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18 世紀長崎貿易における唐通事と唐商の相互認識
──唐人屋敷成立後を中心に
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の町年寄によって管轄され，外町と郷地は長崎出身の

はじめに

代官の支配をうけた。代官・町年寄以下の長崎地役人

江戸時代における日中間の通商関係は毎年の中国商

（現地採用の町人身分の役人）の構成は，職掌から町

船によって維持されており，唐船貿易または唐人貿易

方4）・番方5）・貿易唐方6）・貿易蘭方7）・長崎会所8）と

と称される。幕府は寛永十二年（1635）に外国船入港

五つに大別され9），合わせると，二百余りの役職があ

を長崎一港に限定し，さらに貿易管理の強化をはかる

る10）。

ため，元禄元年（1688）長崎郊外にある十善寺郷1）を
使用し，来日した中国商人（唐商ともいう）の居住地
2）

として唐人屋敷 の建設を始め，翌年完成した。こう

１．唐商の長崎唐通事組織に対する認識
唐船貿易に関する唐通事集団には延25 役があり，

して，唐商の長崎滞在期間の宿泊は，従来の自由散宿

時期によって増減があるが，唐通事創設以来幕末維新

体制から，中国人を一般日本人から隔離し，人は唐人

期まで約250 年に836 人がいた11）。

屋敷へ，荷物は新地蔵所3）へと分けて，隔離する収容

実際に長崎唐人屋敷で生活した経験を持つ中国人汪

体制へと替わり，来航中国人はすべて囲いこまれた。

鵬の著した文章『袖海編』12）を見ると，唐通事につい

こういう管理体制で唐人と直接接触できる日本側の

て以下のように述べている。

人は，唐通事をはじめ長崎奉行所の地役人に限られて

使院所屬之官有年⾏司通事官，有按察⼤通，副通，

いた。唐通事という役職は世襲制で，慶長年間に初め

末席，稽古等，有內通頭專供唐館之使令，
（中略）

て任用されたのは在留明人であった。即ち，幕府のた

上之察下惟嚴，下之事上惟謹 13）
（句読点は筆者によ

めに勤めていた唐通事の祖先は中国人である。

る）

従来の研究においては，長崎奉行所の地役人として

即ち，奉行所の役人には，年行司，通事などがあり，

中国語能力を発揮して働いていた唐通事たちの意識に

通事官職には按察大通事・副通事・末席通事・稽古通

ついての検討や，どのような意識で家伝の中国語を学

事などの区別がある。内通頭が専ら唐人屋敷の用を行

び・守っていたか，彼らの仕事相手である唐商に対し

っている。上役は厳しく下役を監督し，下役は謹んで

てどのように認識していたか，一方，唐商は日本滞在

上役に仕えることになっている。上下の身分関係が外

中，貿易相手の代表者としての唐通事に対し，どのよ

でも見られるほど厳しい。

うに認識していたか等については管見の限り研究され
ていない。
本稿においては，日本側の役人と中国人の子孫とい

では，この唐人の唐通事組織についての認識が正し
14）
いか否かについて，
『訳司統譜』
の序文と照らし合せ

てみると，

う二面性を持つ唐通事の複雑かつ微妙な感情に注目し

島原教匪乱後，徳川⽒厳申海禁之令，限外国互市場

て，唐人屋敷入居者である商人たちに対してどのよう

為⾧崎⼀港，画地設館以処唐商識察出⼊，⼀切貿易

な態度を取ったか，また，逆に唐商は唐通事をどのよ

総攝於官徴明末避乱之⼠，於沿海地⽅俾掌通訳之

うに見ていたか，両者の相互認識について考察してみ

事，有⼤⼩通事，稽古通㕝，内通事，唐年⾏司及摠

る。

理按察諸職……其品級尊卑之分甚厳，班次称呼不許
僣濫 15）
（句読点は筆者による）

二

長崎唐通事と唐商について

長崎は長崎奉行によって行政は統轄され，内町と外
町からなる貿易都市であった。旧市街地の内町は数人

両者の唐通事に対する呼び方が完全には一致していな
いが，唐人の唐通事組織や上下関係についての認識が
間違いないと思われる。
また，唐通事養成のための教科書に唐通事人員構成
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に関する記述も見られる。

また，汪鵬の『袖海編』は次のように述べている，

通事也有⼏等⼏樣，品級不同，叫做問信通事，按察

客或有正事出館，預⼝于通事，通事請之使院，使院

⼤通事，副通事，学通事，唐年⾏司，內通事，各有

出批帖定⼈數，⾄期監使來，然後得⾏。19）
（句読点は

名⽬，通事的職分⾮同⼩可，關頭甚⼤ 16）
（句読点は

筆者による）

筆者による）

これらの記述から次のような管理下にあったことが

とあり，汪鵬の書いた文章と同様に「按察大通事，副

分かる。即ち，山に囲まれた唐人屋敷からは一歩も出

通事」という呼び方があり，この点から唐人の唐通事

る事ができない。もしやむをえないことで唐人屋敷か

組織に関する正確な情報が唐通事との交流を通じて得

らでかけるときには，まず通事に申し出，通事は奉行

られたと推測される。

に申し出，さらに奉行所から人数を定め書付が出され

実は唐通事の職掌によって，通訳・翻訳事務を中心

る。その日になると，改め役が来て，立ち会ったう

に一切長崎貿易に関することを管理する狭義の唐通事

え，出かけるというルールがある。また，入居中，唐

と，貿易事務と直接関係なく，唐人の滞在生活に関係

通事をはじめすべての幕府側の地役人の指揮に従わな

ある広義の唐通事に分かれるが，唐年行司や内通事な

ければいけないことになっている。

どは後者に属する。前者の狭義の唐通事は基本的な組
織・身分は風説定役（「問信通事」にあたり，のち大
通事が兼任した）
，唐通事目付（
「按察通事」にあた
る），大通事，小通事（「副通事」にあたる），稽古通

３．唐通事と唐商の付き合い
まず，唐通事が唐商に初めて会う時の挨拶から分析
していきたい。

事（
「學通事」にあたる）で構成されており，『袖海

⼤凡通事到了⼗五六歲，新補了學通事，頭⼀遭進館

編』の記述が事実に合っていると言えよう。

的規矩，到了公堂，看⾒在館的各舩主，財副，坐在
公堂上，分南北⽽坐，廳上值⽇⽼爹同幾箇學通事，

２．唐商への管理
汪鵬の唐人屋敷についての描写を通じて，その施設
の様子を見てみよう。

內通事，分箇品級，端端正正坐在那裡，看⾒新補通
事，施禮過了，⽅纔值⽇⽼爹對唐⼈們說道，這位是
林⽼爹的阿郎，此番新補了學通事，今⽇頭⼀回進來

唐館外四⼭環繞，煙⽕萬家，紫翠迷離，錦粉繍錯，

⾒⾒眾位。那時唐⼈⼀⿑來作揖說道，原來是林⽼爹

海⾨別開，屏障雄奇，峭拔軒敞，⾼華如⼗洲三島，

的令公⼦，恭喜！恭喜！（中略）尊翁好麼？托福！

可望⽽不可即，允為鋸觀，不同凡境。館過遭僅⼀⾥

托福！令尊今⽇為什麼不進來？今⽇家⽗本該帶⼩弟

有半，⼟垣⽵茨如棘䦰，然庫不満⼆⼗。街分三路，

進館，因為早間王府裡有字児呌，諒必此刻還在王府

附⽽屋者⽈棚⼦，庫必有樓，棚則惟平屋⽽已，庫製

裡辦什麼公事。20）
（句読点は筆者による）

樓 數 楹， ⾈ 主 及 掌 財 賦 者 各 居 其 半， 下 則 梢 ⼈ 雜

十五，六歳の稽古通事が初めて唐人屋敷に入って，

17）

處。 （句読点は筆者による）

そこに住んでいる唐商に挨拶をする場面であるが，唐

唐人屋敷には「大門」と「二の門」と門が二つあ

商が相手の唐通事の年齢を問わず「老䙽」と称呼して

り，二重に区切られ，塀などで囲まれている。汪鵬の

いる点に注目したい。

感覚では屋敷のまわりは一里半しかない。唐人部屋は

現代中国語では「老䙽」
（ローディエ）という単語

二十以下，街路は三つある。唐人部屋は二階建てであ

が一般的に「年をとった男性」に対して使われている

るが，二階は主に船主とか会計係などが住んでいる。

呼び方であるが，古代中国語での意味について，中国

階下には船乗りが雑居している。

古典小説において「老䙽」を使った文章を二つとりあ

唐人は入居後，唐通事をはじめ地役人たちによって
厳しく管理されており，地役人の指揮に服従しなけれ
ばならず，出入りの自由も認められない。

げて分析してみる。
『儒林外史』第二回に「夏総甲道：“就像今天請我的
黃老䙽，他就是老爺面前站得起來的班頭。”」
（日本

下記の幕府の諭告が唐通事の教科書に残っている。

語訳：「今日わしを呼んでくださった黄の旦那，あ

⼀ 凡唐⼈在崎之際，⼤⼩通事・聞訊訪察通事及唐

の方は県知事さんのご面前でも気おくれしないで話

館街主・五甲頭等其所指揮，切不可有違背，雖學通

21）
ができる班のお頭じゃ」と夏総甲がいった。
）

事所吩咐，亦不得軽慢答話。右夫凡百事務之所尤為

『西遊記』第九十七回に「回頭見各官羅列，即又䜰

⾄要，其視學通事之吩咐亦如⼤⼩通事之指揮⽽聴從

頭道：“列位老䙽都如何在舍？”」
（日本語訳：振り

18）

之。（句読点は筆者による）
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た叩頭し，「お殿さま方，どうしてここへお越し
22）

とあるように，商品の値段に不満を抱く唐商に対し
て，唐通事が「我々通事はあなたと同じ枠に立ってい

で」 ）
とあり，「老䙽」という単語が「旦那」
「殿さま」の意

るよ，実は私があなたのために尽力した」と，唐商側

味も持っている。いずれも目上の人，特に官吏に対す

と日本側の間に立って，苦しい気持ちを表わすととも

る尊敬の意を含む表現である。それに対して，唐通事

に「あくまでもあなた側にいるよ」と唐商に伝えてい

も謙譲語で対応している。

た。

また，唐商は唐人屋敷で唐通事らとしばしば宴会を

これは，同じ中国人として唐商の利益を保護するよ

楽しんでいた。
「館中宴會極繁交相䥵苔有上辦下辦酒

うに特に心掛けているとすることは，心からの行為

23）

有通辦酒有飲福酒有春酒」 とあるように，屋敷では

か，自分の仕事と唐商に緊密に繋がっていて，唐商が

宴会がさかんで，それによって互いにつきあいを重ね

きてくれないと仕事がなくなるという懸念があって，

ている。ご馳走する側が必ず唐商であるとは言えない

ただ唐商を籠絡する手段だったかを，唐通事の業務用

が，「入館後有宴守番之例樓中陳設肴饌三人者禮服而

教材から，手がかりを探してみる。

24）

25）

にご馳走するのが例となっている

唐通事が使用した教本は３種類に大別することがで

ことから考えると，唐商側が通事と一緒に酒を酌み交

きる。まずは初級段階での唐話学習用の教本で，発音

わすことを通して仲よくなるために，お金を出して招

から短い二字，三字，四字で構成されている語句の勉

待した可能性が高い。

強へ，内容的には日常会話用語を中心とするのが特徴

至」 という乙名

唐商が唐通事組織と彼らの貿易への影響力をはっき

である。次は中級段階での業務学習用の教本で，本稿

り認識した上で，尊敬の気持ちを表わすために，尊敬

において史料として使用している『訳家必備』
・『瓊浦

語の使用，宴会での招待のほか，仕事の面でも彼らを

佳話』はこれに属する。唐通事になるための心得や，

支えている。

唐船貿易に対応する方法を具体的な場面で説明するも

⽅纔寫過了兩張遵單，交把按察⽼爹，副當年⽼爹收

のである。最後は上級段階での有名な漢文古典小説の

去，唯獨正當年⽼爹還是留在後頭，問唐⼭的信息。

教本である。

當年⽼爹對舩主說道，于今要問唐⼭的信息。（中略）
我問你唐⼭沒有什麼新聞麼？不但眾位通舩⼈眾，也

中級段階に当たる『瓊浦佳話』に下記の記述が見ら
れる。

有什麼新聞替我講講。也沒有什麼新聞，各省都太

⑴譬如寫寫字，打算盤，這是⼈家过活的本事，做職

平。26）
（句読点は筆者による）

事也要曉得，不⾜為奇。⑵做⼀ケ唐通事，講唐話，

とあり，唐通事の指令に従って中国の風説を提供して

寫唐字，賦詩作⽂，這是第⼀本等的。还有世情，也

いることが明らかである。

要通的。論起學⽂，肚裡差不多通得來，也做不得。

しかし，唐通事の仕事への協力と，個人利益が衝突

（中略）⑶唐⼈⼀年做了⼏⼗万刄的貿易，只靠着通

した場合は，唐商の態度が服従から不満へと変わっ

事，倘或遇着⽊字牌⼀樣不明⽩的通事，錯过了好機

た。一方，唐通事も唐商側と日本側の間に立って，ど

會，或者悞了⼤事，因該撰錢的⽣意也撒⼿撒得不

ちら側のために努力すればよいのか難しいケースもあ

好，⼤⼤折本了，所以算帳盤利是不消說，連那⽣意

ったと思われる。

上的酸甜苦棘，都要嘗得透。⑷若要詳知唐⼭，⼭怎

例えば，商品の価格について売買双方を論じ合う場

麼樣，⽔怎樣，唐⼈怎⽣是苦楚，如何是快活，問那
通事便知端的。唐⼈若有什麼⼝⾆是⾮，相罵相打，

面に関する例をとりあげる。
⽼爹勸我賣，不勸他加，沒有⼀點情分在晚⽣⾝上，

或者有什麼冤屈的苦情，那時節教通事調停，做通事

晚⽣全靠⽼爹，⽼爹不⽅便，那箇肯⽅便。你還說這

的放⼀ケ才幹出來，明公正氣，分個青紅皁⽩，判断

樣的話來埋怨我，我們通事家同你⼀箇圈⼦裡的⼈，

明⽩，你也不要紂恨他，他也不要冤屈儞，兩家相

怎麼分箇各別，呌你吃苦，我也不忍坐視。
（中略）

和，解忿息事，叫兩邊要不做冤家。⑸因為單單曉得

我也是⼀箇⼈，難道喜歡呌你吃虧，只怪你命運不

⽂字，舞弄⽑錐⼦的⽩⾯書⽣，便不敢承当了。要是

好，逢着這箇局⾯，不要怪我不留⼼，留⼼是我肯留

⽂武兼全，有胆量，有俠氣，臨事敢作敢為，玲瓏貼

⼼，也沒奈何他關緊了⾨⼾，不容我進去，怎麼做

透⼀般聰明的⼈，⽅纔做得過。據我看來，學⽂這⼀

法？我們通事也苦的狠，對你說話你怪我，對他理論

樁事情，⽅藝中第⼀折⾻頭的難題⽬，不是容容易易

27）

他罵我，呌我在中間的好不陶氣 （句読点は筆者に

學得成，挨寒受凍，耐飢忍餓，硬掙的⼈，⽅纔成

よる）

器。（中略）
43

Μεταπτυχιακά 名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 10

还有⼀說，單單肚裡通，⼝裡不會講話，也不濟事。

っていたと言えよう。

⑹講話是通事家的等本，把性名看成，輕慢不得。雖
然如此，講⼀ケ唐話不是探囊取物⼀般容易可講的，
不要把吹彈歌舞做⼀例相論。譬如學話，要是⾃從年

三

終わりに

紀七⼋歲上起，漸漸教成，天天操練，声⾳清亮，字

長崎貿易における唐通事と唐商の相互認識というテ

⾳明⽩，平上去⼊的四声，開⼝呼撮⼝呼，都要分得

ーマに戻る。唐通事は唐船貿易の最前線において，唐

清楚。⑺不然打掃喉嚨，咬⽛切⿒，怎麼樣⾃⾔⾃

人側と日本側の間に立ち，唐人の子孫と幕府の地役人

語，唐⼈只是裝聾作啞，半句也不通，豈不是瑣碎？

という二面性を持って，唐商を利益共同体と視し，唐

还要能⾔巧辨的天⽣⼝才，這為何呢？⑻只是曉得天

人の世話をするとともに，祖先のことばより「通事」

下的奇談妙語，⼜曉得各省的鄉談⼟語，⑼但是⾆頭

という職掌そのものを大切にした。

粗苯，就被唐⼈搶⽩了，弄得啞⼝無⾔了，所以⾆頭

一方，唐商の方では，唐通事の貿易交渉中不可欠な

利辨，能⾔快語的⼈，⽅纔講得唐⼈过。由此看起

通訳者という身分を重視し，その組織構成を正確に認

來，⑽學⽂也要學到脫底頭的⽥地，講唐話也要講到

識し，尊敬の念を持って付き合い，仕事の面でも彼ら

泯頂的地步，更兼有⼼⾎，有俠氣的⼤丈夫，⽅纔做

を支えているが，利益問題をめぐって唐通事への不満

得⼤通事。可不是千難万難，不是ケ容易？⑾⾧崎若

も抱くこともある。即ち，中国人の子孫である唐通事

沒有通事，只当啞⼦吃苦⽠⼀般，憑你說得⼝酸，沒

が長崎地役人という身分にあることが唐商に重視され

28）

⼈通得半句児，把許多⽣意開交不来。
（後略）

た。

（句読点と括弧は筆者による）
ここから読み取れたことを五つのポイントにまとめ
る。
①

⑶⑾から唐通事の自己認識が見られる。即ち，唐

通事のおかげで，唐人が長崎で商売できること，唐
通事がいないと，長崎の貿易がうまくいかないこ
と，など自分の仕事の重要さをはっきりと認識して
いた。
⑵⑹⑻を通して官話29）も方言も操る能力を持たな

②

ければいけないことを強調した。即ち，唐話は唐通
事の仕事の基本となる。
③

⑴⑷は唐話だけではなく，そろばんでの掛け算割

り算，商売で財貨を増やす方法，人間関係の調整能
力など，仕事に関する才能全般を身につけるべきこ
とを述べている。
④

⑸⑽において，一人前の大通事になるのは容易で

はないことが書かれている。大通事の標準として，
才徳兼備，文武両道に秀でるという資質が求められ
る。
⑤

⑺⑼では，交渉する際に，相手である唐商に負け

ない気持ちを持つことが重要であるとしている。
以上小括すると，唐通事が自分の長崎貿易に対する
重要さを認識して，文武両道に秀でる大通事を目指し
て唐話をはじめ様々な技能を身につけることに心掛け
る。唐商に便宜を提供することよりも職務遂行上の重
要さを考慮し，唐通事という仕事を果たすことを第一
目標としている。唐話については，
「祖先のことば」
というだけでなく，
「職業のことば」という認識を持
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注
１）そもそも幕府の薬園跡で，現長崎市内館内町にあたる。
２）唐人屋敷は唐館とも呼ばれている。
３）浜町の海岸部を埋め立てた人工島に造られた貨物倉庫で，
唐人屋敷と出島の間にある。新地土蔵とも呼ばれ，唐人は貨
庫と呼んでいる。現在は長崎新地中華街として料理店・売店
が立ち並び賑わっている。
４）内・外の町毎に乙名１名，五人組頭数名，乙名付きの日行
司１名，筆者，門番など。
５）警備関係の町使，散使，船番，遠見番，唐人番など。
６）唐通事，唐人屋敷乙名，組頭とそれらの筆者，小使らなど。
７）オランダ通詞と出島町乙名，組頭及びそれらの筆者，小使
らなど。
８）調役，目付，吟味役，請払役，目利などの役職が置かれた。
現在の長崎税関の前身にあたる。
９）長崎県史編集委員会編『長崎県史対外交渉編』
（吉川弘文
館，1986）第五章第二節「行政組織」参照。
10）簱先好紀著『長崎地役人総覧』
（長崎文献社，2012）25頁
11） 中村質「鎖国時代の在日華僑─唐通事について─」（『史学
研究』七七・七八・七九合併号，1960）
12）作者は中国人の汪鵬，浙江省銭塘出身の商人である。清朝
乾隆二十九年（明和元年，1764）長崎に渡来し，1765 年まで
長崎の唐人屋敷に在留した。滞在中の見聞をまとめて，
『袖
海編』を書いた。
13）汪鵬撰『袖海編』（清）楊複吉輯『昭代叢書 續編 戊集』
䬗江沈氏世楷堂
14）『訳司統譜』は唐船貿易に関する唐通事の役職別任免一覧
である。刊本は明治三十八年八月神戸市北野町の幕末文久元
年から最後の大通事過人として在任した潁川君平が非売品と
して編纂発行したものである。勅選貴族院議員何礼之（文久
元年小通事助に任じられた何礼之助）が序文を撰した。
15）長崎県史編纂委員会『訳司統譜』
『長崎県史史料編 第四』
（吉川弘文館，1968）
16）何良英旧蔵『瓊浦佳話』早稲田大学図書館古典籍総合デー
タベース

18世紀長崎貿易における唐通事と唐商の相互認識

17）汪鵬撰『袖海編』（清）楊複吉輯『昭代叢書

續編

戊集』

䬗江沈氏世楷堂
18）古典研究会編輯『訳家必備』唐話辞書類集第20 巻（古典研
究会，1976）
19）汪鵬撰『袖海編』（清）楊複吉輯『昭代叢書

續編

戊集』

䬗江沈氏世楷堂
20）古典研究会編輯『訳家必備』唐話辞書類集第20 巻（古典研
究会，1976）
21）稲 田 孝 訳『 儒 林 外 史 』 中 国 古 典 文 学 全 集 23（ 平 凡 社，
1960）13頁
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