宮 庵橋挽
西二段 万安社 棚下街83号
西三段 無名 小木橋挽

出典：『南長街誌』p.474。西１・４段は北塘区に属す。
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　民国期南塘には八紳と呼ばれる有力商人がいた。そのうち、劉季初は、伯
瀆港段の米業董事で、商団の董事や救火会、赤十字会などの地方公益事業に
尽力した人であった。龐魯芹は、寿濟堂薬店を経営し薬王廟の廟董を勤める
ほか、南水仙廟の廟董でもあり、また坎宮救火会の会長でもあった。周廉蘇は、
南塘清明鎮の鎮長で、南水仙廟の廟董、普澤堂董事、坎宮救火会会長などを
歴任した。丁芥軒は、公興祥、南昌裕両布行の経営者で、鎮塘庵の管理人及
び救火連合会の評議員であった。高仲和は、南和美南貨店の経営者で、南水
仙宮の廟董、南三段救火会の会長であった（63）。また、南水仙廟の董事の一人、
黄卓儒は、磚瓦 、堆桟、絲廠をなど幅広く手がける経営者で、坎宮救火会
の会長でもあった（64）。
　鎮や段の長を勤める者が多く、また南水仙廟など廟の董事に任じられてい
る者も多い。丁芥軒が廟董を勤めていた鎮塘庵は、鎮塘庵弄に立地しており、
庵内は、坎宮救火会の会址が置かれていた（65）。このように、会の指導者の
人物から見ると各段と廟宇、救火会とは密接に結びついていたことが窺われ
る。

6.2.救火連合会
　さて、1916年、無錫では、救火連合会が成立している。
　設立大会は、10月21日に崇安寺大悲殿で開催され、五十餘人が参加。華芸
三を正会長、樓朗清、唐水成を副会長、薛南溟を名誉会長に選出した。『無
錫日報』によれば、連合会に参加した救火会は以下の通りである。

表７　無錫救火連合会一覧
地区 段名 責任者 地区 段名 責任者

中区

東北一段 錢少坪

北区

壇頭弄 高景泉
東北二段 呉玉書 北塘東街 單紹聞
東北三段 陳輔臣 黄泥橋 蘇養齋
大市橋 馮伯衡 缸尖 蔣履伯
斜橋下 陶振先 三里橋 許少成
中市橋 寶俊甫

南区
天一圖 王瀾成

北大街 汪子祥 南門 丁芥軒
出典：『無錫日報』1916年10月22日
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　無錫城市域の個別の救火会は、南塘の坎宮のように、遅くとも清代の同治
年間には成立している（66）。1930年代の初めごろには、かなり整備が進んで、
東区１段、南区５段、西区２段、北区12段、広勤区１段、中区10段とほぼ全
市をカバーする組織になっている（67）。
　しかし、設立当初には、経費をめぐるトラブルや特定の会の間の感情的な
対立（68）などがあって纏まりが悪かったらしい。準備段階では、上表以外に、
中区の青果巷、北区の泗海濱、鐵索觀、西区の潜淵社、萬安社などが参加す
る予定であったが、設立時には14 ヶ所に止まっている（69）。
　例えば、城西青果巷の西北四段「恒記」は、洋龍を備える救火会であった
が、救火連合会の設立時には参加していない。やや遅れて、華氏や蒋氏など
巷内有力者の勧誘と支援で、西北二段の雲海宮とともに参加に踏み切ってい
る（70）。その背景には「龍宮之契據屋單抵押」とあるように圖董（地区指導者）
の不始末で龍宮の不動産等が差し押さえられるといった事態があった（71）。
その一方で、接官亭救火会のように会員が挙って寄付を行い新型の洋龍を買
い入れたり（72）、北塘八段江尖救火会のように、「會員異常熱心。現由馬君提
倡組織藍十字隊。以備救護」など熱意ある団体もあった（73）。
　救火会では、以前から、毎年５月20日に水龍の試演を行っていたが、連合
会ができると、「記録并加評定。傳□研究。而促進歩」とあるように、記録
をつけて作業手順や放水の角度などを研究し消火活動の技術を改善しようと
している（74）。
　また、救火連合会の段頭や評議員には、丁芥軒や呉玉書など、製糸工場の
経営者が含まれている。丁の南昌洽布廠は洋式紡績機と女工300人を要する
近代的な工場であり、他の工場と異なり正月休みを早々に切り上げて生産を
再開するなど、近代的な操業体制を確立しようとしていた（75）。丁や呉のよ
うな合理的な考え方をもった新興のリーダー達が、救火会の指導者として参
加していることは、無錫地域社会の新しい秩序作りの方向性として、興味深
い動きであったと思われる。

6.3.地域における救火会の位置づけ
　では、救火会は地域の中心廟や十廟とどのような関係にあったのだろうか。
　図４は、民国期の張元庵の見取り図である。
　主神以外にも廟の境内にさまざまな神が祭られている。蚕師殿は、無錫近
郊が江南有数の産繭地帯で、製糸工場が多く立地していたからであろう。特
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に興味深いのは、地域の守護神たる大王と防火の神たる火神（火徳星君であ
ろうか）が並祀されていることである。
　一方、北塘の晏公堂の様子は図５の如くであった（76）。
　同廟は、光緒県志「祠祀」に晏公行宮として載せられており、創建年代は

図４　張元庵
出典：『南長区志』p.437 より引用。

図５　晏公堂
出典：『北塘集翠』より筆者作成。

－ 19 －

三
四
八



不詳だが、元代ないし明代初期に主神が平浪公に封じられるなど由緒ある廟
だった。その第三進の左右に置かれた永潜宮は、北五段救火会の会祉であっ
た。おそらくここに、水龍や水桶などの防火器具が置かれていたのであろう。
看台とあるのは、二階に設けられた火事の見張り台である。第四進の右には、
張元庵と同様、火神を祀る火神殿が置かれている。おそらく救火会の会員た
ちが奉仕していたのであろう。
　以上のような廟の構造から考えると、無錫では、地域によってかなりばら
つきはあるものの、原則としては、（ａ）段や巷を越える広域の信仰圏を持
つ城隍廟や水仙廟などの人群廟――すなわち十廟、（ｂ）段や巷など地域社
会の生活経済圏の守護神廟――すなわち大王廟、（ｃ）地域の守護神廟から
分節したさらに下位の宗教団体（神明会）の廟――すなわち火神廟や龍宮な
ど、という廟と神明の階層的関係が存在し、そうした階層によって挙行され
る祭祀が地域社会を統合する核になっていたと考えられる。これは、台南市
における聯境組織ときわめてよく似たシステムだったと言えよう（77）。例え
ば、台南府城の聯境組織の一つ六合境では、聯境主廟たる鄭成功廟の下位に、
永華街（永華宮。鄭成功の部下陳永華を祀る）や馬公廟街（馬公廟。これも
鄭成功軍の武将を馬将軍を祭る）など６ヵ所の街境があり、さらに馬公廟の
下には、東西南北中五ヵ所の角頭廟があった。
　一方、無錫の社会階層についてみると、おおよそ、①城中に居住し、地主
や官僚である紳士階層、②北塘を主な拠点とする米行や経紀人、③街巷に店
舗を構える小店主や職人、④その日暮らしの行商人や日雇い労働者、無職の
遊民という四種類に分類することができると思われる。
　それぞれが主に奉仕する神は、①が、関帝や文昌帝君、財神など商売と読
書の神。②と④は、十廟の神々。③が、元来の里社神でありかつ地域共同体
の境主公廟たるもろもろの大王神やその他の地方神ということになろう。ま
た、①や③が古くから城郭内外に居を構える「内部」の人であるのに対して、
②や④は、どちらかと言えば新来の「外部」の人という言い方もできると思
われる。伝統的な中国農村では、数世代にわたっても「新客」と呼ばれ仲間
として扱われない人々が存在したといわれる（78）。
　こうした枠組みの中で、十廟の祭祀を取り仕切る米行は、いわば祭祀組織
の階層性（ａ＞ｂ＞c）を利用しつつ、地域社会への影響力を拡大していっ
たのではないだろうか。
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７　米市と廟会の成り立ち

　さて、無錫の各階層の人々は、どのような原則に従って交易や日常の経済
活動を行っていたのであろうか。無錫米市と十廟香の廟會について、それぞ
れの市場の在り方について考えてみたい。
　黒田明伸氏は、商品経済が発達した伝統中国社会には、貨幣数量説が妥当
する均衡型市場経済とそれが妥当しない非均衡型市場経済が併存していたと
いう。前者は、遠隔地交易の市場で、後者は県や鎮のレベルの地域経済圏の
市場である。前者では主に銀が、後者では主に銭が決済通貨として利用され
た（79）。以下で述べる米穀市場は前者、廟会は後者のタイプということにな
ろう。
　まず、米市についていえば、そこでは、次のような取引が行われていた。

　　 生産者→米行Ａ（＝買付業者）→［経紀人Ｃ］→米行Ｂ（＝卸問屋）→
小売業者

　いま、合わせて10の利益が見込める交易（例えば、Ａが、生産者から40で
買い、Ｂが、販売店に50で売る場合）で、ＡとＢとが取引を行うとする。図
のＹからＸへの右肩下がりの直線のいずれでも取引は成立する。しかし、中
では、②のＡ＝５、Ｂ＝５（45売買）、それぞれにとって「値ごろ」感があ
る妥当な取引価格（相場）ということになるであろう。③のように、Ａ＝８、
Ｂ＝２（48で売買）では、Ａの「ぼろもうけ」になる。一回限りの取引なら
いいが、参入障壁が低く誰でも取引に参加できるという条件の下では、どち
らかが「ぼろもうけ」する取引は、次回以降成立しない可能性が高い（③「ぼ
ろもうけ」→①「ものわかれ」）。Ｂは、学習して新たな取引相手を探そうと
するであろう。しかし、毎回相場を探りながら、新たな取引相手を探すこと
はなかなかに負担が大きい。したがって、市場が継続的に開催でき、かつ取
引が継続的に行われるには、当初から②の協調的な均衡状態が実現すること
が望ましい。
　濱嶋（2006）は、このように信頼関係の有無が継続的な取引のインセンティ
ブを大きく左右することから、無錫では、米穀生産地出身者の同郷ネットワー
クが機能しやすかったと指摘している（80）。

－ 21 －

三
四
六



　このように第１回目の取引が、以後の取引の継続性に大きく影響すると考
えると、仮に、中間手数料を支払うことになり、Ａ＝４、Ｂ＝４、仲介者Ｃ
＝２といった取引になったとしても、以後の継続的な利益を考えれば、現地
のマーケット情報を熟知している仲介者を間に入れた方が良いということに
なる。ここに、参入障壁の少ない無錫のような大きな市場の場合、経紀人や
皮箱とよばれる仲介人が数多く登場する根拠があると考えられる（81）。

　一方、お祭りにおける市ではどうであろうか。
　廟会の市では、城市や鎮で作られた陶器や農具、漁業用工具、農村副業の
竹細工や木工品、あるいは行商人や香具師が売る玩具や果物など様々な商品
が並ぶ。多くの場合、比較的品質の高い品が値ごろの価格で販売されること
が多いであろう。しかし、一方でたとえば日本の啖呵売りのように、やや高
い売値でも、客は、晴れの日の神へのご祝儀として、それなりに納得して購
入し、次回以降も市に参加する可能性が高い。つまり、仮に普通10元で売ら
れているバナナを11元で買ったとしても、割高な１元分は、参拝客が神に奉
納した祝儀であり、それが神から貧窮な振り売りや香具師たちへの贈り物とし
て下されると考えれば、そこでは、実質的には、懐に余裕のある游客から零
細商工業者へと神を媒介とした再分配が行われていると考えることもできる。
　つまり、祭りの市では、通常のドライな交易関係の場合よりも、緩やかな
条件で取引の持続性が維持されるのであり、これが清代後期に、遠隔地市場
で価格競争が激化していく一方で、地域市場にはそうした市場原理が浸透せ
ず、伝統的な廟会が各地で盛んになっていく大きな理由の一つなのではない
だろうか。

図６　米市の取引
出典　筆者作成
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　さて、廟會は、いったんそれが成立すると、独自のプロセスを通じて成長
していく。
　その成長過程を推測すれば、以下のようになるであろう。
　無錫の場合で言えば、まず、例えば、東嶽廟の廟會が開始され、次いで、
他のいくつかの廟でもそれが行われるようになる。次いで、他の廟が、東嶽
廟に朝香するようになると、東嶽廟での廟會はさらに賑やかになる。一方、
他の廟でも、次第に賑わいが増して来ると、相対的に賑わいのない廟は、他
の活気ある廟が行うイベントの仕組みなどを模倣して賑わいある廟に追いつ
こうとする。あるいは、新たに成立した廟が、廟會活動の時間的な隙間を縫っ
て――例えば、新城隍廟がそれまで廟会のなかった９月に廟会を行っている
ように、新たに活動を開始するようになる。現に無錫では、冬場の11月と12
月を除いてほぼ毎月廟會活動が行われていた（82）。さらには、各廟が、東嶽
廟にならい相互に朝香を行えば、各廟會の活動には一層の賑わいが生まれる
であろう。こうして、無錫の廟會は、ほぼ究極まで、年間の活動全体の賑わ
いを高めることに成功したと言えるであろう。
　このように、廟會によって半ば人為的に作り出された消費活動の活発化と
その後の急速な減退という、ほぼ一カ月おきに発生する景気の波が、年間を
通じて無錫の日常経済を底上げしていた（ａ→b1→b2→b3）。その動向は、
中小の取引業者や取引に関わって運搬や荷造りなどの労働で日銭を稼ぐ労働
者や小商人にとって、日々の生活を左右するほど重要なものであったに違い
ない。
　これが、米行とその関連業者や労働者たちが、廟への義捐に拘り学堂への
寄付をあくまで拒絶しようとした主な原因であったと考えられる。

８　まとめ

　中国農村における地域社会の経済は、費孝通も指摘しているように貸し借
りを明確に清算することなく、むしろそれによって取り引き関係が継続して

図７　廟会による景気循環
出典　筆者作成
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いくことを望むような人々によって回転している。つまり貸し借りは清算さ
れずに残されることで、贈与（貸し）に対する返礼（返済）が期待され続け
るのである。そこにはモースの主張するような返礼を促す贈与が、あるいは、
市場経済化しているとはいえ、ポランニーがいう「互酬」に近い原則が働い
ているように思われる。一方、米穀市場の取引は、原理的には見知らぬ他者（古
くは沈黙交易のような）との「交換」であり、両者は、まったく異なる原理
によって成り立つ経済だといえよう。
　ポランニーによれば、ダホメ王国では、毎年貢租大祭が行われ、祭りの司
祭としての王により、王国各地から集まった貢納者に対する再分配が行われ
る。王は対外交易を独占しており、大祭では、対外交易で入手した貴重な
品々が人々に分与されるという。無錫における十廟の祭祀においても、対外
経済たる米穀交易市場と対内経済たる地域内経済の間に、神が介在すること
によって、ダホメ王国と同様、他者との交易による利益の一部が、地域社会
の生活経済圏へと再分配されると考えることもできる。モースの言い方に習
えば、神への贈与と神からの返礼として、祭りにおける蕩尽的な消費が行わ
れるということになろう。
　東嶽廟會に先立って行われる恵山廟會で、神への解錢糧がいわば「貢租」
として奉納されることは、この点から見て興味深い（83）。
　つまり、広義の経済の角度から見れば、十廟香は、銭の流通を拡大させ紳
士階層や米行（交換経済の担い手）から、小商店主や職人、労働者、無職の
貧窮者（地域の生活経済の担い手）への再分配の役割を果たす祭りであった
のではないだろうか。
　以上、中国近世の江南先進地帯における祭祀活動と地域社会の生活経済と
の関わりについて縷々仮説めいた議論を述べてきた。こうした議論について
は、黒田明伸氏のように批判的な意見もある（84）。しかし、『識小録』「節序、
正月五日」の項に「小婁巷金勝神廟諸賈人畢集拝叩祈財…由家少儲蓄求於市
者衆」とあるように、家中に銭の蓄えを欠く零細業者たちにとって、廟会は
重要な生活の基盤の一つであり、廟の祭祀を中心に纏まっている地域社会の
在り方を明かにすることは、伝統中国社会を理解する上で書くことのできな
い作業ではないかと思われる。今後、さらなる資料発掘を行いつつ仮説の検
証に努めて行きたい。
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海寧救火会

崇安寺と高層ビル

大公橋から清明橋を望む 小婁巷

南長街観光区

水仙道院

南塘街

南禅寺

－ 25 －

三
四
二



注
（１）「中国農村社会性質論争」という。
（２）奥村哲『中国の資本主義と社会主義』桜井書店、2004。
（３ ）同上ｐ.260。奥村氏は、フィリップ・ホアン（黄宗智）の内旋論にも言及している。
もっとも、ホアンの内旋概念は、ギアーツの影響を受けたものであるが、『長江
三角洲小農家庭與 村發展：1350-1988』（牛津大學、1994-）では、単に限界効
用が低減する状態を指して使っている。

（４ ）改革開放後、都市へ流入した農民の多くは、同族や同郷の縁を頼って職や住
居を探しており、郷鎮企業の成長も、同族関係を中心とするネットワークが機
能した結果だという。花澤聖子「近代化政策下における中国農村社会の「差序
格局」神田外語大学紀要（22）、2010。

（５）神田信夫先生古希記念論文集、1992。
（６）恵沁方『民間信仰與清代以来無錫城市社会』南京大学碩士論文､ 2015。
（７）濱島敦俊『総管信仰』研文出版、2001。
（８ ）錫は無錫県を、金は金匱県を示す。雍正四年に旧無錫県が、無錫と金匱に分
割されて以降、旧来の無錫県城域を総称して錫金と呼ぶようになった。

（９ ）森正夫「『錫金識小録』の性格について」『森正夫明清史論集』３、東京都、
汲古書院、2006。森によれば、『乾隆県志』に載せられなかった「民俗（民衆の
生活）の利害に関わる事柄」とは、例えば、「田賦、民役」に関わる事項で、明
代の里長制が崩れたまま、総甲が徴税を請け負わされ困窮しているといった政
治の実態であるという。森は、黄卬がそうした視点で『識小録』を纏めるに至っ
た背景として、彼が、私塾を開きながら妻子の機織りによって生活の糧を補わ
なければならないような下層の読書人であったことを挙げている。進士や挙人
となり豊かで社会的にも高い地位を得ていた上層の知識人と異なり、庶民の生
活により近い所にいたということが、彼をして無錫の人々の風俗、習慣に対す
る強い関心を引き起こさせたのであろう。

（10 ）『無錫文庫』第29冊、南京、鳳凰、2011。
（11）『申報』1904年８月19・20日。『北京官報』縮刷版、第564冊。
（12 ）『無錫文庫』全百巻（第一輯：官修舊志、第二輯、地方史料專著、第三輯、
年譜家乘、第四輯、無錫文存、第五輯、近現代名家名著存目）、南京、鳳凰、
2011。

（13 ）台湾で出版された地方志の集成。無錫については、華中地方21巻に、『光緒無
錫金匱縣志』（臺北市、成文、1970）が収録されている。

（14 ）中国で出版された地方志の集成。無錫については、第１輯（江蘇府縣志輯）
第24巻に『光緒無錫金匱縣志』（南京、江蘇古籍出版、新華發行、1991）及び、
第25輯（江蘇府縣志輯）第24巻に『光緒無錫金匱縣志』（南京市、鳳凰、2008）
が収録されている。後者は、内容的には前者及び『中国方志叢書』版と同じで
ある。
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（16 ）近現代資料刊行会企画編集『中国占領地の社会調査』Ⅱ-20、近現代資料刊行会、
2010。

（15）同上Ⅱ-23。
（17）『社会経済月報』第３巻第７期、民国27年７月。
（18）地級市とは、省級と県級の中間に位置する規模の都市。
（19）陸羽『恵山寺新泉記』『無錫縣志』第四巻、四庫全書版。
（20）小野和子『明季党社考：東林党と復社』同朋舎出版、1996。
（21）俊宴、呉明偉「地域文化伝承與発展」『城市規劃』2005年７月。
（22 ）陳進国、林敏霞「如何走向“善治”：浙江省民間信仰“社会治理”転型的反重」邱
永耀主編『宗教藍皮書2015』社会科学文研出版、2016年４月。

（23 ）廟会に関する研究については、岳永逸「宗教・文化と功利主義：郷土廟会の
学会展望」『比較民俗研究』（29、2015）がある。

（24 ）馮霞敏「無錫宗教文化旅游資源的整合開発研究」『無錫商業職業技術学院学報』
第10巻５期。

（25 ）龔近賢主編『錫山舊聞：民國邑報博采』無錫祠堂文化研究會編、上海辭書、
2011、p.243（『錫報』1937年５月８日）。

（26）ここでも百騎を越える騎馬隊が出陣した。『紀事』p.244。
（27 ）腕に銅の針金を通して、銅鑼の車を引くというもの。北塘市北塘区政協編『北
塘老碼頭』時代文芸出版、2007年、p.222。

（28 ）中國人民政治協商會議江蘇省無錫市委員會文史資料研究委員會編『無錫文史
資料』29、1994年、p.115。

（29）秦瀛『小峴山人文集』『無錫文庫』第89冊。
（30）『光緒縣志』及び『崇安寺区志』「地名録一覧表」による。
（31）無錫市崇安区地方志弁公室編『崇安区誌』1991、p.546。
（32 ）山根は、廟会開催のための費用は、原則として地域の祭りの主催者が負担す
るという。「華北の廟会」p.9。

（33）『紀事』p.151。
（34）『錫山旧聞』p.243。
（35）『紀事』p.158。
（36）『紀事』p.168。
（37 ）劉霞編『清名橋歴史文化街区』古呉軒、2011年、p186。張巡を奉仕し、祭祀
日は旧暦７月25日。現存せず。

（38）Ⅱ-20、pp.93-95。
（39）『紀事』p.161。
（40）『紀事』p.164。
（41）『紀事』p.183。
（42）『無錫文史資料』40、2000年。
（43 ）『紀事』p.184。無錫市糧食局編『無錫糧食志』吉林科學技術出版、
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1990､ p.340。
（44）無錫市北塘区政協文史資料編輯委員会編著『北塘集翠』珠海出版社、2006、p.62
（45 ）「以前ハ主トシテ店主、経理等ノ同郷人カ親知ノ人ノ中カラ採用シテヰタ」Ⅱ
-20、p.65。

（46）鈴木智夫「清末無錫における繭取引の発達と外国資本」『東洋學報』第63巻、p.148
（47 ）実のところ、米市で動く金額は、廟会などで費やされる金額とは桁違いの高
額で、数家の有力な米穀商は、年百万元を越える商いをしていたから、これは
言いがかりに過ぎないともいえる。

（48）『紀事』pp.243-244。
（49 ）台湾では大甲媽祖廟の顔家が良く知られている。台湾では、こうした顔役を
包工頭という。

（50）『紀事』p.170。
（51）錢鍾漢「無錫光復史拾遺」『無錫文史資料』第３輯、1981年、p.17
（52 ）デュアラは、晩清になると、それまで郷村の秩序を維持してきた紳士階層
の力が弱まり、代わって経紀人（ブローカー）が郷村を支配するようになり
中国全体が内旋化していくという。杜贊奇著、王福明譯『文化、權力與國家：
900-1942年的華北農村』江蘇人民出版發行、新華經銷、1995。Duara, Prasenjit. 
Culture, power, and the state rural North China, 1900-1942”

（53 ）湯瑛「浅論民国初年無錫米市的興盛」『南京高師学報』第11巻３号、1995年９
月、p.5。

（54）『無錫糧食志』p.352。
（55）『紀事』p.246。
（56）『紀事』p.248。
（57）『紀事』p.254。蕪湖の青幇人だという説もある。『無錫幇会志』p.16
（58）Ⅱ-23、pp.175-176。
（59）江蘇地方志編輯部『江蘇地方志』江蘇地方志編輯部、2013年、p.29
（60）注28参照。
（61）『紀事』p.248。
（62）南長区志編輯委員会編『南長区志』上海人民出版、1991。
（63 ）欽頌「南里八紳」南長文史資料編集委員会『南長文史資料』第６輯、1992年、
pp.95-96。恵（2015）より再引用。

（64）「尹麻二将軍忠迹碑記」『南長区志』p.440。
（65）『無錫的寺廟』pp.304-305。
（66）『南長区志』p.474。
（67 ）無錫縣公安局年鑑編纂處編輯『無錫縣公安局年鑑：1932年度』（民國史料叢刊：
203）大象、2009年、pp.368-369。

（68 ）江尖と壇頭弄の喧嘩については「救火會歟角力會歟」とある。『無錫日報』
1916年８月10日。
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（69）『無錫日報』』1916年10月22日。
（70）『無錫日報』1916年11月25日。
（71）『無錫日報』1916年12月５日。
（72）『無錫日報』1916年11月28日。
（73）『無錫日報』1916年11月15日。
（74）『無錫日報』1916年６月22日。
（75 ）『経済匯報』1923年２月１日。呉の無錫勧工織布廠も同様の規模と設備を有す
る工場であった。

（76）無錫市北塘区政協文史資料編輯委員会編著『北塘集翠』珠海出版社、2006、p.60
（77 ）台南の聯境組織については、石万寿「台南府城的城防」『台湾文献』（30・４、
1979年）に詳しい。

（78 ）花澤聖子「近代化政策下における中国農村の「差序格局」」『神田外語大学紀要』
22、2010.3、p.33。

（79 ）黒田明伸『中華帝国の構造と世界経済』名古屋大学出版会、1994、pp.8-10。
（80 ）濱島敦博「1930年代中国長江下流域の米市場と契約執行メカニズム」『アジア
研究』52（4）、2006。歴史制度分析の手法によって、米行が持つ同郷関係の人的ネッ
トワークが無錫米市における取引の主要なインセンティブを生み出していたと
する。

（81 ）経紀人は個人的な理由で米行を辞めたもの。 皮箱は、不始末で辞めさせら
れたものであるという。Ⅱ-20, p.45。

（82 ）山根は、清代後期になると、廟会は次第に祭祀活動から自立して、経済的な
目的へ主眼とする活動へとシフトしていくという。「華北の廟会」p.9。

（83）『無錫老碼頭』p.221。
（84 ）「求められているのは、構造の種差を度外視した、文明の期限まで遡及してし
まいそうな方法論ではなく…」黒田（1994）、p.7。
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