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清初の中原―河南省南部における地方統治の再建
──汝寧知府金鎮「条議汝南利弊十事」に即して──

森

正

夫
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結語

問題の所在
筆者は、1988 年に、1960 年以来の自己の江南デルタの土地制度の研究を基礎とする『明代
江南土地制度の研究』
（同朋舎出版、京都）を、2014 年にその中文による翻訳『明代江南土地
制度研究』（江蘇人民出版社、南京）をそれぞれ刊行した。また、2017 年には、それまでの明
清時代の江南と福建を対象とする自己の中国史研究を集約し、中文の『
「地域社会」視野下的
明清史研究──以江南和福建為中心』
（
「地域社会」の視野に立つ明清史研究──江南と福建を
中心とする）（江蘇人民出版社）を刊行した。筆者は、このように、長年にわたり、中国明清
時代の江南と福建を主たる対象として歴史研究を進めてきたが、本稿では、明末に続く清朝ご
く初期の、所謂中原―河南省の南部、淮河中流域沿いにある汝寧府の知府であった金鎮の「条
議汝南利弊十事」
（汝寧府の利害に関わる十の案件の提言）を全面的に検討する。金鎮の本提
言では当該地域の直面する切実にして多様な現実的課題の特徴を分析し、同時にその課題への
既往の行政の取組みを周到に検討している。本提言における河南省南部という対象地域と多様
な課題とのいずれもが、筆者の日本で発表する研究作業としては最初のものである。なお、国
外では、2013 年に、台湾の東呉大学第九届国際学術研討会で関連する研究報告を行ってい
る1）。
明代の金氏は浙江紹興府山陰県にあった。金鎮の曾祖父の杰の代から京師に移り、鎮は明末
崇禎 15 年（1642）に挙人となり、清朝の河南省陝州閺郷県知県等を経て、順治 15 年（1658）
（1）
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清初順治・康煕至雍正元年（1644～1723）河南省略図

９月、汝寧知府―汝寧府知事として着任し、康煕 12 年（1673）まで 15 年間の長期にわたって
、金鎮は、先述のように、知府とし
在職した2）。着任の後、足掛け４年目の順治 18 年（1661）
て直面していた 10 件の行政案件を「条議汝南利弊十事」として、河南布政使―「藩司」を含
む上司―「憲台」に提示した3）。本稿の目次に、筆者が各おの四つの漢字を配して集約した 10
句がそれに当る。ローマ数字を付した序列は金鎮がこの 10 の案件に付したものである。本稿
でいう清初とは、ほぼ金鎮の汝寧知府在任の 17 世紀半ば過ぎの十数年間に限定されている。
順治年間から康煕年間を経て雍正元年に至るまで 78 年余の汝寧府は、ほぼ現在の同省南東
部の駐馬店市域及びその南方の信陽市域に展開する、当時の ２州・12 県を包括していた。す
なわち、現在の駐馬店市域には、府治であった汝陽県（現汝南県）、上蔡県、新蔡県、遂平県、
西平県、確山県及び真陽県（現正陽県）という当時の７県、これに現泌陽県・平輿県が加わっ
ている。また、現在の信陽市域には、信陽州、息県、羅山県、光州、光山県、固始県及び商城
県の２州５県、これに現新県が加わっている。本稿の対象とするのは、この時期の汝寧府で
、光州が直隷州に昇格し
ある。上の河南省略図を参照されたい。ちなみに、雍正２年（1724）
て汝寧府から離れ、光山県、固始県、息県、商城県の４県を統括することになった4）。
さて、清初の汝寧府、現在の駐馬店市域及び信陽市域は、秦嶺淮河線、すなわち、ロシング
バックのいう「小麦地帯」と「水稲地帯」
、それぞれにおける「冬麦高梁区」と「揚子江水稲
小麦区」を大きく東西に仕切る線を挟んで、南北に展開している。いずれも 1990 年代に出さ
（2）
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れた新編地方志のうち、最北の『西平県志』
、中間の『正陽県志』〈旧真陽県〉、最南の『光山
県志』によれば、汝寧府域自体が、小麦と米との境界線上にあり、小麦中心の畑作農業地帯及
び米中心の水田農業地帯、更にその中間の畑作・水田地帯を内包しているのである。汝寧府
は、農業生産上の南北境界のみならず、後述の第四章で述べるように、社会秩序上の南北境界
とも重なる微妙な位置にあった4）。
金鎮が提示した 10 項目からなる行政案件「汝南利弊十事」を最初に収録するのは、康煕元
年（1662）９月刊、金鎮纂修の『汝寧府志』である。すなわち、巻首に全 15 篇からなる序、16
葉の境図、５葉の修志姓氏、２葉の目録、８葉の凡例をともなった、全 16 巻からなり、一言
で表現すれば、纂修を担った知府金鎮の考え方が濃厚に反映されている。北京市の国家図書
館、天津市の天津市人民図書館に完本があり、筆者は、中国社会科学院歴史研究所にある国家
図書館の縮微膠片本の電送を受けて利用している。内容にうかがわれる金鎮とこの康煕元年刊
本との関わりについて、本章の以下の部分に必要最低限なことを記す。
金鎮は知府の立場で『汝寧府志』刊行の責任を担うのみではなく、実質的に編纂に関与する
編集者であり、同時に執筆にも関与していた。全 16 巻の各巻の第一葉の第一行には、必ず、
「山陰金鎮纂修」という六字が記され、また、多くの場合、各巻の冒頭に、そうでなければ冒
頭近くに、
「鎮按」―「鎮按ずるに」として自らの趣旨説明が入っている。また、先に言及する

10 件の汝寧府が直面する行政案件は、項目別提言という意味の「条議」を付し、「条議汝南利
弊十事」として合計 12 葉、各葉 36 行、全 432 行、合計７千数百字の長文にまとめられ、巻十
五・芸文下・文類・国朝に、彼の政策を論じた他の ７篇の文章とともに収載されている。金
鎮は、順治 15 年（1658）の知府着任の４年後、康煕元年（1662）に、足掛け４年間の自己の
知府としての活動の所産である政策を、こうした形で河南省の上層部に提言し、汝寧府官僚の
要人及び士人層に表明したのである。
康煕元年本『汝寧府志』第十六巻の末尾に付された、帰徳府（明清時代の河南省東部の府
名）儒学教授・郡人羊琦による「汝寧府志跋」に、「皇上龍飛元年，歳壬寅にあり，秋九月，
太守金公の郡志成る。
」に始まり、文中に「汝を治むること五載、三年にして政成り、二年に
して書成る」の句があることは、
「条議汝南利弊十事」の執筆と『汝寧府志』の刊行が、金鎮
の汝寧府政に対する明確な方針とその実現への強い意志に沿っている証左である。しかしなが
ら、このことは、着任後足掛け４年目、実質３年間の汝寧府政が直面する現実の課題をほぼ
解決し得たことを意味するものではない。むしろその逆で、金鎮の目前には数多い、大きな困
難が横たわっていたのである。そのことを端的に示すのが、全本の巻頭に配置された合計 15
篇の序文のうち、その第３番目に位置し、また唯一、今日の所謂明朝体ではなく、草書体で
記された 12 葉の彼自身の執筆になる序であり、その後半の核心部分をなす次の一節である。
顧明季寇訌中州，所在屠掠，此地経寇氛蹂躙，二十余年，被禍尤烈。人民半死鋒鏑，村落
（3）
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尽為丘墟，比年以来，招徠綏輯，哀鴻甫帰，廃廛稍葺。乃鎮重有慨者。水旱洊臻，寇盗竊
発、田疇未闢，賦税多逋。兼之河夫之重累，鹺引之壅閼，康済無方，生計日蹙，而遽思政成
俗美，登於上理，譬猶搏沙涎埴以成器，不可得已。雖然，事久則変，屯極必亨，転旋気運，
端在乎人。此正治術更新之時，賢才蔚起之会，豈遂古今人之不相及也哉。
顧みるに明末反乱集団の中原地区への侵攻により、至るところが屠殺略奪され、当地は賊
の気配が漂い、蹂躙されること二十余年、惨禍は非常に激しく、人民は半ば戦闘に死し、
村々は尽く荒れ果てた。近年来、招きよせた人々は安らかに集い、流浪の民は漸く立ち戻
り、廃屋にもしだいに屋根が葺かれた。しかしながら、私金鎮はなおも感慨を禁じ得ない。
水旱害がしきりに起こり、盗みが絶えず、田畑はまだ回復せず。賦税は滞納が多く、あわせ
て遠く北方の黄河堤防の修理に派遣される人夫の徴発があり、専売の塩税の重い割当てがあ
り、健やかな暮らしを支える方途はなく、日々の生計は成り立たない。こんなところでにわ
かに行政が整い人びとの気風が美しくなり、模範的な水準に達しようとしても、砂をかき集
めこねまわして立派な陶器を焼き上げようとするようなもので、何も生まれない。しかしな
がら、ものごとは時が経てば変わり、行きづまれば必ず通じる。気運を転回するきっかけは
人にあるのだ。これは正に政治を更新する時でもあり、賢才が盛んに起こる機会でもある。
どうして古えは今の人の及び得ないものであろうか。
「此の地」は中原に属するが故に、明末 20 年余の間に深刻な打撃を受け、清朝治下になって
立ち直りかけたとはいえ、なおも幾多の困難に直面しており、人間の力によって解決しなけれ
ばならない。復興のための改革を期す金鎮の強い意欲は、自らのしたためた「序」のこの箇所
に端的に示されている。金鎮の提示した「条議汝南利弊十事」の対象とする 10 項目の行政案
件の幾つかは、
「序」のこの箇所にも言及されているが、以下では、そのすべてを目次の第一
章〜第四章に示した四つの層次に整理して分析し、清初、中原―河南省の南端に位置する汝寧
府再建の行政課題の設定のあり方を明らかにし、金鎮の指導の特徴がどこにあるかを把握した
い。

第一章

人口激減・土地荒廃の回復──Ⅱ「壮丁開墾」・Ⅳ「厳査藩荘」

「序」で「人民半ば鋒鏑に死し、村落尽く丘墟と為る」とする金鎮の慨嘆のうち、背景とし
ての人口は、康煕『汝寧府志』巻五・食貨上二・戸口による附表（一）（次頁）に明らかであ
「原額人丁」、
「逃亡人丁」、
「見在活丁」、及び「逃
る。府全体と所属の２州・12 県との人口は、
亡人丁」の「原額人丁」に対する百分比が示す。
附表（一）に集約されるように、康煕元年（1662）『汝寧府志』の記録する２州・12 県から
「原額人丁」34 万 4852 丁の 74.16％を占め、実に４
なる汝寧府の「逃亡人丁」25 万 5759 丁は、
（4）
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「逃亡人丁」の内分けに

附表（一） 康煕『汝寧府志』巻五食貨・戸口

ついての説明はない。しかしながら、それ
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原額人丁 逃亡人丁 見在活丁 逃亡対原額
（丁）
（丁）
（丁） の比率（％）
汝寧府

344,852

255,759

89,093

74.16％

汝陽県

6,175

1,079

5,096

17.47％

上蔡県

26,209

14,236

11,973

45.68％

新蔡県

7,397

4,512

2,885

39.00％

西平県

14,622

1,659

12,963

88.65％

たものである。実に激しい人口減少であ

遂平県

33,567

23,912

6,655

19.83％

る。

確山県

17,980

15,897

2,083

11.59%

真陽県

16,286

10,024

6,292

38.45％

7,195

4,176

3,019

41.96％

光山県

52,736

39,253

13,483

25.57％

固始県

58,556

50,314

8,242

14.24％

息県

21,357

18,354

3,003

14.06％

商城県

59,663

54,445

5,218

8.75％

信陽州

13,581

9,236

4,345

32.00％

羅山県

9,528

5,662

3,866

40.58％

る こ と を 考 え れ ば、 明 ら か に 康 煕 元 年
（1662）まで記録が保存されていた明代の
近い過去の人口―「原額人丁」中、明末の
争乱時に失われて、
「逃亡」と名付けられ

河南大学の牛建強は、2012 年に、日本、
中国及び台湾の研究者の共著として刊行さ
れた吉尾寛編『民衆反乱と中華世界─新し
い中国史像の構築に向けて』
（汲古書院、

2012 年）の所載論文「明末流賊の掠奪と
河南地方の社会発展の阻害」の本論 (4)「崇
禎六年末の流賊の南渡後から崇禎十三年に

光州

至る間の河南諸府における掠奪」で、順治

17 年（1690）刊『汝陽県志』を使用しながら、崇禎６年 11 月末、流賊が黄河を渡り、翌７年
（1634）から 11 年（1638）にかけ、老回回、孫昻、可天飛、張献忠、李自成らの各集団が、汝
寧府を攻撃する過程を記述する。府治が置かれた汝陽県城の東西南北各門では、知県ら地方官
が家居の郷紳・挙人・監生・生員らの士人層及び団練の千総ら軍士と密接に協力・分担して守
備を固め、当初は、城内は治安が維持されたが、城外農村部は大きな被害を受けた。崇禎７
年（1634）には、
「此時、府治は恙が無しと雖然（いえど）も、但だ鎮店は卻（かえ）りて洗
劫に遭えり」と記される。引用された当地の郷紳傅振商の「残破せし情形の目撃」によれば、
「賊数四蹂躙、村は燼（も）え、田は蕪（あ）る。民の刃（きず）つく者什の四、疫（や）む
者什の三、徙（うつ）る者什の二、甚だしくは賊に趨（はし）りて兵に充たり、頭面改換せし
もの又什の半ばに居る」などとされる。七月、張献忠は城南六十里の馬郷に至り、「村店を焼
毀し、男婦を擄殺せしこと算無し」
。闖塌天は城東九十里の寒凍店に駐紮し、「焚殺惨甚だし」。
十月、「老回回、掃地王、聞人訓は合営し、扈家店に駐紮す。其の塘馬哨卒、城東五十里の射
橋、万金店、蕭朱湖一帯を搶掠すること十昼夜、村野悉く空なり」とされる。
「崇禎 ８ 年
、正月初四日の辰の刻、流賊闖塌天は、混十萬、姜兼の塘馬と合し、汝寧府城外に抵
（1635）
達せり」
。その後、遂に城内も惨禍を被り、
「房屋萬余架を焼き、火は半月も尚燃え延べり。南
北大商、劫殺されて殆ど尽き、男女傷つけらるること萬を以て計る。西教場から南関に至り、
後、東関にいたるまで、商業最も繁華なりし東関の市肆は焚劫さるること一空」。当時、「千金
（5）
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（斤）劉は廟児湾を掠し、李自成は火焼店を掠し、一斗谷、鄭曰仁は馬郷を掠す」となる。
牛論文の (5)「崇禎十三年末から崇禎十六年に至る李自成の河南五府攻略」では、その数年
後、崇禎 15 年（1642）９月、李自成は河南の要衝開封城を陥落させた後、南へと展開した。汝
寧府の置かれた汝陽県城は、すでに述べたように、打撃を受けてはいたが、なおも重要な戦略
チン

「闖賊」
（
「闖」は李自成の称号）は汝陽県城
的位置をもつ城池の一つであった。閏 11 月 12 日、
を包囲した。13 日、四方から攻撃し、14 日昼、西・北門から攻撃した。官兵は倶（み）な死
んだ。「闖賊は城内に入ると……生きている人々を屠殺し、天地を破壊し、家々を焼き払い、
屍が野を覆った。難民には、紙を着る者、皮をかぶる者、草で身を覆う者」など、「その残酷
な様子は見るに忍びなかった」
。
このような明末の流賊の汝寧府への侵攻の中で、同府では、先に見たように、合計４分の

３の人口が失われたが、その結果は、繰り返すように、農耕地の激減であった。「条議汝南利
弊十事」の「第二事」
「壮丁開墾」の７行目は、
査，所属州県民間無主荒地，六万七百一十八頃零，旧軍屯地八千九百四十五頃一十一畝零。
と記している。民間の持ち主の無い荒地が ６万 744 頃 18 畝余、旧来軍戸が耕作していた屯田
が 8945 頃 11 畝余である、というのである。他方、康煕『汝寧府志』巻五・食貨・田賦の冒頭
には、
「明

万暦三十六年編定」として、
「汝寧府 原額地

一十三万二千一百三十六頃五十四

畝（以下略）」とある。これは、中国に存在せず、日本の宮内庁図書寮にのみ完本のある万歴
三十六年序刊、李本固撰『汝南志』第四巻食貨志・田賦所載の、汝寧府の汝陽県等の 12 県と
光州及び信陽州の２州の「地」の総和 13 万 2136 頃 54 畝と完全に一致する。この「原額地」は
明代万暦 36 年（1608）序刊の『汝南志』を継承した額であった。すなわち、上の康煕『汝寧
府志』の「明

万暦三十六年編定」の「汝寧府 原額地」の記録は、万暦の府志そのままの記

録なのである。しかしながら、康煕『汝寧府志』巻五・食貨は、続いて「国朝」、すなわち清
代の改訂をふまえた記録を載せる。そこには、明末の反乱により、余儀なくされた財政対象の
変容──大幅な削減の結果が記されている。康煕『汝寧府志』田賦の「国朝」―清代の記録を
見よう。
国朝

汝寧府

原額地一十二万九千五百九十頃八十二畝（中略）
明代万暦三十六年の原額地面積の額をほぼ継承した清朝発足時点の帳簿上の原
額地面積

実在原額地九万五千一十三頃九十一畝（中略）
上蔡・息の二県で１畝当たりの面積調整を行った結果を組込んだ原額地面積
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見今荒蕪地七万六百六十九頃一十六畝（中略）
現在の荒蕪地面積

成熟地二万四千三百四十四頃七十五畝（中略）
荒蕪地を除き実際に清初の田賦徴収可能な対象としての成熟地面積

田賦徴収面積たる成熟地 ２ 万 4344 頃 75 畝は、実在原額地 ９ 万 5013 頃 91 畝から実にその

74.40％に当たる荒蕪地７万 669 頃 11 畝を差し引いた額である。すなわち、22.6％にしか過ぎ
ない。この「荒蕪」地の面積 ７ 万頃余と金鎮の「第二事」で記す「所属州県民間無主荒地」

６万頃余との差異がなぜ生じたかを、今明らかにする条件はないが、「荒蕪地」或いは「民間
無主荒地」と称される土地が莫大な面積を占めることは確かである。
いずれも耕作者を欠いた「条議汝南利弊十事」における「所属州県民間無主荒地」
、或いは
康煕『府志』の「見今荒蕪地」及び「旧軍屯田地」を、どのようにして農業生産の対象とする
か。これこそ金鎮の直面する大きな課題であった。金鎮は、土地の荒廃を回復するための方途
を検討するに際し、耕作する労働力の確保のみでなく、あわせて地域を防衛するための武装力
の整備にも留意しながら開墾の準備をする必要性を、
「条議汝南利弊十事」の「第二事」の冒
頭から 17 字目で、以下のように強調する。
蓋古者寓兵於農，伍両卒旅，即蔵於比閭族党。兵民原自不分，法甚善也。汝郡南控荊襄，
東連廬鳳。壌地遼闊，伏莽堪虞。村落零星，石田未闢，則謀所以未雨綢繆，乗時開墾，豈非
今日之急務乎？
、
古代の制度では兵士を農民に兼ねさせていた。 ５ 人の「伍」を基礎に、25 人の「両」

100 人の「卒」、500 人の「旅」に至る軍隊の編成は、とりもなおさず、５人の「比」、25 人
、500 人の「党」という〔周代の〕村里の編成を基盤としており、
の「閭」
、100 人の「族」
「兵」と「民」
軍隊の編成単位が地方の戸籍編成の基礎組織の編成單位に内包されている5）。
とは本来不可分で、とても良い制度なのである。汝寧府はその南に荊襄―湖北があり、東は
廬鳳―安徽と連なっており、所管地域は非常に広大で、潜伏している盗賊の警戒が必要であ
り、村落は散らばっていて荒れた土地は開墾が必要である。事前に十分な準備をし、機会を
とらえて開墾を企画することは現在の急務ではないのか。
金鎮は、上述のように、莫大な「民間無主荒地」と「旧軍屯地」とをあわせ、「屯田制度」
を導入し、例えば、大県の場合には、200 名の人数を、汝寧府各州県ごとに配置し、各州県を
一方で分担防衛しつつ、他方で農耕作業を実施することは、不可能ではないと考える。そこ
で、各州県ごとに、
「游手好閑の衆」を含む農民の「壮丁」化を図り、人口の減少を食い止め、
この「壮丁」に防衛を兼ねて、
「久荒未墾之田」の開墾を担わせることを、この「第二事」の
（7）
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核心部分で次の原文のように提案する。
職愚議於屯田之法，稍為通変，就各州県在冊無主荒田，無論土著流移，招令開墾，名為荘
丁，大県一百名，中県八十名，小県六十名。毎名領田一百畝，官給印票，概免襍差，寛其起
科歳月，定以十年為期。其有無力開墾者，借給牛種，秋成償還。計一歳租課所入，聽其自置
弓刀器械。力田之余，輒共講武。更選其中武健者，立為什長・伍長，而総統於捕官。毎月按
期齊集県城，教以進退之節、撃刺之方。無事則散居各里，互相聯絡。有事則一呼而至，可壮
声援。迨至地方安堵，寇盗消弭。既以開墾之田，還官入冊，照則輸糧，仍免其雑差三年，以
示優恤。是久荒未墾之田，変為成熟，游手好閑之衆，尽成壮丁。不藉司農持籌而兵食咸足，
無煩官兵騒動而戦守有余矣。
金鎮は、ここで人口の減少を食い止め荒蕪地を回復すると同時に、地域防衛体制の整備をも
構想し、農民自らが「弓刀器械」を装備することをもあわせて提案したのである。明代最末期
において、江南松江府の陳子龍がその経世論の中で、北方における農民武装の伝統に言及して
いたことを想起させる6）。
「条議汝南利弊害十事」の「厳査藩壮」
、すなわち「第四事」は、清代に廃止された藩王―明
代皇帝の諸王の資産の調査であり、人口の激減と荒廃地増加からの回復という課題の解決に関
わる。その冒頭は、次のように始まる。
第四事。竊照，廃藩崇府並福・瑞・周三府，内郡外郡・欽賜自置等田及房屋・山場・園湖
等項，自経流寇蹂躙，案巻煨燼，原無存留底冊，即大部亦無前朝給賜数目。
すなわち、清朝支配の開始とともに廃止された汝寧府内の旧明朝の崇王、福王、瑞王、周王
などが、かつて明朝から下賜され、府内（
「内郡」）及び府外（「外郡」）に備置していた「田」及
び「房屋・山場・園・湖」などの「廃藩遺産」は、流賊の蹂躙及び資料の焼失により、保存さ
れていた原簿は残っておらず、従って大部分について明朝下賜額の数値も不明となっている。
次に、清朝支配の開始とともに、府内の各州県から報告により、長年の明朝の藩荘担当者た
る「荘頭・校書」の調査した荒廃地・成熟地の数値が挙げられる。汝寧府──すなわち「内
郡」での「藩荘」
、すなわち旧王府の土地は、6147 頃 46 畝余である。他方、汝寧府外──「外
郡」、すなわち、同じ河南省にあり、汝寧府の東北方に位置する柘城県・寧陵県（以上現商丘
市）、鹿邑県・永城県・陳州（現淮陽県）
・商水県・項城（以上現周口市）における「藩荘」
は、2680 頃 900 畝である。両者の合計は 8826 頃 36 畝である。
問題は、河南省の「廃藩遺産」のうち、
「外郡」──汝寧府東北方の帰徳府及び陳州府に属
（8）
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する先述の七州県に置かれていた土地の管理も、「内郡」──汝寧府内の州県の土地の管理と
同様に汝寧府に委ねられていたことにある。康熙『汝寧府志』巻六・食貨下・藩荘外郡藩荘附
に、金鎮の方針として、
凡茲租賦悉帰司農，則夫核荒熟、清欺隠、杜侵漁，必慿図籍志所当詳。
とあるように、汝寧府当局は旧王府の得ていた収益をすべて国の「司農」
、即ち財政を担当す
る戸部の「図籍志」に依拠し、土地が荒廃しているかどうか、税収の隠匿があるかどうかを調
べ、横領を防止ししなければならなかった。また当時、「外郡」で生起していた「豪強が占拠
して耕作し、弊害が重なる」事態を未然に防止、或いは対応しなければならなかった。
以上のように、政策Ⅱ「壮丁開墾」
・政策Ⅳ「厳査藩荘」は、戦争による人口の激減と土地
資源の回復という共通の課題の解決を期すものであるが、この課題は、同時に、流賊の激烈な
侵攻と明朝王府の集中という明代後半期の中原地区、すなわち河南省に固有の歴史的条件の所
産であったことを忘れてはならない。

第二章

省域における交通・情報・専売への対応
──Ⅷ「河夫減免」・Ⅴ「駅馬徴調」・Ⅶ「塩引疏通」

清初の汝寧府は、国家を直接的に支える華北平原の一角に位置する行政体として、多様な広
域業務を負担することを義務付けられていた。
その一つが府内の各州県からはそれぞれに遠距離にある黄河堤岸の維持である。金鎮は、政
策Ⅷ「河夫減免」の冒頭で、まず、黄河堤岸の決壊に備え、河南各府が、黄河により近い州県
からは 15 頃につき １名、100 里以上離れた、より遠隔の州県からは、20 頃につき １名を派遣
することが義務付けられている「河夫」の負担、この方法自体は公正であると述べる。
第八事。竊照，黄河堤岸，衝决靡常，為中州大患。各府派夫，歳為修築，調夫之檄，殆無虚
日。先蒙河臺酌議，計道里之遠近，定地畝之多寡，凡近河州県，議定十五頃一名，遠至百
里，則毎名派加五頃，以為僉派，可謂至公矣。
しかしながら、中原地区全体の南方に位置する汝寧府では、府城自体が黄河を隔たること五
百余里、府南部の商城、固始等の県に至っては、幾んど千有余里、「地土荒瘠にして、流亡未
だ帰らざる」であるのに、府全体で 529 名もの「河夫」派遣が要請されており、これに対応し
なければならないので、
「里民」は農業生産の荒廃を恐れ、
「毎夫」銀５〜６両を出して代替
要員を「雇募」している。
「雇募」された者の逃亡などがあり、「里民」は二重に苦しんでいる
（9）
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と金鎮は指摘する。
「概免河夫」
、すなわち河夫負担の全面的廃止は、府としての定額がある以上不可能である
が、府内の州県にも相異なった情況があり、州県によって「衝僻同じからず」である。
「衝」
とは、「利便性に富み、公的負担の集中度が高い」ことであり、「僻」とは「不便、辺鄙であ
る」ことである。非常に利便性に富み、公的負担の集中度が高い四州県──西平県、遂平県、
確山県、信陽州は、すでに各種の負担で手一杯であり、辺鄙な州県と同じように河夫を割り当
てるのは偏りも甚だしい。
（中略）他方、州県の間には「地畝の大小」がある。すなわち、税
糧・徭役等の公課割当ての際の基準面積としての「一畝の大小」が決められていることであ
る。汝陽県・上蔡県の場合は、河夫などの公課割当ての際には、三畝六分を一畝とするが、西
平県、新蔡県の場合にはこうした換算をしない。従って、汝陽県が 32 名、上蔡県が 41 名であ
るのに対し、西平県 98 名、新蔡県は 49 名にもなる。これら両県は面積自体は少ないのに、河
夫の割当ては多い。しばしばの両県からの要請は切実である。先ごろ西平県の場合には、全額
免除が議論されたが、新蔡県は地域が辺鄙なので、議論すらされていない。新蔡県の河夫の割
当てに際しては、汝陽県、上蔡県のごとく基準面積を三畝六分で一畝と換算していただきた
い。金鎮は、
「河臺」──河南省の黄河問題担当官にこのように要請する。
政策Ⅴ「駅馬徴調」は、国家の公的情報の伝達を担う駅伝制度において、中原地区南端の汝
寧府は、とくに国都と遠く離れた西南辺境との間の軍事情報伝達にとって枢要の位置を占め、
その結果、地域の馬匹と労力との負担が過大になっていることを指摘し、その軽減を要請して
いる。
金鎮は、汝寧府の二つの交通路線を提示する。一つは、西部である。西平県、遂平県、確山
県、信陽州を連ね、北は開封府の郾城県から南は湖北省の応山県（応水市）に至り、南北間の
交通が最も繁劇である。いま一つは交通事情がそれに次ぐ中部である。西平県から東へ上蔡
県、汝陽県、真陽県、息県、光山県と連なり、北は開封府（後陳州府）の商水県から南は湖廣
布政司管轄の湖北の麻城県に至る。金鎮によれば、近年、雲南・貴州に進攻して軍事活動が活
発であり、兵士と馬匹の調達と命令・上奏及び戦勝報告に際し、一度の使者で 40〜50 匹、或
いは 70〜80 匹、多い場合には 100 余匹が必要になる。また、軍糧や銀塊を輸送するためには、
担ぎ上げる人夫が必要だが、ややもすれば 400〜500 名になる。使者はひきも切らず、支出も
莫大であり、各州県は大変苦しんでおり、叫び声が絶えない。
すでに各上司の方々の洞察を得、駅站の経費をご増加いただいているが、汝寧府の首邑であ
る汝陽県と東南の息県とにはさまれた真陽県は、汝陽、上蔡、光山、息の諸県と同じく、繁劇
の度合いが、第二ランクとされているため、まだ、馬匹銀の増額が認められていないので、き
わめて小さいこの県は決して持ちこたえることはできない。金鎮は、一年分の徴発に対応する
手段が全くない同県の苦境を縷々説明し、駅馬の増加と銀両の増給を懇願する。
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金鎮は、最後に、すでに倒壊した南接の湖北省麻城県太平駅と境を接する光山県長潭駅の存
続のためにも、湖北・湖南を統括する湖廣布政司当局に連絡し、麻城県太平駅の修復を強く要
請する。
政策Ⅶ「塩引疏銷」で訴えるのは、専売製品である塩の販売許可証として塩商人に付与され
る「塩引」の指定販売地域設定の不合理である。金鎮は最初の部分で要旨を次のように語り出
す。
汝寧府属の州・県当局は、清初に大幅に減少した人口規模からすればきわめて過大な「塩
引」の消化を清朝から義務付けられていた。明末の塩引割当額 67,200 引は、人丁 344,852 丁に
対応する額であったが、現在の―清初の人丁はわずか 87,100 丁であるのに、塩引額は不変で
ある。筆者の計算では、人丁 １ 丁あたりの塩引額は、明末の 1：0.194 から、現在の 1：0.771
へと、3.97 倍、約４倍になっている。しかも、光州、羅山県、固始県、息県などの淮河に近い
州県は、消化が容易であるのに反し、その他の州県では、舟運がなく、塩引の消化は非常に困
難である。商人は地域を選んで塩引を売りさばくことを当局に要求し、他方で塩の値段を高く
して人びとに売りつけようとする。地域が辺鄙であればあるほど商人は来ようとせず、塩は少
なくなる。価格は二、三倍も高くなり、人民は殆ど命を保ち得ない。人丁の逃亡は数倍、土地
（
「田畝」
）の大半は荒れ果てているのに、塩引の値段だけが下がらない、という状況である。
関連する状況は、
『汝寧府志』
（康熙元年）巻十五・芸文下・分類・国朝所載の「李及秀酌議
塩引疏」の次の一節からも看取される。なお、人丁についての数値は、先引の同府志・巻五・
食貨上二・戸口のそれとは約２万丁の差異がある。
汝寧府の現存人口 67,405 丁に対して購買を割当てられている塩引は、67,200 引で、ほぼ、
年間１丁が食塩１引を引き受け、食塩 300 斤を消費し、10 余両を支出することになる。金鎮が
指摘したところの汝寧府が淮安塩の購入を義務付けられていることから発生する事態を、李及
秀は、府全体の量的側面から明快に記述している。なお、李及秀の “年間 １ 丁が食塩 １ 引
──塩の販売許可証１引” という対比は “年間１丁が食塩 0.771 引” とする金鎮の場合よりも、
やや多目に計算されている。
さて、この引用部分の最後で、李及秀は、
「此雖参一官而安不能完」──官一人を処分して
もどうして完売し得ようか──として、塩引が捌けなかった際の担当官の処罰に触れている。
そのことは、前引の金鎮の文章にも「因而以罷職降調者比比」とあり、担当官の免職・降級の
夥しさを示している。実は、担当官はこの処罰・処分を免れるため、塩引の購買を郷村の人民
に転化していたのであり、金鎮は、この状況こそが違法な私塩の売買を促進することを、指摘
し、本政策の結びに至っている。しかしながら、金鎮は遂に取締りの強化以外の抜本的な解決
案を提案することはできなかった。
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政策Ⅷ「河夫減免」
、政策Ⅴ「駅馬徴調」
、政策Ⅶ「塩引疏銷」に共通するのは、河夫、駅馬
及び塩引が、中原地区の南端、すなわち、河南省南部に位置する汝寧府各州県の負担する国家
レベルの公共的業務である点である。金鎮ら汝寧府行政当局は、明清王朝国家における中原の
南端に位置する同府各州県にとって回避できないこれらの負担を遂行し、他方で住民の生命・
生活を維持するという二つの課題と取り組まねばならなかったのである。

第三章

府域における徴税・治安維持体制の確立──Ⅰ「自封投櫃」、Ⅵ「兵丁配備」

筆者が、政策Ⅰ「自封投櫃」と名付けた課題を提起する文章は「徴収銭糧」の四字から起筆
されている。「銭糧」の円滑な徴収は、王朝国家の地方官たる知府、知州、知県にとっては、
刑名銭穀と称される二大業務の一つであり、金鎮の「条議汝南利弊十事」の冒頭に置かれるの
は当然である。従来の日本における明清時代の賦役改革の研究によれば、
「自封投櫃」は、16
世紀後半、明朝が一条鞭法を実施するに伴って導入された7）。華北の諸省では、それまで税糧
徴収の任務を担っていた「大戸」が廃止され、個々の納糧（納税）戸が地方官庁の設置した
「櫃」に銀納化された税糧──すなわち「糧銀」を自ら直接投入する納付方式が採用されたの
である。しかしながら、
「自封投櫃」の全国的普及は清代康煕初年を待たねばならなかった。
、江南松江府婁県知県李復興の均
すなわち、
「自封投櫃」の本格的開始は、康熙５年（1666）
田均役法の実施に始まるとされてきた。ただ、ここ、華北の南方に属する汝寧府では、江南の
李復興に先立って金鎮がその実施に関心を注いでいたのである。なお「条議汝南利弊十事」の
第一事に当たる「自封投櫃」を論じたこの案件だけには、他の第二事〜第十事のように、「第
一事」という書き出しの三つの文字がない。
金鎮は、
「条議汝南利弊十事」では、
「自封投櫃」の前提となる里甲制の弊害から指摘する。
弊害の第一は、十甲からなる各里に徴収責任者として「戸頭」が設置されていることであ
る。「戸頭」の逃亡を慮り、州県から下役を派遣して「戸頭」の代行者を決めておき、徴収の
責任を負わせる。
「戸頭」１名につき、代行者は３〜４両、県全体で１、２千両の経費がかか
る。その上で、甲内に荒廃した土地があり、所有者が死んだり、悪質で納税に抵抗すると、州
県当局は戸頭を追徴し、戸頭は人身に打撃を与えられたり、なすすべのない場合妻子を売却し
て代納を求められる。
第二は、徴収実務の開始に際して、州県から各里に「押差」「押皂」を派遣し、酒食や付け
届けを強要することである。各里で「押差」１〜２名、１州県全体で「押差」数十名となるか
ら、数百両が出ていく。
第三は、「押差」は各里が県治・州治から遠距離にあることにつけこみ、納税者に金銭を拠
出させ、
「代納」と称して納税を「包攬」し（請け負い）、金銭を自己の懐に入れる。この形態
の「押差」の弊害を防止しなければならない。
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金鎮は、これらの弊害を防止するための方法として、近年、新蔡県、羅山県で実施されてい
る方法を、以下のように提示する。すなわち、従来の里甲に依拠せず、各村鎮ごとに課税対象
としての土地を持つ「有糧人戸」の帳簿を作成し、その中の、素行が良く「服衆」能力をもつ
者を「保長」とし、
「保長」に当該の「保」の納付すべき「糧銀」を督促し、各戸に「小票」
を支給し、納付期限を告知させる。各戸の納付する「糧銀」は、本人に「自封投櫃」──自分
自身で納入させる。
「保長」にはその「保甲」内での実務に携わらないようにさせるのである。
金鎮は、結びの部分で、明代以来の里甲制実施の担当者となっている「里書」による「銭
糧」の徴収及び「雑項差徭」──つまりすべての労役を廃止し、ただ「派銀造冊」──糧銀の
割当てとそれに伴う帳簿作成のみを課することを強く要請した。とりわけ、里書の労役の核心
部分をなしている「起解銭糧」
、すなわち、
「銭糧」を徴収し、州県の官衙に輸送し、その「櫃」
に納入するまでの徭役労働を完全に除去し、名実ともに「官収官解」を推進することを提案し
たのである。
金鎮にとっては、
「自封投櫃」は「官収官解」の盾の半面を構成し、今後展開されるべき
「銭糧徴収」体制の基本理念を示すものであり、ゆるがせにできない側面であった。清代にお
ける「自封投櫃」の本格的実施は、山本英史によって集大成された日本の研究史においては、
、江南松江府婁県知県李復興の均田均役法に始まるものとさ
上述のように、康煕五年（1666）
、華北、河南省汝寧県でその本格
れているが、金鎮はそれに先立つ４年前、康煕元年（1662）
的実施を提案したのである。
政策Ⅵ「兵丁配備」では、府治、すなわち汝寧府城の軍営における常備軍としての官兵配備
の強化と、府内の各州県への「馬快」
（後述）の配備を提案する。
汝寧府城の軍営の官兵については、清朝統治開始の際、同じく河南省に属し、汝寧府の西方
に位置する南陽府の「総鎮」の分営として「防汝営」が置かれ、官兵一千名が配備されてい
た8）。明末の戦火を経、地域は荒廃し、また、汝寧府東南一帯に展開する商城、固始、新蔡、
息、光山、羅山の諸県では、
「呉楚」
（現在の江蘇・湖北両省──実際には安徽・湖北両省）と
境界が交錯し、犯罪が発生しやすく、府城の軍団によって鎮圧することが、
「防汝営」設置の
狙いであった。
しかしながら、次のように、汝寧府城に駐屯する官兵は、現実には、ごく僅かであった。逃
亡によって除籍された兵丁 57 名、襄陽（現在の湖北省）へ派遣された兵丁 390 名、南陽府の本
営に引き上げられた兵丁 81 名、秋季の防水の為に固始県に派遣された馬兵 20 名、商城県に派
遣された馬兵 20 名、新蔡県に派遣された歩兵 40 名、光山県へ派遣された歩兵 40 名、光山県、
固始県、息県、商城県を「巡防」し、情報伝達に従事する兵丁 72 名、上蔡県・西平県・確山
県等に地域防衛のため配備される兵丁 98 名、以上の合計 818 名であり、汝寧府城の分防汝寧営
に駐屯する者は、当初に配備された 1000 名から 818 名を差し引くと 182 名となり、官兵の弱体
（13）
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化はその極に達していた。
金鎮は、こうした府城駐在官兵の弱体化を踏まえ、近年の府内各州県の盗賊発生に対応し
9）
を、州県の規模に応じて配置し
て、「馬快」（犯罪者の探索・逮捕に当たる武装した準兵丁）

ている。大県からは 24 名、中県からは 20 名、小県からは 16 名であり、各州県の四方を巡察し、
盗賊逮捕に備えている。
金鎮は、更に、赴任の年である順治 15 年（1661）における鄭成功の長江遡上の動きにも言
及しながら、汝寧府の兵制の不備を改めて指摘して以下のように結ぶ。
最近昨年江南への鄭成功軍の侵攻はここかしこで人びとを驚かせているが、この寥寥たる数
百名の軍士と貧弱な武器によって、防御体制を施いても戦い得るだろうか。そもそも堅固な城
壁と高い土塁だけで守り得るであろうか（中略）総括するに、兵数は乏しく、軍備は不十分な
ので、もし奸人が隙を見て侵入すれば、実に地方の大きな憂慮である。深く先々まで検討して
おかねばならない。
政策Ⅰ「自封投櫃」
、政策Ⅵ「営兵配備」は、以上のように、清初の汝寧府地域レベルにお
ける財政確立と治安維持における課題を赤裸々に摘出している。

第四章

汝寧府における文化上・社会上・生産上の重要課題への取組み
──Ⅲ「書院再興」、Ⅸ「虐僕禁止」、Ⅹ「水利建設」

金鎮の十カ条にわたる政策の中におけるここに挙げた三者、すなわち、書院再興、虐僕禁止
及び水利建設は、この地域が現実に直面する最も切実な文化上・社会上・生産上の課題を、長
期的展望に立ち、汝寧府再建を期して根本的に解決することを目指す積極的内容を包含してい
る。彼がこの政策を提起したのが順治 18 年（1661）、彼が離任する康煕 12 年（1673）までの
在任期間は 12 年にわたるが、ここで「長期的」とはもとよりその在任期間を指すのではなく、
文字通り、長期間の将来を見通しての展望の意である。
政策Ⅲ「書院再興」は、明、嘉靖 13 年（1534）、府城に創建された「天中書院」を改めて再
建し、地域の知的道徳的レベルの指導層である士人の人間としての在り方を高めようとするも
のである。原文の冒頭は以下の如くである。
第三事。竊照，汝南世族名賢，歴代以来，彪炳史冊。国家定鼎十有七年，士大夫起家科
名，致身通顕，後先輝映，不譲前代，洵才俊之区也。但観近日士風，下帷攻苦，名義自矜者
固多。而学業怠荒，廉隅罔顧者，亦自不少。如某某輩，或以隠地抗糧，或以謀産搆怨，或以
呼盧醵銭、甚或凌虐郷閭，把持官府，有司之門簿，既徒有其名，教官之月課，復不循其実，
放恣成風，不知所底矣。
（14）
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ここで金鎮が述べている要旨は、およそ以下のようである。清朝支配の開始以来、汝寧府の
士人は科挙を通じて輝かしい成績を挙げている。しかし、最近の士大夫─士人の生き方を見る
と、不断に苦難と戦って学習し、名実ともに矜持をいだく者も多いが、他方で学業を怠り、節
操を顧みない者も少なくない。或る者は土地を隠匿して租税の納入に抵抗し、或る者は財産集
積を図って恨みを買い、或る者は賭博に興じて金銭を得、甚だしい場合には、郷里の人びとを
虐げ、役所で幅を利かすなどしており、官府の名簿にその名が登録されていても、教官の課題
をないがしろにし、勝手気ままにふるまうことが風潮となっていて、止まるところを知らな
い。士風への金鎮のこうした批判は、当時の汝寧府社会の現実を率直に反映していると思われ
る。
金鎮は、そこで、過去の記録に基づいて、12 行余を割き、汝寧府城の洪北門外にかつて天
中書院があり、「故明」の嘉靖 13 年、知府廖自顕が創建、嘉靖 41 年に知府徐中行が増築、万暦

12 年に、負郭の汝陽知県岳和声が増築、天啓七年に巡按丘兆麟が補修したこと、学田 １頃 20
畝が汝陽県馬郷店にあり、汝陽知県岳和声、王万祚によって更に４頃 83 畝が置かれたことを
記す。だが明末の戦乱の中で書院は廃墟となり、学田には草が茂るのが、金鎮の直面した現状
であった。
それ故、金鎮は汝寧府の「軍補同知」のポストを上司の許可の下に削除し10）、その広壮な
「公署宅舎」を天中書院とし、
「毎月、諸生を大いに集め、其の中において講課」し、また自か
らの「俸銀」を割いて民田２頃を学田とした。
康煕『汝寧府志』巻四・典礼三は、
「学校・壇壝・書院」からなる。府及び管轄下の各州県
の「学校」には、
「儒学」
・
「文廟」が、また、
「壇壝」には「社稷壇」・「城隍廟」が置かれるこ
とを記す。「書院」の項には、その汝寧府の条に、天中書院が置かれ、各州県に、例えば上蔡
県には上蔡書院及び社学が置かれていることを記す。また、康煕『汝寧府志』巻十五・芸文に
は、金鎮執筆の「重立天中書院記」があり、54 行にわたる長文で、天中書院の理念が展開さ
れている。そこには、
「宋世の諸大儒」が「道学を以て天下の倡と為した。」（儒学に哲学的思
索を加えて天下の導きと為した）宋から明に至るまで連綿と受け継がれてきたこの伝統を、自
分は踏まえ、「斯の邦の人士と与に、義理の精微を研窮し、古今の同異を参考し、心を杪忽に
原ね、体を分寸に較べ（心身を細部に至るまで追求・鍛錬し）、積累涵養し、学んで真儒と為
ることを願う。僅かに其の辞を善くするのみに非ざるなり。」と、天中書院に託す彼の理念の
核心を記す。
康煕『汝寧府志』巻十五「金鎮条議汝南利弊十事」の「第三事」、本稿でⅢ「書院再興」と
した、天中書院の設置に対する上司の許可を申請する最後の一節の結句は、「庶教養少有所資，
士風亦可漸正矣」となっている。深い教育への貢献と士人の気風の是正を期している。注目す
べきは、この河南省当局への提案の文章には、ここ、最後の一節に「士風」の語があることで
ある。この語は、先述の康煕『汝寧府志』巻十五芸文の、同じく金鎮執筆の「重立天中書院
（15）
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記」には、全くない。実際に河南省当局に提示する政策として記した文章の結尾に「士風」の
語があることは、金鎮の現実的課題を直接的に提起した問題意識の中で、この天中書院の設置
が、いかに強く士人の気風の改革を焦点にしていたかを物語る。士人の知的道徳的役割の重要
性が金鎮にとっていかに決定的であったかが、ここに示されている。
「豫
なお、
「天中」という名称の由来と思われる「天中山」は、汝寧府城北方 ３里にあり、
州」
（河南省）が天地の中心にあり、汝南地方がその「豫州」の中心にあることから名づけら
れている11）。
政策Ⅸ「虐僕禁止」は、
「条議汝南利弊十事」の第九番目に置かれた政策提言であり、「奴
変」の再発防止を企図したものである。ここでは、金鎮は、順治 15 年、知府としての着任直
後、光山県で発生し、商城、固始などの県にも拡大した奴変を、たまたま自ら課税のための土
地測量に赴いていた光山県で鎮圧した後、奴変の原因をきわめて分析的に究明し、提示してい
る。
金鎮はまず、奴変の発生と自分自身による現地での鎮圧について述べた後、叛逆には理由が
あり、双葉のうちに摘み取ることが大切である。前の事件に懲りて将来の戒めにしようとする
ならば、まず根本となっている原因を徹底的に除去しておかねばならない。危なげのない方途
こそ速やかに講じられねばならない、と述べる。
第九事。案査，順治十五年十一月内，光山叛僕訛伝奉旨放僕，糾聚党類，挾刃操戈，逼主
退約，至商固等県，羣起效尤，猖狂之勢，幾同倡乱。職適以丈地之役，親詣光山，立将発難
奸民，厳懲枷示。旋蒙各憲発示禁飭，叛風始戢。今王明玉・李従等累経駁讞，倶寘重典，羣
小之心，胥已慴服。但致叛有由，貴防其漸，欲以懲前毖後，端在抜本塞源，安全之道，所宜
亟籌也。
金鎮は、まず、奴変の発生する根本的契機は、人々が奴僕になる四つのケースそれぞれの中
にあるとするが、最初の二つ、
「投献之僕」及び「強占之僕」についての記述は以下の通りで
ある。
其一為投献之僕。仕宦之家，僮僕成林，自多価買，否則為其祖父遺留，曽配妻室，拳養日
久，主僕之分，亦自昭然。乃有奸猾之徒，倚附声勢，委身投献，主人不察，遂爾収留。然究
其投献之由，或訟事求勝，而欲人畏我上風，或恐故主追求，而使其不敢過問，或縁奸盗犯科
而恃為護身之符，或苦地糧重累而藉為影射之地，欺詐種々，主不能知，一旦勢敗，主為贅
疣，事変相乗，不難掉臂以去，此其所由致叛者一也。
其一為強占之僕。汝属有等土豪蠹悪，或結党援，或憑城社，武断郷曲，凌轢無知，収納衣
（16）
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食無依之輩，誘致逋亡失業之人，一入其家，如投陥穽，即育有子女，毎当婚嫁，大則奪其聘
財，小亦受其勧賀，間有不堪其苦，逃之他所，則必構党作中，揑成売券，鳴之官司，験其契
証有拠，亦莫能辦。迨至断帰原主，而勢愈鴟張，心愈狼戻，終無脱身之日矣。其所由致叛者
二也。
「投献之僕」及び「強占之僕」については、それぞれに奴僕を使用する主人の側の社会的属
性―社会的存在形態が鮮明に摘出されている。
「投献之僕」の主人は「仕宦之家」であり、「強
占之僕」の主人は「土豪」である。
「投献之僕」は、主人の権勢に依存しようとする「奸猾之
徒」が、
「土豪」には「衣食無依之輩」及び「逋亡失業之人」がそれぞれ身を投じる。いずれ
もきわめて不正常な社会関係が現出している。
続く二つ、
「僱工之僕」
、
「佃田之僕」についての原文は以下の通りである。
其一為僱工之僕。汝俗有所謂年限女婿者，原属僱工，配以婢女，議有年限，為之力作，然
限満即聴帰宗，原與奴僕不同。奈往往工役已満，仍行羈縻，苟或挈婦言帰，輒指為逃僕，輾
12）
転興訟，至妻子尽鬻，孑然一身而訟猶不止，其情何堪。此其所由致叛者三也。

其一為佃田之僕。夫佃戸領田輸租，又與僱工不同。乃汝俗亦多称為佃僕，肆行役使，過索
租課，甚有呼其婦女，至家服役，佃戸不敢不従者。且有佃戸死亡，欺其本宗無人，遂嫁売其
妻若子，併収其家貲，占以為利者。更有一等親属佃田，査諸律例云，佃戸見佃主，並行以少
事長之礼，若親属，則不拘主佃，止行親属礼。是親属佃種，又与佃戸不同，令甲昭然。况可
以奴隷畜之，紊乱倫常乎。此其所由致叛者四也
ここでは、あるいは「僱工」として、あるいは「佃戸」として労働しつつ、奴僕としての扱
いを受けている被使用者の側に立って、論理が組立てられている。「僱工」については、年限
についての契約がある（
「議有年限」
）のに、契約期間が満了してもなお拘束されている（「工
役已満，仍行羈縻」
）ことが批判的に指摘されている。また、「佃戸」については、土地を借用
して小作料を納入するという本来の契約の範囲を超え、小作料を過剰徴収したり、その「婦
女」に労役を命じることなど、奴僕でない者を奴僕扱いすることについて、厳しい指弾が行わ
れている。金鎮は「僱工之僕」及び「佃田之僕」については、“謀反には道理がある” ことを
明言しているのである。更に「佃田之僕」については、上引個所の後段、
「親族佃田」の部分
で、要旨に次の点を付加している。
更に親族の田を小作する（
「佃田」
）ものがいる。この場合を法律に照らしてみると、「小作
（
「佃戸」）が地主（
「佃主」
）に出会った場合には、いずれも年下の者が年上の者に対する作法
で挨拶する。親族〔同士〕の場合には、田主佃戸の間に関わりなく、ただ親族の礼を行うので
ある。このように、親族の田を耕作する者は、また、佃戸一般とも同じでないことは、国法上
（17）
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も明白である。いわんや奴僕として処遇し、人倫を乱すことが許されるであろうか。
ここで引用された法律とは、
『大清律例』巻十七「礼律」儀制・郷飲酒礼の項に見えるもの
『明実
と同一であり、明の太祖朱元璋が洪武五年（1372）五月丁卯（二一日）に発した詔勅（
録』洪武五年五月丁卯）を踏まえている。
奴変の発生する契機としての奴僕の四つの類型について、金鎮の分析は、以上のように実に
鋭利であるが、この分析に基づく結論も明確であり、「紳衿庶民」については、奴僕使用は契
約を交わして購買し、官署から証明を取得する場合のみを合法とし、「僱工」「佃戸」について
は、奴僕と見なすことを認めない、というものである。「投献の僕」及び「強占の僕」の存在
自体の否定である。原文は以下の通りである。
蓋投献由於趨勢，自易離心。強占出於畏威，尤易解体。雖前経奉旨禁飭，猶恐未尽恪遵。
若僱工佃戸原為力役之人，豈同臧獲之輩，概行凌虐，大非人情。職以為，役使奴僕，惟有価
買一着，人自俛首傾心，願為終身執役。即有愚頑不率主教，出其売契，治以官法，彼自帖
然，豈復有噪集多人，恣睢扜法者哉。
伏乞憲臺睿鍳，厳行禁飭，無論紳衿庶民，此後置買奴僕，請将文契，即赴該州県，用印存
照，併将順治元年以来各家買僕文契，倶赴該州県，給與印照，仍給本主収執，再請申飭州県
吏胥，不許借端需索。至僱工佃戸二項，不得視為奴僕，肆行侵侮，占其妻拏。凡有親属佃
田，尤当正其名分，以厚風俗，或有事犯，不得以奴婢之律科断，庶向来陋習可除，而従此叛
13）
風自熄矣。

さて、金鎮が、
『汝寧府志』
（康熙元年）の「条議汝南利弊十事」の第九項、本稿の政策Ⅸ
「虐僕禁止」で提示した汝寧府における奴僕使用についての以上の方針は、すでに翌康熙２年
（1663）の題詞のある李漁『資治新書』初集・巻七「条議部」民風に「清厳主僕

金長真」と

題し、
「為敬陳汝南利弊第九欵事」として、
「第九事」の冒頭から全文が掲載されており、刊行
の直後から士大夫層の注目を集める提言であったことがわかる。またそれから百二十年余を経
過した乾隆 51 年（1786）刊『光山県志』巻十九「芸文」にも、とくに「条陳光山叛僕詳議」
と題して掲載されている。
前述のように、汝寧府は全体として、河南省の最南端であるとともに、安徽・湖北と接する
省境地区にあり、また、淮河中流域の諸河川に面し、水稲栽培地帯の北限でもあった。なかで
も、清代雍正元年（1723）までの汝寧府のうち、光州・光山県・固始県・商城県・息県の ５
行政区一帯は、淮河の便によって商人が集まり、南方の商品が搬入され、文化的にも発展して
いた。万暦 25 年（1597）成稿の王士性『広志繹』巻之三・江北四省・河南には、
汝寧惟光州所属光、固、商、息為南五県，通淮河，稍集商旅，聚南貨，覚文物与諸県差
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殊，人才亦輩出。光山一薦郷書，則奴僕十百輩，皆帯田産而来，止聴差遣，不費衣食，可怪
也。
（光は光山県の意。王士性は光州をも含めて五県とする。）
と記されている。光山県は、明末に奴変の頻発した華中・南14）と同じ条件をもち、南接する湖
北麻城県に続いて、隣接する固始・商城県とともに、奴変の発生基盤を共有していたわけであ
る。と同時に、金鎮の政策は、科挙制度を媒介として郷紳が輩出し、「投献之僕」を誘引した
光州等諸県の現実を冷厳に踏まえ、
『大清律例按語』のような清律の摘要についての実際的な
解説書の説明する清朝実施の政策の方向（小山正明「明代の大土地所有と奴僕」
『東洋文化研
究所紀要』62 号、1974 年）を先取りしていたのであった。
なお、光緒 ３ 年刊『麻城県志』巻三十八大事記二によれば、その ７ 年前、順治 ８ 年には、
汝寧府に省境を挟んで南接する湖北省の北端麻城県で奴変が起こり、その 11 年前、明のごく
末期崇禎 13 年（1640）には、同じ麻城県で大きな奴変が起こっていた。この麻城県の奴変に
ついての日本における最も早い研究は、佐藤文俊「光山県・麻城県奴変考」（『中山八郎教授頌
寿記念明清史論叢』燎原書店、1977 年）である。
政策Ⅹ「水利竣工」の意図は、
「条議汝南利弊十事」の第十項の冒頭の以下の部分に明確に
提示されている。
第十事。竊惟，裕民之道，誠以農務為先，而相地之宜，尤以水利為急。汝民鋒鏑之余，洊逢
水旱，地多榛莽，民生之凋瘵已極，長吏之補捄当施。然惟勧民力為墾種，導其所利，去其所
患，使家給人足，庶四境之内，生業獲安，寇盗自息耳。
金鎮は以上のように基本方針を表明する。民を豊かにする方途は、まず農業の振興であり、
土地の肥瘠や地質を観察・管理する着眼点としては、水利が急務である。汝寧府の人民は、明
末の戦火を経、しばしば水旱害に見舞われ、地面には草木が乱生し、人民の生活の疲弊は極に
達しており、地方官の救済が当然施されねばならない。従って大事なのは、人民に勧めて開墾
栽培に務めしめ、その利とするところに導き、その困難を取り除いて家計を充足させることで
あり、そうすれば、地域で人びとがなりわいに安んじ、盗みが収まることであろう。
ゲキ

ヒ

続いて、歴史的に汝寧の水利を回顧し、前漢に、決壊を防止するために、「鴻郤（郄）陂」
と称される堤防が〔汝南県に〕整備されたことをはじめ、後漢の汝南郡太守鮑昱がしっかりし
たつつみや水門―「方梁石洫」
（方形のどて・石のみぞ）を建設し、これらによる水利の充足
と耕地の増加に努めたことなどに詳しく言及し、それらの遺産がいまだに忘却されていないこ
とを述べた後、本論に入る。
金鎮は、まず、次のように述べる。
（19）
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職嘗経行原野，詢問土民，蒐捜図籍，詳加攷証。而接見各属之時，復細為諮諏討論。
すなわち、「当職は、かつて原野を巡り歩き、地元住民に詢問し、図籍を博蒐し、詳しく攷
証し、各担当官と接見する際、再度細かく相談・討論した」と述べ、実地の景観調査、地元民
へのインタビュー、及び図面や文献調査をもとに、各地の担当官と面接する際には、再度きめ
細かく打ち合わせを行ったことを記す。その上で、府内の水利の状況を、県東南部と西北部と
に大別して説明する。以下、金鎮の原文を踏まえつつ、要点を紹介する。
〔汝寧府南東部〕
概ね、汝寧府下各州県の耕地（←田畝）は、
「平阪」である──平地と傾斜地とが混在して
いる──場合が多い。そこでは、蓄水灌漑のための「陂池、塘堰、溝渠、隄港」の類が非常に
多く、枚挙することができないほどである。規模の大きいものは次の通りである。
光州：鴛鴦湖、捍城湖、匡家湖、馬家湖、赶龍湾、千工堰15）
商城県：石梁堰、大圓湖、柴江湖、秔陂湖、千工堰
固始県：史河、清河、曲河、白露河
これらの中には、
「利済」などの「閘」
（水門）があり、適時に開閉して、串子堰・王道人な
どの「港」に〔水を〕引き入れていて、百有余か所に達する。
光山県の千工堰は、城西から東へ繞ること数十里、明の嘉靖・万暦（1522〜1620）間に、
知県王室、党承志、沈紹慶、牛応元によって相継いで修築され、民は非常に便利だと称えてい
た。しかしながら「春漲」
（春の出水）に際し、堰堤の周囲にやや水つきがあるため、「豪強」
が勝手にこれを壊し、その水を清水溝に洩らしたので、この堰堤による利便が遂に失われた。
以上の「湖堰」は民田を灌漑すること数千頃、みな水利を享受していた。しかしながら、あ
るものは、かつて開浚されたが今は廃れて埋没し、あるものは泥で塞がったため、開浚による
疏通を計画している。当職が「その利とするところを導く」としたのは、このことである。
〔汝寧府西北部〕
汝水：汝水は、西平、上蔡、汝陽、真陽、新蔡等の県を経て、瀙河、練江、英河、溱河、澺
河の諸河川と合し、南流して息県に至り、淮水と合流し、固始県の朱皐鎮を経、折れて北に流
れる。数百里をへめぐり、杜五などの「溝」に頼ってその支流を分かち16）、黄公などの「堤」
がその急流を防いでいる。秋の出水が連続し、山からの流れがにわかに増したりしなければ、
水害の恐れはない。
新蔡県：澺水の経る所である。県城の四方の「溝港」は、楊家溝など七十余カ所ある。かつ
て耕地は実りがよく、耕地に近い「溝渠」から、各農家が水を引き、
「溝」から「港」へ、
「港」
から「河」へと水を戻した。やや水害があっても作物が水浸しになることはなかった。「寇変」
（明末の反乱）で耕地が荒れてから、
「溝」は多くは塞がり、水害がはじめてひどくなった。
上蔡県：北は、
〔開封府〕郾城県と接している。郾城県には「沙河」がある。上蔡県は土地
（20）
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が低いので、常に水没に苦しんでいる。
遂平県：西は泌陽（当時は河南省南陽府泌陽県）・舞陽（河南省裕州舞陽県）両県と通じて
いる。北から泌（泌水）清（清水）の諸河川を受け、また、嵖・岈・㠗・崍等の山があり、更
に山の水が突然押し寄せるので、常にこれによる決壊を恐れねばならない。毎年のように各県
で水災が頻発し、飢えた民が道に溢れたのは、ひとえにこのためである。
この農閑期に当たり、すみやかに堤防を築き、予め防災をなすべきである。また、これまで
の悪しきしきたり通りに、春の出水に際して、工事を実施するのは困難だとするなら、これら
の地域の作物や家々がみな魚の餌食になってしまうのではないか。私が、その困難を取り除く
こととしたのは、このことである。
〔汝寧府東南部・西北部共通の問題点〕
金鎮は、汝寧府東南部及び西北部の水利の特徴的な問題点をここまで述べた上で、以下のよ
うに、最後に東南部の光州及び固始などの州県の鴛鴦湖をはじめとする施設については、速や
かに開鑿工事を行って水流をよくし、灌漑の便を図ること、西北部の上蔡等の県については、
堤防を厳密に構築して堅固ならしめ、水の侵入を防ぐ拠り所とすることといった、東南部・西
北部ごとの要点を確認する。その上で、工程の進捗状況に沿って各州県官の勤務評定を行うこ
とを明記し、期限通りに工事を完了し、空文で責めを塞ぐこと無く、水旱害の被害を除去し、
住民に豊作の喜びを味わせることを期し、その成果が百年先に及ぶであろうとする。
金鎮は、最後に上司―河南省当局の洞察と実施方への強い要請を示している。
仰祈臺垂鍳，民瘼攸関，亟賜施行。将光、固等州県鴛鴦湖諸処，速行修疏通，使灌漑有
資，併将上蔡等県，各堤岸厳飭挑築堅固，使堤禦可恃，即以工程之怠勤，定各属之殿最。務
在刻期竣工，不許虚文塞責。将地務無旱澇之擾，人有豊穣之慶，功垂百世矣。

結語
清初の汝寧府、すなわち河南省南部地域の行政体再建の課題と取組んだ知府金鎮は、この課
題の多様な存在形態それぞれに対応し得る具体的な解決方法を提示した。汝寧府知府金鎮が、
自ら策定し、着任第５年目の康熙元年（1662）に自身の編纂・刊行になる『汝寧府志』に掲
載した「条議汝南利弊十事」において提起している第一事から第十事に至る 10 の政策は、本
稿で、筆者が四つの章に組み替えて検討してきたように、所管する汝寧府地域が直面する合計
四つの層次の課題に対応したものである。
第一は、李自成・張献忠等に率いられた「流賊」等の河南省南部地域への激しい侵攻による
定住人口の激減とその結果としての、明朝諸王府の多額の「廃藩遺産」を含む土地資源の荒廃
とをどのように回復するかという取組みであり、明朝最末期の混乱を経た清初のこの地域全体
（21）
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の共有する社会基盤の復興という課題であった。Ⅱ「壮丁開墾」、Ⅳ「厳査藩荘」という二つ
の政策はその解決のために不可欠であった。
第二は、清初、清朝として出発した王朝国家のこの省域の南部、すなわち河南省南部から非
常に遠隔にある黄河堤岸の治水工事の継続的実施、国家の公的情報の伝達のための駅伝組織の
確保、及び国家の財政収入と住民の生活必需物資確保のための食塩専売制度の維持である。こ
の三者は、河南省南部地域に位置する汝寧府に要求された国家レベルの公共的業務遂行という
困難な課題であった。政策Ⅷ「河夫減免」
、政策Ⅴ「駅馬徴調」、政策Ⅶ「塩引銷疏」はこれら
の解決のために打ち出された。
第三は、河南省南部地域におけるこの王朝国家の地方行政の基幹組織としての汝寧府が果た
さねばならない、所属の州県における徴税と治安維持体制の確立という課題であった。徴税に
おいては、明初以来の里甲制の疲弊にともなって劣化していた「戸頭」、「押差」の使用、及び
「押差」の一活動形態としての「包攬」の弊害を除去するため、納税者である「有糧人戸」自
らが直接納税する政策Ⅰ「自封投櫃」の実施が企図された。治安維持においては汝寧府城に設
置された「分防汝寧衛」の官兵の兵丁数を維持できていないため、政策Ⅵ「営兵配備」を実施
し、各州県に “準兵丁” としての「馬快」を配備した。「自封投櫃」の方針が江南での康煕５
年（1666）の本格的開始に先立って順治 15 年（1658）に実施されていることは、金鎮の清初
中原南部の、すなわち河南省南部における府段階の政策が標準性と先駆性とをもっていたこと
を示す。
第四は、以上第一から第三に至る政策が、清初の河南省南部地域における基幹行政組織とし
ての府の直面する当面の困難な行政課題の処理という受け身的な性格を色濃くもっていたのと
は異なり、金鎮自身の設定した課題に対応する能動的政策である。すなわち、第四としてまと
めた三つの政策は、もとより汝寧府地域に生起していた重要な現実的課題の解決を目指すもの
ではあるが、いずれも金鎮の主体的姿勢に基づく、鋭い視点から整理され、合理的な方法意識
を具備したものとなっている。それは、これら三つの政策の対象が、いずれも南北境界地帯の
固有の特色をもつ汝寧府の問題情況を根底に持っていたことと関わる。
政策Ⅲ「書院再興」は、汝寧府全域の士人を対象としているが、核心は学業を怠り、品行を
顧みない学生―生員の気風の存在であった。こうした気風は、南方の各地の生員の特徴でもあ
る。しかしながら明末の蘇州府等では、生員は地域における不当な政治的弾圧には敢然と抵抗
する存在でもあったが、生員のこの側面は汝寧府では見られない。金鎮は、汝寧府地域の士人
を深く教育し、気風を正しく導いて、いわば真の知的道徳的指導層たらしめようとしたので
あった。
政策Ⅸ「虐僕禁止」は、順治 15 年の汝寧府の光山、商城、固始等県で発生した奴僕の反乱
を制圧したのち、反乱発生の契機を客観的に分析し、郷紳（「仕宦之家」）と土豪の虐待を伴う
非道な奴僕使用を禁止するものであって、順治 15 年の奴僕の反乱に先行する湖北省麻城県の
（22）
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奴変など、同時代の中国の南方一帯に広く展開した奴変の契機への対応であった。社会秩序に
おける南北境界地区の地域的特質を的確に反映している。
政策Ⅹ「水利竣工」は、自らフィールドワークを行い、地元の関係者にインタビューし、そ
れを踏まえて担当官とも懇談するという方法に依拠している。この方法は、水稲栽培の非常に
発達した地域において容易に実施し得るものであり、中国の南北境界における汝寧府の水利施
設に固有の春先の出水を軽視できないという特徴への認識をも基盤としている。そこにも、南
北境界の地域的特質の緻密な反映がある。
第四の層次は、このように、清初の王朝国家の行政官である金鎮の統治政策と現実の南北境
界地域固有のいくつかの接点、すなわち、文化上、社会上及び生産上の特質との緊密な関連を
うかがわせる。金鎮の「条議汝南利弊十事」は、清初汝寧府地域の特質との接点故に、有効に
機能したのである。
かつて汝寧府治が置かれていた汝陽県の後身である汝南県の県志で、台湾の成文出版社か
ら、1976 年に影印で刊行された民国 27 年（1938）石印本『重修汝南県志』の「循吏伝」──
法を守り道理に従って人民を治める官僚の伝記──の「清」の冒頭には金鎮の伝があり、光緒
年間までの記述においては際立って詳しい。
「金鎮、浙江山陰の挙人なり。順治十五年、来り
て汝寧府に知たり。時に地は清に入ること十余年と雖も、而かれども荒凉目に満ち、民間の元
気は、諸もろ多く未だ復せず。鎮、任に蒞（のぞ）み、即ち汝南利弊十事を条議して之を上
（のぼ）し、諸（みな）裁可を蒙れり。条議、旧府志の芸文中に載す。鎮之に遵い、次第に施
行せり。十四属州県、均しくその恩を蒙る」から始まる。結び近くで、「今に至るも士民猶お
有清一代、汝南循良第一なりと称す」と述べ、
「仕に在ること十余年、戸口日に増し、文化日
に進む」と記す。
「文化日に進む」の語には、金鎮のいわばセンスが、文字通り幅広い次元で
の地域社会の特質に対応し得る政策を導き出したことが示唆されている。
もとより「条議汝南十事」は金鎮の統治政策のすべてを網羅したものではない。また、ここ
で第四の層次に位置付けた三つの政策も清初の南北境界地帯に位置した汝寧府の地域社会にお
ける広汎な課題のすべてを網羅しているわけではない。たとえば、江南デルタについては、以
下の諸研究17）のうち、日本の研究の示すように、地域社会の統合に関わる士人層の気風に触れ
る、より多様な実践活動、農業生産を基礎づける水利施設とシステムの豊富な存在形態、地域
における農民の民間信仰、明末の民変やそれを形象化した演劇に体現されている地方社会の世
論について、それぞれ先行する多様な専論がある。福建については、中国の厦門大学で、長年
にわたり、宗族とそれを基盤とした郷族の影響力を解明するための数多くの研究と粘り強い調
査・分析が持続されている。
清初、中国の南北境界に位置する河南省南部地域について、江南や福建で解明されつつある
地域社会のこれらの多様な課題とその解決への方途をすべてにわたって見出すことは、本稿の
第四の層次に関する記述内容のみからではもとより困難である。
（23）
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しかしながら、金鎮のこの労作──「条議汝南利弊十事」は、そのためのいくつかの方法的
手がかりを与えてくれるように思われる。第一に、金鎮の王朝国家の地方官としての統治政策
の課題設定自体がいくつかの層次をもっていることは、地域社会の統合のあり方を検討するに
際しても、対象とする地域のもつ多様で、重層的な側面の摘出から接近しなければならないこ
とを示唆する。また、第二に、文化、社会秩序及び生産上の課題に関わるこの第四の層次の存
在は、江南や福建についての先行する専論とそれぞれの方法で得られた成果を河南省南部の研
究にも応用し得ることを示唆している。
なお、近年の中国において、以下に挙げるように、江南や福建以外の地域を対象とし、しか
も河南省南部に東西から接近する地域について、新しい広域的研究が勃興しつつあることを付
記する。程民生、張建民と馬俊亜の作品であり18）、うち、張・馬両著は、直接河南省南部の旧
汝寧府地域には言及してはいないが、多くを学び得ると考えている。また、末尾の 2019 年の
拙論は従来の筆者の「地域社会論」における文化的、知的道徳的側面への検討の未熟について
の方法的な反省に言及している19）。

注
１）東呉大学歴史系第九届歴史学与文献学学術研討会報告「清初南北交界的地方治理重建」（2013 年５月 2 日）
２）
『国朝耆献類徴初篇』巻百五十一・疆臣三。民国『重修汝南県志』巻六・循吏。
３）康煕元年刊『汝寧府志』巻十五・芸文・金鎮「条議汝南利弊十事」。
４）康煕元年刊『汝寧府志』巻一・輿地・疆域。嘉慶元年（1796）刊『汝寧府志』巻二・城池附疆域。『中国
分省系列地図冊 河南』（中国地図出版社、2019 年）
。『中国地図集 地形版』中国地図出版社、2014 年）。
ロッシング・バック著、三輪孝・加藤健共訳『支那農業論──支那における土地利用』上・下巻（生活
社、1938 年）
。（新編）『西平県志』（中国財政経済出版社、1990 年）。（新編）『正陽県志』（方志出版社、

1996 年）。（新編）『光山県志』（中州古籍出版社、1991 年）。
５）伍両卒旅は『周礼』地官・小司徒、比閭族党は、地官・大司徒を参照。
６）拙稿「陳子龍的江南論」五《江南父老難北方子弟》及《江南郷兵議》（《『地域社会』視野下的明清史研究
──以江南和福建為中心》江蘇人民出版社、2017 年）。
７）谷口規矩雄「明代華北の『大戸』について」（『東洋史研究』27 巻４号、1969 年。後、同『明代徭役制度
史研究』同朋舎、1998 年に所収）。濱島敦俊『明代江南農村社会の研究』（東京大学出版会、1982 年）。山
本英史『清代中国の地域支配』（慶應義塾大学出版会、2007 年）
。とくに、清代中国の「自封投櫃」につ

いては、山本の著書の第二章「自封投櫃制の構造」が詳しい。
８）
『汝寧府志』（康熙元年）巻十・武備・武職・国朝には、「分防汝寧営」の「参将」四名と「中軍守備」三
名の姓名を記すが、兵士については全く触れず、人数も記さない。
９）
《汝寧府志》（康熙元年）巻十・武備・兵制には、まず、「明」の項に、「各州県設有馬歩民壮，以巡捕官領
之，有事則聴調遣，無事則随操練数各有差。」とあり、例えば、「上蔡県有馬民壮七十名，歩壮一百二十八
名。」と各州県別の「馬歩民壮」の定数を記す。続いて「国朝」の項には、「各州県馬歩民壮」という見出
しの下に、例えば、「上蔡県馬快八名，民壮五十名」と，各州県別の「馬快」及び「民壮」の定数を記す。
このように、清代になってはじめて「馬快」が兵制の一環として位置付けられるが、「民壮」とともに、
正規の兵士ではなく、必要に応じて武装し、隊伍に編成される民兵のような存在であった。なお、『汝寧
府志』巻十のこの記事では、県の大小による人数の差はなく「馬快」も「民壮」も全州県同数であり、こ
の点では、金鎮の「条議汝南利弊十事」の政策Ⅵにおける記述とは異なる。また金鎮の「条議汝南利弊十
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事」の政策Ⅵには「馬快」自体の説明はない。が、そこでも、『汝寧府志』巻十のこの記事でも、「兵制」
の中に位置付けられている点を考慮し、先述の（ ）内のように「準兵丁」と解釈した。
10）
「軍補同知」のポスト削除の原文である「職愚以本府軍捕同知，奉文裁欫。」に対応する記事は、『汝寧府
志』（康熙元年刊）巻十五・芸文・文類所収の金鎮「重立天中書院記」に、「会本府軍捕庁裁欫」とある以
外には、見出すことができない。
11）
『汝寧府志』（康熙元年）巻二・輿地下・山川による。
12）金鎮の「条議汝南利弊十事」は、従来、日本では、『汝寧府志』（康熙 34 年―1995 刊）巻十四・芸文上所
載の文章が最も古いものであったが、最近、問題の所在で述べたように、金鎮自身の編纂になる『汝寧府
志』（康熙元年―1662 刊）巻十五・芸文・分類所載の文章を中国国家図書館蔵本で閲覧することが可能と
なった。上引の「其一為僱工之僕。汝俗有所謂年限女婿者，原属僱工，配以婢女」の「所謂年限女婿者」
の個所、及び「凡有親属佃田，尤当正其名分，以厚風俗，或有事犯，不得以奴婢之律科断，庶向来陋習可
除，而従此叛風自熄矣」の「或有事犯，不得以奴婢之律科断」の個所は、『汝寧府志』（康熙 34 年刊）』の
該当箇所には無かったものである。以後の『汝寧府志』（嘉慶元年―1796 刊）は後者を継承している。
13）ここまでに引用した「条議汝南利弊十事」の第九事の引用部分は、森正夫訳注「Ⅱ奴変」（谷川道雄・森
正夫編『中国民衆反乱史』４ 明末〜清Ⅱ、197〜205 頁、平凡社、1983 年）に訳注がある。
14）注 13）の森訳注参照。
15）光州の見出しの下に記されている千工堰とは別に光山県にも同名の千工堰が記されている。『汝寧府志』
（康熙元年）巻二・輿地・塘堰の光山県の項参照。
16）原文は「頼有杜五等溝，分其支流」。「杜五」という表現の由来については『汝寧府志』（康熙元年）巻二・
輿地・塘堰に、金鎮自ら以下の説明を付している。「鎮按，溝以杜名者五，俱在〔上蔡〕県城之東，乃東
漢光武時，邑長杜詩所開也。〈上〉蔡地西亢而東卑，民苦水潦，五溝濬成，以分水勢，始無泛溢之患。故
至今相伝為杜溝云。」とある。
17）溝口雄三「いわゆる東林派人士の思想──前近代期における中国思想の展開」（上）『東洋文化研究所紀
要』75 号、1978 年）。
濱島敦俊「明代の水利技術と江南地主社会の変容」（『生活の技術・生産の技術』シリーズ世界史への問い
２、岩波書店、1990 年）。
濱島敦俊『総管信仰──近世江南農村社会と民間信仰』（研文出版、2001 年）。
岸本美緒『明清交替と江南社会──一七世紀中国の秩序問題』（東京大学出版会、1999 年）。
田中一成『明代江南戯曲研究』（汲古書院、2020 年）。
鄭振満『郷族与国家：多元視野中的閩台伝統社会』（生活・読書・新知三聯書店、2009 年）。
鄭振満「明清時代的郷族与国家：閩台地区的例証」（陳支平主編『相聚休休亭──傅衣凌教授誕辰 100 周
年紀念文集』（厦門大学出版社、2011 年）。
森正夫「三十年来的郷族研究与地域社会論」（中国史国際学術研討会論文集、国立臺灣師範大学歴史学系、
2018 年）
森正夫・鄭振満「比較視野下的社会経済史研究──中日学者探討地域社会与郷族理論」（民間歴史文献資
訊網、2020 年９月 24 日、最新修訂稿、2020 年 12 月 28 日）。
18）程民生『中国北方経済史──以経済重心的転移為主線』（人民出版社、2004 年）。
張建民『明清長江流域山区資源開発与環境演変──以秦嶺〜大覇山為中心』（武漢大学出版社、2007 年）。
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Abstract

Regional restration in South of Zhongyuan-Henan province:
Ten Propositions about Runan 汝南 by prefectural governer Jinzhen 金鎮 in early Qing
MORI Masao
Foreword. I have studied social and economic character of the Jiangnan 江南 province and Fujian 福建
province in Ming-qing 明清 dynasties since 1960s. In this article, I tried to analyze the historical development
of Henan 河南 province in early Qing for the first time.
First, I attempted to make clear the demographic situation of inhabitants and the distribution of farmland in
Henan province.
What I focused next is the formation of the network of transportation, information and finance in
Henan and its role for the economic development of the region. In the next chapter, I emphasized the role of
government to maintain public peace supported by tax collection in the south region of Henan.
The fourth point I focused on is the governmental policy for the improvement of the moral and
intellectual condition of the people, especially the prohibition of maltreatment of slaves. The construction of
water supply facilities in the south region in Henan also contributed to ameliorate the living environment of
the region.
Conclusion. The social and economic characteristics of Henan had many differences from Jiangnan and
Fujian province. But the most part of the south area of Henan province had similar patterns with Jiangnan
and Fujian province in its social development. We need to study these points accurately along with my theory
concerning the local community and with the recent achievements of other historians.
Keywords: early Qin, south district of Henan province, Jiangnan (江南), Fujian (福建), Jinzhen (金鎮),
ten propositions about Runin prefencure, moral and intellentual condition, prohibition of
maltreatment of slaves, water supply facilities
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