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あるが︑これらの物品を︑財政的目的をもっ専責の對象にしたのは

ともかくとして︑賑のような㈹民の生活・健康に訣くべがらざるも

のを︑専制視力を維持する財政上の必要から︑専頁の對象にしてい

たことは︑注目すべきことといわねばならぬ︒もちろん︑啓の専頁

といっても︑清代の場合は︑現在の日本での煙草の専責とは異って︑

むしろ酒のように︑高い消費税︵盟課︶をかけるものであったとい

ってよい︒ただ︑これが︑腕税を防止したり摘晟したりするこまか

い制度とか︑その流通過程に関係する特許商人︑およびその販資地

ところで︑このような制度によって徴収される唾税︵唾課︶は︑

索引

清朝政府の財政上において︑どれ程の重要性をもっていたものであ

四〇〇頁

がんらい︑耶責制度というものは︑生扉または流通を國家あるい

ろうか︒いま︑二︑三の統計をひろってみると︑つぎのごとくであ

域の限定とかいった特殊な制度の下で行われただけなのである︒

はそれに類似した槌力によって劉占するものである︒場賢には︑財

の對象になるべきものを︑財政的目的をもっ専頁の對象にしてはな

政者として︑もっとも注意を要することは︑祠祀的目的をもっＷ頁

品は︑自由市場價格より低廉であるのは常然である︒この場合︑貨

っ場資品は︑自由市場價格より高價であり︑祠址的目的をもっ場皮

各自の必要を保澄しようとするものである︒通常︑財政的目的をも

後者は國民の生活上あるいは健康上の理由から︑國家によって國民

ろ減少した︒しかし︑五港開港以後は︑海開収入が新しい財源とな

徴されたが︑乾隆以後はその増徴が困難になったのみでなく︑むし

たがって増加する清朝政府の支出をまかなうために︑漸次捷税が噌

また低下している︒大ざっぱな言い方をナれば︑時代のくだるにし

の下るにしたがって増加し︑乾欧の二丁四％を最高として︑以後

を占めていたのであり︑初期において八・五％だったものが︑時代

すなわち︑現銀収入のみについてみると︑だいたいその一割前後

る︒

らない︑ということである︒すなわち︑國民の生活上または健康上

いた端役の中においても︑その大豊牛額前後を負備していたのか雨

清朝政府にとって︑地丁収入にっいでこのような重要性を占めて

視の重要性が低下した︑ということかできる︒

て増大し︑また︑頭金が太不天國後の新財源に加わったために︑唾

り︑それか北京條約以後において︑外國人總税務司の下に整頓され

るべき堕か︑財政的目的の専責になってきたのである︒中國で︑古

ところが︑中國では︑古くから︑禰址的な目的の塚慌の對象にな

ある︒

に鋏くべからざるものを︑財政的場資の對象にしてはならないので

ある︒すなわち︑前者は︑國家の財源にしようとするものであり︑

政的な目的をもっものと︑禰址的な目的をもっものと二つの場合か

○

本文

一九五六年十月

前代咄政の研究

批
来専質の對象になったものは︑端のほか︑鍼︑酒︑茶︑明寡などが
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○

淮であるから︑雨淮援が清朝の財政に對してもっていた地位も自ら
想像されるのである︒

富氏が︑

わたくしは︑不素︑中國史の研究において︑責護的な研究の必要

びにたえないところである︒

を痛感している一人である︒大上段にふりか・ぶったような言い方で

恐縮だが︑歴史研究は︑どこまで･＃蹄納的でなけれぼならぬ︒演輝

的であってはならぬ︒賓讃された事賓から︑蹄納的に理論を導きだ

すべきで︑理論から演鐸的に理論を導き出すような方法をとるべき

ら
不

素し

く

の
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屑
と
ふを
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しの

おいて︑上にのべたような重要性をもつ素淮の賭税徴収制度につい

ての︑緻密で精力的な綜合的賞讃研究である︒その内容を大まかに

いえば︑︲中國史上における賭の問題の重要性︵第一章︶︑り雨淮

の製盟場および製賭の賞態と製盛業者の階級分化︵第二章︶︑目荒

貴地域とＩの間の︑販資地域争奪に開する問題の究明︵第三章︶︑糾

に伯

と︑そ句賓謐にもとづいた理論的構成との両方をやることのできる

れ今
て
さ
｀ ら

正規の哩税を納めない賭︵私賭︶の販貴か行われるようになるいろ

ほ氏

ではない︑と思う︒もちろん︑歴史研究者の中には︑賞讃的な研究

゜
ら

を納めた公認の盟︵官堕︶の價格が騰貴するいろいろな原因につい

ら佐

有能な人も多いが︑わたくしをはじめとして︑その何れにおいても

せる

淮暖の販質地域︵行暖地︶の諸問題︑とくに︑他の製盟場の盟の販

は

た

あまり有能でないか︑しかし︑研究者として立っていきたいと念願

をで

いろな経路についての具堕的な事宜の究明︵第四章︶︑圓正規の税

｀

か

している人も︑また︑かなりあるだろう︒こういうものは︑これは

見あ

さて︑本書は︑中國の製盟場の代表であり︑清朝政府の財政上に

究の

わたくし自身に言いきかすことであるが︑ます賞讃的研究に専心し

研う

かならない︒
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と
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宏︑中山八郎の諸氏によつ

ところで︑この端役の徴収機構とそれをめぐる諸問題の究明は︑
中國史の研究上において必要かくべからざるものではあるか︑その
複雑さのために︑誰でもおいそれと手がけられるようなものではな
い︒先に︑明代についての研究が藤井
て迷行されたが︑このたび︑清代のそれについて︑佐伯
﹁清代端政の研究﹂として︑清代の雨淮盟政についての︑不素の精
力的な緻密な研究成果を公刊されたことは︑學界のために︑よろこ
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度が︑その本来の機能をはたしえなくなった諸原因の究明︵第六章︶︑

立たなくなって没落し︑嘉慶から道光にかけて︑薗来の蓮視徴収制

るほか︑國際的な原因も加わって︑販百に従事する盟商の苦業が成

80 ての研究︵第五章︶︑内四と㈲によって公認の廳の責行きか悪くな

く︑闇塵を買占め︑漕運の船頭その他を組織して︑長蘆製盟場の闇

公認の賭の販運をする場商・運商の機能をかねたものであったらし

せられる資本主のいること二三六？九頁︶である︒この風客は︑

している︒ナなわち︑長蘆賭の闇唖販賢組織の中心に﹁風客﹂と穏

この問題について︑佐伯氏の研究は興味のある具瞼的事宜を提供

竪を江南に販賢し︑励りには材木・紙・焼物・雑貨などを買って天

㈲この本来の機能をはたさなくなった︑薗蓮視徴収制度の陶樹によ
る改革の穴態︵第七章︶︑および結語︵第八章︶である︒

る︒また︑淮南の闇握販賢者︵賭泉︶の集團についても︑いろいろ

津にはこび︑それを賢りはらって闇賭をかつていた･＃ののようであ

ないか︑その中︑興味のある二︑三のものについて左に紹介するこ

な資料が集められている︵一六〇〜一七七頁︶︒これらの集團の中

それぞれの問題については︑一つ一つここで紹介することはでき

とにしたい︒

には︑枕頭︵あるいは大伎頭ご副伎頭を中心として︑百除人から

敷百人が結盟し︑中には敷十萬則の資本を擁していたものもあった

清代の懸の制度は︑要ナるに︑國民に高い消費税︵蓮税︶のかか
った賭をたべさせる制度であり︑この制度を裏から見ると︑如何に

らしい︒こういう鮎から︑秘密結社か商業資本の闇の組織でもあっ

うに説明している︒少し長いか︑本書の中で︑もっとも精彩にとん

ているか︑佐伯氏は︑雨淮における賭商の隆盛と衰替を︑つぎのよ

一環として理解しなければならない必要は︑わたくしも不素痛感ｔ

ようとしていることである︒中國史とくに近代中國史を︑世界史の

もう一つは︑雨淮における賭商の隆替を︑世界経済の中で理解し

たらしい側面もうかがわれるのである︒

して國民に正規の税のかからない蓮をたべさせないようにするか︑
という制度であったともいえる︒製蓮地で︑安ければ一斤一︑二文︑
高くても十文ぐらいで買あげた雨淮の懸か︑漢ロで四︑五十文︑遠
い奥地では八︑九十文になった︵本書五五頁︶というから︑國民の
過半敷を占める貧民にとっては︑大腿な苦痛であったはずである︒
懸が︑無くてはすまされないものであるだけに切穴である︒この必
要を満たすものか囲懸で︑値段か公認の懸の牛額である上に︑品質
も上等であったこＩ〇頁︑その他︶のであるから︑聞蓮か歓迎さ

るいろいろな問題を解決する手がかりになるのである︒従来︑この

あったか︑この穴陵を明かにすることができれば︑専制襟下におけ

︵二〇五頁︶されているが︑この閣盛の販頁組織かどういう■＃ので

の流動と重大な関係をもっていた︒中國においては明の萬暦頃から

考へると︑中國における貿易の盛衰︑大きくいへぼ世界における銀

結といふべきであらう︒しかし︑賭商の没落はもう少しっき進んで

とは注意すべく︑賭商が政商たる性格を多分にもっていた営然の贈

揚州賭商の隆替は︑清朝の國家権力の盛衰と密接な開聯があるこ

だ部分の一つだから︑左に引用しよう︒︵かな使い原文のまま︶

組織か各種の秘密結社と開係がある︑ということもいわれていた︒

清初にかけて︑蘇州を中心とナる揚子江の下流デルタ地方において︑

れたのはもちろんである︒闇賭の販頁額は︑公認の盟と同額と推定

しかし︑その具膿的な賓膿は明かにされていない︒

‑
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絹布・綿布などの軽工業か登建した︒時宛も西欧人が東方に進出し
た時期にあたり︑これらの産物か盛んに楡出せられ︑その代價とし

中國の産業界は未曾有の好景気に恵まれた︒農村の過剰人口も︑蘇

て莫大な銀が中國に流入した︒この銀が産業の開翌に使用せられ︑

州地方における軽工業の笏働者として吸収せられたために失業者か
少く︑吐會は割合に平穏であった︒︵二九三２四頁︶︑・︲⁝⁝︒
然るに萬暦から乾隆にわたる牡會の好景気も︑乾隆時代を最後に
過ぎ去って︑次の嘉慶時代には経済界の不況が襲来した︒これかた

ことは貸借の危瞼か層大したことに■yＳ>Ｈるが︑やはり︑銀の海外流

出に件ふ資金の鋏少が︑最も大きな原因のやうである︒ともかく︑

銀の國外流出は︑色々の面で徳商に大きな損害を呉へ︑資金の枯

渇を来し︑逐には盛商を没落させる最も大きな原因となったのであ

こうした考え方に對しては︑いろいろ意見のある人もあろうが︑

る︒︵二九五〜六頁︶

に對しては︑何人も敬意をおしまないところだと思われる︒

佐伯氏が︑中國の歴史現象を︑世界史の中で理解しようとした努力

われた緻密な精力的な史料蒐集の努力であって︑怠惰な筆者にとっ

本書を讃みおえて︑痛感することは︑事賓を明かにするために沸

○

飢は︑かかる失業者が原因をなしてゐるやうである︒それでは嘉慶

めに多敷の失業者が牡會に放出せられた︒嘉慶以後︑頻繁に起る叛

以後における経済界の不況は︑何に起因するかといふと︑それには

中において︑筆者の気づいたミスプＪソトが二字にすぎなかった︒

が賓によくゆきとといて︒いることにもよく表われている︒あの大最

この事賞は︑史料から遠くはなれているものにとって︑本書の中に

ては︑鞭捷されること多大である︒その緻密な注意は︑本書の稜正

貨の収縮を意味し︑産業界に大打撃を呉へた︒資金か減少するので

豊富に引用された資料を︑安心して研究の參考に供することができ

色々の原因かあるか︑最も重要な原因は貿易の不振︑つまり銀の國

諸産業が萎扉沈滞七︑ここから多敷の失業者が生じた︒これらの失

ることの澄明である︒その上︑本書の巻末に附けられた詳細な二九

外流出にあると考へる︒⁝⁝⁝中國における銀の減少は︑いはば通

業者は︑多く私星や鴉片の密質に身を投じたらしい ︒嘉慶から道光

ぎのことをつけ加えておきたい︒すなわち︑文章中にわかりにくい

ただ︑ここですこし望蜀の言を弄することを許してもらって︑つ

とって︑この鮎についてだけでも有難いものであると思われる︒

ろに本書の中で見出されるのである︒清代徳政の研究に志すものに

も重要な徳政上のむっかしい言葉に開する資料と解説が︑たちとこ

益であると思われる︒林振翰の盟政祭典には記載されてない︑しか

清代徳政祭典として利用しても︑林振翰の唐政祭典よりはるかに有

頁の索引は︑先にものべた本書中の豊富な原文引用資料と相侠って︑

にかけて私盟が盛行し︑各地の唾政か崩壊したのは︑一つにはここ
に原因があったやうである︒一方星商自身においても︑私腹の践腐
により腹が責れす︑投下資本の回収か香しからす︑資金難になやむ
やうになった︒また先にも述べたやうに︑銀の減少は営然に銀銭比
價に受動を生じた︒これまで大悛︑銀一雨制銭一千文を以て安定し
てゐた比價に愛動を生じ︑一千二百文・一千五百文となり︑さらに
二千文を突破し︑銀價が著しく騰貴した︒このことは︑盟を銭頁し︑
銀を以て納課する星商に大損害を典へた︒また︑先に指摘したごと
1
58 く︑金利も道光時代には︑従来の二倍以上にはぬ上ってゐる︒この
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82 原資料の言葉がやたらに出てくるが︑これは平易な日本語に改めた
５
方がヽ専門外の人にも讃み易くなるのではなかろうか︒資料の中の

を渋んで︑いつも何だか親しみにくく感じたのである︒本書のある

言葉をそのままよく使用されたのは矢野博士の著書であるが︑それ

部分︑例えぼ陶満の改革の内容をのべるあたり︑﹁また預納減納・
貼色貼息及び印本抵課などの弊により︒庫款か混飢絹耗した﹂とい
うような書きかたが至るところに績出している︒こういう生の言葉

書の紹介者としては不適営であることを充分承知しながら︑編集于

昭和三十一年三月

雄

著

︵波多野善大︶

野

三三・索引

十六頁・

東京大學東洋文化研究所刊

閥

の下命もだしかたく︑思うままを記して責をふさぐ次第である︒
二九五七・二・一五夜稿了︶︒

本文

中國考古學研究

専門以外のものにはわかりにくいのではないかと思われる︒本書か︑

英文摘要三一頁︒

を使用することは︑球門家には叙述が簡便で都合かよいのであるが︑

全く専門的な學術書として書かれたという事情もあろうが︑本書の

昨年東京大學東洋文化研究所の闘野雄氏の論文集﹁中國考古學研

六六五頁・圖版

ような興味があり有盆な書物が︑廣く中國を研究しようとする人々
に讃まれることを希望するが故に︑本書のこのような親しみにくい

究﹂が刊行された︒私は考古學を専攻するものではないけれども︑

書き方が気になるのである︒現代かな使いによらす︑また略字を絶
對に使用しないといった著者の態度から察すると︑こういう書き方

専攻の時代か常に考古學の分野と開係をもっため︑本書からいろい

附録の六部︑各部

Ⅲ都城と建築の調査

も確固たる信念にもとづいたものとは思うが︑再版のときには考慮

Ｖ蓼術上の諸問題

ｎ金属文化の本質

ろ教示される鮎があった︒
Ｉ土器の系統

は敷個の１ 説から成立している︒このうち特に専攻に近い第一部及

Ⅳ尺度と重要翠位の解明

本書は

されるよう希望したい︒
それから言葉尻をとらえて相ナまないが︑軽工業とか金融資本と

び第二部のＩ﹁殷王朝の生産的基盤﹂のみについて取敢えず紹介さ

かいう言葉も︑まぎらわしいから︑その内容と一致するように家内
工業とか高利貸資本とかいうように改めた方かよいのではないかと

されなかった灰陶の奄っ意義に注意し︑この友陶は中國の新石器時

第一部の中心をなす﹁華北先史土器の一考察﹂は︑従来除り注意

せていただく︒

思う︒
以上何だかとりとめもないことを書いてしまったか︑速逢でせめ

の勝れた鮎のうち︑常然とりあげなければならぬものを落したり︑

とによって︑黒陶の歴史的位置を決定しようとする︒中國の新石器

代に最も普遍的に見られるものであり︑この荻陶の系譜を考えるこ

立てられながら︑大いそぎで書いたので︑本書のような力作の数々

の鮎は︑筆者の未熟さの致すところである︒もともと︑筆者は︑本

枝葉にわたる鮎をことさらとりあげたりしているわけであるか︑こ

‑
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