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一、李慈銘とその『越縵堂日記』について 

李慈銘（1830～1894）、浙江会稽（紹興）の人。原名は模、字は式侯、別字

を法長という。太高祖の疑名を避けるため、慈銘と改めた。1字は愛伯、蓴客

と号する。道光三十年（1850）二十二歳で県学の生員となる。以後11 回郷試

に応試するが及第せず。仕方なく咸豊九年（1859）捐納により戸部郎中とな

った。同治九年（1870）四十二歳で初めて郷試に合格。その後また会試に応

じること 5 回、光緒六年（1880）五十二歳で初めて二甲八十六名の進士に及

第し、山西道監察御史に至る。李慈銘は詩と駢体文に長じ、沈博絶麗、自ら

一家をなした。同治・光緒年間、北京の官僚集団の間で、潘祖蔭の金石収蔵

と翁同龢の書道と張之洞の博聞強記と共に「四大家」と併称され、「第一流人

物」と認められた。2性格は狷介で、人物月旦を好んだ。彼の学問に服膺する

ものは彼を好み、彼の口を憎むものは彼を嫌った。李慈銘には等身大の著作

があったが、平歩青の「掌山西道監察御史督理街道李慈銘伝」に記す大量の

                                                      
1 李慈銘『越縵堂日記』、咸豊六年一月二十八日に「改名慈銘。以原名避太高祖疑名

也。曰慈銘者、以不孝自警也」とあり、また「太高祖諱杜、而殿纂公集有示模児詩。

太高祖無兄弟、或此其初名也。故疑而改之」とある。本論文が使用した底本は広陵書

社 2004 年影印本である。以下『日記』と略称する。 
2 曽朴『孽海花』第五回に「雯青道、説的是。我想我們自従到京後、認得的人也不少

了。大人先生、通人名士、都見過了、到底誰是第一流人物。今日沒事、大家何妨戲為

月旦。公坊道：那也不能一概論的。以兄弟的愚見、分門別類比較起来、揮翰臨池、自

然譲龔和甫（影射翁同龢）、吉金楽石、到底算潘八瀛（影射潘祖蔭）名家、賦詩填詞、

文章爾雅、会稽李治民蓴客（影射李慈銘）、是一時之傑、博聞強識、不名一家、只有

北地莊寿香芝棟（影射張之洞）為北方之英」とある。按ずるに、曽朴は李慈銘と先代

からの付き合いがあった。『日記』、光緒十七年十一月初五日に「得曽君表十月二十一

日書、言其子朴挙江南郷試、平日私淑予文、請於行巻履歴中称受業師」とある。 
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経学史学関係の著作の多くは、未刊あるいは未完稿であり、現在われわれが

目睹できるのはただ『越縵堂日記』・『越縵堂詩文集』・『越縵堂駢体文』・『越

縵堂読史札記』と『越縵堂読書記』などである。 

『越縵堂日記』は元々それぞれ越縵堂・孟学斎・籀詩揅疋之室・受礼廬・

祥琴室・息荼庵・桃花聖解庵・荀学斎などの諸別名があったが、蔡元培が『日

記』を編修出版する時に初めて越縵堂をその書名とした。そのため後人から

は簡単に『越縵堂日記』と称されている。1920 年、商務印書館は石版印刷で

『越縵堂日記』51 冊を出版し、また 1936 年に『越縵堂日記補』13 冊を出版

した。それは李慈銘の咸豊四年三月十四日から光緒十五年七月初十の間の日

記である。かつて李慈銘の弟子樊增祥に隠され、後にまた海外に流失した『郇

学斎日記』は 1988 年に北京の燕山出版社から影印出版されたが、それは光緒

十五年七月十一日から光緒二十年正月初一日までの期間の日記である。2004

年、広陵書社は再び完全な『越縵堂日記』を影印出版した。 

『越縵堂日記』は清末四大著名日記1の一つであるが、しかしそれを使って

特定研究を行った研究は極めて少ない。『越縵堂日記』を歴史資料として研

究した研究書はただ張徳昌の『清末における一京官の生活』（香港中文大学、

1970 年）しかない。それは主に『日記』中に記載している些細な日常的家計

帳簿を集計することによって、李慈銘の歴年にわたる経済的収支状態を考察

し、社会経済史の視点から清末の京官の生活実態を分析したものである。 

本論文は李慈銘の『日記』中に出現する人名・地名を収集し、分類集計を

行い、そこに伺われる諸特徴を検討することを通して、清末地域社会（特に

浙東と浙西）における知識人の日常生活の実態を明らかにしようとする。『日

記』は前後およそ四十年間に及ぶが、本稿が取り上げる範囲は 1865 年から

1871 年までの六年間に限定する。その理由は、研究対象の活動範囲をより集

約するためである。同治四年（1865）、李慈銘は休暇をとって郷里の浙江紹

興に帰郷した。帰郷期間中に母の喪に遭い、同治九年に浙江郷試に合格して

翌年の春に北京に戻るまでの六年間を彼は紹興で過ごしたが、郷居したので

はなく、紹興府城の中に寄寓した。そしてわずかな小作料、塾教師の収入、

                                                      
1 翁同龢『翁同龢日記》と王闓運『湘綺楼日記』と葉昌熾『縁督廬日記』と一緒に「清

末四大日記」と称される。 
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売文、礼物、借金などによって生計を維持した。典型的な不在地主であり都

市型知識人であった。まず、彼の帰郷前後の状況に簡単に触れてみたい。 

二、第一回の上京と帰郷 

 李慈銘は咸豊九年（1859）五月に北京に到着し京官捐納の申請を出したが、

しかし思いがけぬ変事が多々起こり、遅れること同治二年（1863）五月にや

っと抽籤で戸部に配属されて「行走」（実務研修）をすることになった。

初は広西司に配属され、後に陜西司を兼務した。仕事はただ退屈な決まり切

った業務に過ぎなかった。「稽核堂印。諸吏以次執本対唱、予拠牘聴之。計

劃七十余本。画諾、封戳而帰」。1しかも、孤高で名士然とした彼にとって同

僚の俗吏は目障りだった。2それ故に、彼はいつも口実を設けて官署に出勤し

なかった。たまに行っても、「毎入、輒忤人、僚友至吏役皆悪之」3という具

合であった。 

 彼の北京での日常生活は、殆ど毎日友人との雑談、宴会、観劇、芸者遊び

の中で日を過ごした。同治四年四月二十二日の『日記』に書かれている彼の

一日の活動を見てみよう。 

霠二十二日、丙戌。暒、晡後忽大風、 涼。得伯寅片、借午風堂叢談。胡

梅卿・梅仙兄弟邀飲福興居。晩後赴之。芷秋来、予以其病新愈、不肯留

之。梅卿招曼仙、梅仙招吉祥、阮曉林招燕香、葉封招琴香、杭人胡壺山

招小荷、又有阮雨農・柴礪堂。三更散後、葉封更招飲春馥堂琴香家、予

招芷香、梅卿・梅仙仍招曼仙・吉祥、曉林仍招燕香、昧爽始帰。幼樵是

夜再招飲春華堂、不得去。 

『日記』の中の芷秋・曼仙・燕香・琴香などは、みな当時北京の有名な歌郎

（男優）である。李慈銘には毎月半分以上の日に宴会があって、しかも宴会

があれば必ず歌郎を伴った。同治三年を例にとってみる。張徳昌の集計によ

れば、その年に李慈銘が宴会・娯楽・応酬の方面で支出した合計は銀 255.24

                                                      
1 『日記』、同治二年六月六日。 
2 『日記』、同治二年七月二十五日、「本司主事王寿彭・顧敦義皆磊苴齲齟之尤者。生

与此輩相対、咄咄怪事」。 
3 『日記』、同治六年四月七日。 
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両、他のところでの支出を加えて、総計で 868.57 両を費やしている。しかし

彼の年収は僅か 266 両であり、その年の収支赤字は 622.57 両に達した。1彼

は『日記』中で自分の近ごろの行いはみな「行無益事、作無益語、用無益銭」

と絶えず深く反省し、このまま続けるならば「更三四年必餓死矣」と悔悟し

ている。2同郷の鐘慎斎は李慈銘のために親戚から二百金を貸してもらうこと

にした。それによって彼はようやく慌ただしく旅装を整え3、同治四年五月に

浙江に帰郷した。しかし、北京を出て天津に着いた早々、途中の田舎生活の

光景を目にして彼はすっかり気分が落ち込んだ。「酒店灯昏、掩襟孤坐、駅

卒御夫、邨歌間作、回憶都下酒辺婉孌、倚肩曼声、頓有天上人間之感矣」4、

あるいは「夜偕慎斎赴仲孚之招飲畢後、沈素庵苦邀小游歌郎家、湫隘猥雑、

人地相称、回首京華、不異九霄笙鶴矣」と詠嘆している。5

生活様式や生活レベルの問題だけではなく、李慈銘が直面しなければなら

なかったのは戦禍と水害による荒廃した故郷であった。 

清朝の咸豊元年（1851）から同治三年（1864）まで、中国史上 大規模の

武装蜂起、洪秀全の太平天国の反乱が勃発した。太平天国が中国の社会経済

に対して行った破壊は空前絶後であり、浙江は太平天国後期の主要な軍事基

地であったため、被った戦争被害も甚大であった。例えば、左宗棠は杭州を

回復した後に、皇帝に「三月初二日進駐省垣。聞無事時城内外居民共有八十

一万余口、現除逃亡及死故外、陸続来帰及存留遺民、合計不過数万口。一片

劫灰、傷心惨目」と報告している。李慈銘の乗った船が浙江省の国境に入る

と、彼は嘉興を見て、「浙西大郡、平時城外闤闠溢填、舟楫輻湊、緑楊如画、

朱楼接天。今則乱蕪敗礫、一片荒涼而已」と驚異の言葉を発している。6省城

杭州も「荒廃特甚、惟清和坊及箭橋漸有市舎耳」とその荒廃ぶりは同様であ

                                                      
1 張徳昌『清季一个京官的生活』、表二「李慈銘毎年官職収入与支出的比較」、表三「李

慈銘毎年飲宴娯楽応酬的費用」、香港中文大学、1970 年、65-66 頁。 
2 『日記』、同治四年四月二十日。 
3 『日記』、同治四年四月二十三日。 
4 『日記』、同治四年五月初九日。 
5 『日記』、同治四年五月二十二日。 
6 『日記』、同治四年閏五月初九日。 
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った。1李慈銘の故郷紹興府は、曹樹基によれば、太平天国争乱中の紹興府の

人口損失は 400 万近くにのぼり、人口の損失率は約 60.6%であった。2

 李慈銘は杭州に着いた後、さらに故郷の紹興府の荒廃を見て驚愕している。

「紹郡山・会・蕭三邑於前月二十九日雨壊海塘、水暴漲丈余、由西而東、蕭

山幾及女牆、居人無楼者皆露宿屋脊、郡城亦僅不沒三版、禾苗尽死、迄今浸

淫、較已酉・庚戌間更甚数倍、此誠千古未有之劫矣」と。3また「不特稲秧無

復遺種、果蓏之属亦靡孑存。蓋蔵所儲、皆餉海若、乃至棉花・菜油・秫釀百

物倶如一洗。乱余之黎、何以存活」、と当地の人々の生活を心配している。4

人為的な災禍と自然災害の連続は、人心を不安に陥れた。「近日省郡災異畳

見、桂菊・夫蓉・蝋梅倶盛開、辛夷・桃李再華、紹郡山邨有物如狼食人、大

風壊西郭外石碑、堕大善寺塔頂、民間比夜相驚、謂有鶏禍、省中捕得哥老会

匪目連及楚軍弁丁、搜誅数人始稍定云」という災異の噂が広く社会に蔓延し

ていた。5

同治四年閏五月二十一日、李慈銘はまさしくこのような混乱情況の真ただ

中に、七年間離れていた故郷に帰ったのである。 

三、浙江における李慈銘の主要な社会関係 

本論文では浙江における李慈銘の主要な社会関係を 4 種類にわけて考察し

たい。①姻戚・族人②紹興府（会稽・山陰・蕭山）郷紳③浙江省・紹興府の

官僚集団④杭州（主に浙江刻書局の）郷紳。これらの人々は李慈銘の日常生

活空間における交遊対象である（詳細は「附録：浙江における李慈銘の主要

な社会関係」を参照）。 

『日記』中に出現する人名を上記の分類法によって年間別に集計すると、次

のような段階的分布状態を割り出すことができる。括弧内の数字は各年度の

人数の合計に対する割合である。李慈銘は同治六年から浙江書局の総校勘を

務めたため、それまでの二年間の『日記』には杭州郷紳との交遊記録はほと

                                                      
1 『日記』、同治四年閏五月十二日。 
2 曹樹基『中国人口史』第五巻、復旦大学出版社、2001 年、486 頁。 
3 『日記』、同治四年閏五月十二日。 
4 『日記』、同治四年閏五月二十日。 
5 『日記』、同治四年閏五月三十日。 
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んどない。同治十年のデータについては、割合から見れば、それ以前数年の

データと大きな矛盾がないが、わずかに一ヶ月のデータなので、ただ参考と

して掲げておく。 

表1 帰郷期間（1865-1871）における李慈銘の交遊ネットワークの段階的分布 

        姻戚族人      紹興郷紳     浙紹地方官      杭州郷紳 

時 間    人数（割合）  人数（割合）   人数（割合）    人数（割合）   合 計 

同治四年     39(30.5)       61(47.6)          28(21.9)           0(0)           128 

同治五年     37(36.3)       51(50.0)          14(13.7)            0(0)           102 

同治六年     29(32.2)       27(30.0)          18(20.0)           16(17.8)         90 

同治七年   37(36.6)       22(21.8)          18(17.8)           24(23.8)        101 

同治八年     38(36.6)       33(31.7)          12(11.5)           21(20.2)        104 

同治九年     47(21.7)      101(46.5)          26(12.0)           43(19.8)        217 

同治十年     30(35.7)       32(38.1)           8(9.5)            14(16.7)         84 

［注］ 1.矢印は割合の数字の増減を表す。 

2.紹興郷紳には李氏宗族の中の郷紳を含んでいない。杭州郷紳は必ずしも杭州出身の郷紳ではない。 

3.同治四年は五月の帰郷から計算して、8 ヶ月がある。同治十年は一月の月末に北京に戻り、1 ヶ月

未満である。 

 

上述の段階的分布から、少なくとも次のようないくつかの基本的傾向を見

ることができる。①姻戚・族人が李慈銘の生活空間に占める割合は基本的に

前後一致しており大きな変動はない。これは李慈銘と宗族との関係が安定し

ていることを表している。同治九年の割合はやや低くなっているが、しかし

人数の上で前数年より実際には増えている。②紹興郷紳の人数分布には二つ

のピークがあり、一つは紹興に帰郷したばかりの同治四年と五年で、もう一

つは郷試に合格した同治九年である。全体から見れば、同治九年はこの数年

中で交遊人数が も多い年であり、郷試合格はその 大の原因であり、『儒

林外史』の范進のように郷試に合格した後、「有人送田産、有人送店房、還

有那些破落戸、両口子来投身為僕図蔭庇的」1とまでは至らなかったが、郷試

合格は明らかに李慈銘の紹興での社会的地位を高めた。③浙江・紹興の官僚

                                                      
1 呉敬梓『儒林外史』第三回、「周学道校士拔真才、胡屠戸行凶鬧捷報」。 
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集団の割合も二つのピークを呈している。一つは同治四年で、もう一つは同

治六年である。同治五年の下降の原因は李慈銘の母親がその年に病没し、服

喪の期間、官署に出入りするのに都合が悪かったためであろう。しかし、同

治六年以降は、主に李慈銘と親しくしていた地方官たちの離任が原因で官僚

集団との交遊関係は下降傾向を辿った。④杭州郷紳の割合は同治七年がやや

高かったことを除いて、基本的には彼らとの関係も安定している。 

四、浙東と浙西：李慈銘の日常生活空間 

浙江省の地形は丘陵地と山地を主とするが、省内の地勢は南西が高く、北

東は低く、北部の杭州湾沿いの肥沃な沖積平野は約全省の土地面積の十分の

三を占め、南部の山地・丘陵地は約十分の七を占める。清朝の浙東は十一府

を領有し、銭塘江を境界線にして二つに分かれていた。江右の浙西は下三府

と呼ばれ、すなわち杭州・嘉興・湖州である。江左の浙東は上八府と呼ばれ、

すなわち寧波・紹興・台州・金華・衢州・厳州・温州・処州である。浙江省

の重要な都市はみな北東部の沖積平野――杭嘉湖平原と寧紹平原を含む――

に分布している。杭嘉湖平原は銭塘江以北にあり、その中心都市は湖州・嘉

興・杭州がある。寧紹平原は銭塘江以南にあり、その中心都市は紹興と寧波

がある。浙東と浙西はともに一つの行政システムに属すが、実際の人文地理

には大きな違いがある。浙西は水が多く、於潜・昌化以外の地域はすべて典

型的な江南水郷である。しかし浙東は紹興が水郷で、温州・寧波が沿海都市

である以外、他の府県は山々が幾重にも連なっている。厳州・台州・処州の

各府にはさらに高く険しい山々がある。 

清朝の紹興府は八つの県――山陰・会稽・蕭山・諸曁・余姚・上虞・嵊・

新昌――を領有していた。その中の山陰と会稽は附郭県であり、県治所は紹

興府城の中に置かれ、近隣の蕭山県とともに「衝・繁・難」という三つの地

位名称（post designation）を有しており、経済と行政管理レベルでの高級都市

に属する。1紹興府の行政範囲は八つの県を領有しているが、しかし、一つの

まとまった経済地域ではない。中国の歴史上、多くの行政区域の境界と中心

                                                      
1 Edited by G. William Skinner, The City in Late Imperial China, Stanford University Press, 
1977, P. 371。現在、蕭山は杭州市に合併されて、蕭山区という一つの区になっている。 
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都市の商業的後背地の範囲が合致したことは一度もなかった。斯波義信の研

究によれば、紹興府と隣接している寧波府の自然経済の後背地はその行政管

理区域よりずっと大きかった。紹興府の各県中の、少なくとも四つの県――

余姚の大部分・上虞・嵊・新昌の東部――が寧波の商業経済の後背地の範囲

に属する。1他の四つの県の中の山陰・会稽・蕭山は同じく浙東運河流域――

京杭大運河が東の寧波まで延びているその部分――にあり、域内には無数の

大小の湖沼があって、浙東にはめずらしい水郷である。諸曁と山（陰）会（稽）

の間の会稽山によって隔てられ、京杭大運河とは別の水域である浦陽江が県

内を経て北西に流れて富春江に合流する。それ故に、農業と商業が発展する

ための二大要件としての水利と交通運輸の面で、山陰・会稽・蕭山は一つの

経済共同圏に属していた。 

『日記』に出現する李慈銘の交遊ネットワークから見ても、彼の日常生活

空間は主に浙東の山陰・会稽・蕭山三県と浙西の省都杭州にあった。山陰県

城郊外にある横河一帯には彼の宗族集落があり、太平天国の時、戦禍を避け

るため、彼の家族は柯山村（李慈銘の父親の妹が当地の沈氏に嫁いでいた）

へ避難した。李慈銘本人は典型的な都市在住知識人である。彼は「七居」と

いう文章に、「述卜居之事也。首呉中、次杭之西湖、次越之郡城、次西郭故居、

次会稽雲門、次柯山、次湖塘、而隠居定焉」と理想の居住地のランク付けを

している。2彼は退屈な寒村の生活に慣れなかったため、帰郷期間はずっと紹

興府城に家を借りて住んでいた。 

1. 紹興――衰退した生活空間 

a. 宗族空間 

山陰の李氏一族の歴史は大体以下に記すようなものであったらしい。「世出

唐汝陽王璡」3、「自五代時由長安遷浙東、居上虞之五夫市。歴二十世至明初、

居山陰之郭婆漊、又六世居西郭横河、今又十世矣」。4『越縵堂文集』巻二「霞

川花隠詞自序」には「霞川者、越地水名而李氏世居其側者也。越西門外為迎

                                                      
1 Yoshinobu Shiba: Ningpo and Its Hinterland. Skinner: 1977, P.393. 
2 『越縵堂駢体文』巻二。 
3 『日記』、咸豊六年五月十九日、「義田記」。 
4 『日記』、同治七年九月十九日。 
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恩橋、下為直河、古運河也。東距姚江、西距銭江、而自迎恩橋西至高橋、凡

五里、曰霞川。高橋以東、有村曰霞頭、左為青甸湖、右為大樹巷〔江〕、而迎

恩橋之北、別為横河。横河・直河之間、予家焉」とある。山陰李氏は明末清

初に「柯山」と「南池」という二つの分支に分け、李慈銘は南池分支に属す

る。明の万歴年間、李氏の七世祖茂才公が横河に居を移し、「又四世而至天山

府君、始於康熙之末、与族祖故淮安運判次留公、故長沙同知清望公父子協謀、

創建宗祏、営室作主、為斯廟於直河之陰」。1この支脈は「南池房」と称され、

郭婆漊の祖居地に踏み留まった者は「柯山支」と称された。「郭婆漊離西郭門

不三里、余祖居也。自前明万暦間七世祖茂才公以郷老重徳、郡守欲其時至学

校率後生読法、因請居城中、乃移家郭門外今横河旧第。而族人皆留祖居以耕

為業、漸即寥落」。2清初期の「柯山支」の科挙及第者数と栄達は家譜に記載

されるだけの価値があったが、清末になって次第に衰微し、「公（柯山公――

筆者注）子孫居郭婆漊、号柯山支。在国初有為淮北分司者、有為長沙守者、

有経歴柳州者。今其後零落、墓亦鮮有祭者」3、地元には李氏の子孫が没落し

て泥棒になった噂を誤伝する人さえいた。山陰李氏と 初の祖居地である上

虞の李氏との交流はすでになくなっていた。李慈銘は『日記』に「就書室与

馮館師談。馮生、上虞人、因詢於予宗之在上虞者。云、有李墺一村、聚居者

百余家、有祠廟、然読書者寥然矣」とため息をもらしている4。 

咸豊・同治年間、山陰李氏は商工業によって地元の徐・胡・田三姓ともに

四大族と併称された。5一族の田地は一万余畝に達し6、家廟・族譜・義田な

どの立派な宗族装置を有していた。李慈銘の家は本来田地二百余畝を所有し

ていたが、李慈銘が咸豊九年に田地を売って納捐した際（その半分近くを売

却した）、すでに 109 畝しか残っていなかった。同治五年七月、李慈銘の母親

                                                      
1 李慈銘「重建家廟碑記」（『山陰李氏家譜』巻七所収、清末李氏永思堂刻本、浙江図

書館蔵）。 
2 『日記』、咸豊五年七月初一日。 
3 『日記』、咸豊六年三月初二日。 
4 『日記』（丙集下伝録本）、咸豊六年十月十九日。 
5 『日記』、同治七年五月二十八日、「吾族皆出自太高祖横川府君。蓉塘者幼孤寡、貧

甚、偕其兄葆亭以商致富至巨万。越中称貨殖者、遂有徐・李・胡・田之目」。 
6 『日記』、咸豊九年十一月十四日、「盖自先人来、闔族田至万有奇」。 
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が危篤になったので、李慈銘兄弟は正式に分家した。李慈銘は以前田地を売

って官職を買ったため、今回は田地五畝しかもらえなかった。1それ故に、李

慈銘は故郷に帰ってきた後、彼の生活情況は以前と同様に借金暮らしであっ

た。見かねた彼の母親が心配して彼に「汝不帰、吾日望汝帰。今汝帰、吾転

憂汝不如不帰矣」と言った。その理由は、不惑の年を過ぎてもなお貧窮にあ

ったからである。2その上、二人の嫁に行った妹への饋遺は繁雑で日常化して

いた。饋遺と称したが、実際は経済援助と同じで、李慈銘の経済負担は深刻

であった。饋遺は紹興の旧習であり、李慈銘は上京する以前からすでにその

風習に対して批判の気持ちを込めて「自殿纂公来、歴六世百余房、無佳婿。

頗不惜以素族愛息、事売絹牙郎。既門戸不相当、而誅索尤甚。於是傾貲饜之、

月有問、節有饋、歳有献、……上者物以千数、次以百、下此者咸鄙夷之、翁

媼不復以子婦歯。女家汲汲唯恐後、万不責一報、往往売田宅・典衣物以済事」

と記している。3母親が病没した後、李慈銘はあらためて家族の衰微を痛感し、

「慈銘兄弟、仕者不能沾寸禄、読書不能得一第。死者死、病者病、娶婦生孫、

大半零落。両妹嫁者、亦頗単寒。一妹未嫁、一弟未昏。居宅毀於兵、薄田二

頃、已去其半。両世未葬、八棺在殯。内外子姓、式微殆尽。祭器家具、百不

存一」と悲鳴をあげている。4

 人口が減ったことが李氏宗族の衰退の一つの要因であろう。太平天国の乱

による李氏宗族の被害者は 30 余人に達した。5また多くの族人が疾病で亡く

なり、とりわけ多くの青年・壮年層の族人の死亡は宗族に大きなダメージを

与えた。例えば『日記』には、彼の一番上の伯父の死（李慈銘が十二歳の時）、

二番目の伯父の死（李慈銘が四歳の時）、父親の死（李慈銘が十七歳の時）を

記す際にはみな「暴卒」（急死）と書いている。彼の三番目の弟（二十二歳）

もその弟の嫁も相次いでチフスで亡くなり、二番目の弟の嫁の陳氏も「暴病」

（急病）で亡くなった。「先君輩八十七人、予兄弟輩五十五人、……其中早死

                                                      
1 『日記』、同治五年七月二十四日。 
2 『日記』、同治五年八月十七日、「蓋以慈之日衰老而又貧甚也」。 
3 『日記』、咸豊六年九月初一日。 
4 『日記』、同治五年八月十七日。 
5 『日記』、同治九年七月十一日、「丁卯之冬、予采次族中殉難男女三十余人、致浙之

采訪局」。 
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及無後者、率十之七八」と1、一族中には若死して跡継ぎがいない族人がなん

と七八割という非常に高い割合を占めていたのである。 

科挙及第者数と栄達情況が良くも悪くもなかったことは李氏宗族の衰退す

るもう一つの要因であろう。李慈銘の分支から見れば、6 世祖李登瀛（殿纂

公、康熙五十一年進士）以来、7 世代 300 人近い族人の中から合計 3 名の進

士（当時、李慈銘はまだ進士に及第してないので数には入れない）と 7 名の

挙人しか出していない。族人の多くは諸生であった。すなわち宗族の中、正

途により正式に官職を受けることのできない下層知識人（寒士）階級は圧倒

的多数を占めていた（「図1:山陰李氏大支志善派南池房世系図」を参照）。「自

公迄今七世二百年、族蕃衍幾三百人、科名相属不絶、而貧寡不克自振者、蓋

亦不下数十家」という現状もそれと関係があるであろう。2もちろん、もしこ

の及第人数も他の非文化的中心地で考えれば、とても素晴らしい数字ではあ

る。李氏宗族は代々郷試合格者を輩出しているが、しかしこの合格者数は浙

江省という文化的レベルが極めて高く、科挙及第者が も稠密であった地域

的性格において考察するべきだと筆者は考えている。科挙試験の成績だけで

はなく、また出仕後の栄達情況も参考しなければならない。出仕の情況から

見れば、李氏宗族は 17 名の族人が出仕したが、 高官職は府知事であり、ほ

かの多くは巡検や典史などの胥吏と大差ない小役人であった。3中には李慈銘

のような納捐という異途により官職を得たものも少なくない。かつてある風

水師が李氏十世祖墓の地相をみて、子孫の中に必ず二人の「開府」（総督・巡

撫）が現れると鑑定したという伝説があるが、しかし李慈銘の世代まで、総

督・巡撫のような高官は一人もいなかったので、「今族中所自出者二百余人、

科名相継、富亦有甲一邑者、顧官无過四品」と戸惑いを覚えている。4族兄李

煥（葆亭）は「以商致富至巨万」で李氏一族を紹興四大姓に名を連ねさせた

                                                      
1 『日記』、同治九年閏十月十五日。 
2 『日記』、咸豊六年五月十九日、「義田記」。 
3 データは『日記』同治七年九月五日により集計したものである。『日記』、同治十一

年四月三日に「吾邑専為此等雑流官、内而兵馬司・光禄寺、外而巡検・典史、盈千累

万、蓋皆駔儈之変計、胥吏之窮途、士類所不通、郷評所不及」とある。もちろん、李

慈銘がここで皮肉ったのは自分の先祖ではなく、周りの気に食わない同郷である。 
4 『日記』、咸豊六年五月十四日。 
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が、しかし「（葆亭）有子三人、不令識字、皆習為市井浮薄之行、識者頗欪鄙

之」1、いずれも残念ながら読書人ではなかった。 

 太平天国の乱によって、山陰李氏は上述した人的被害を蒙った。しかし

大の被害は太平天国軍によって李氏家廟を焼かれたことであった。これは太

平天国戦乱中に江南のすべての宗族が蒙った共通の災難である。太平天国は

洪秀全によって改造された天主教を信奉したため、敵対的「宗教」の表象と

して江南各地の寺観・宗廟は徹底的に破壊され、宗譜・位牌も多くが失われ

た。市街や農地の荒廃も甚だしく、乱後しばらくは一族の共有財産である義

荘も宗族共済の機能を失った。2家廟が破壊されことは、族人たち（特に異な

る分支の族人）が絶えず血縁的記憶を想起する共有の場所を失ったというこ

とを意味する。 

 『日記』を通して、李慈銘が一年中頻繁に先祖を祭ったり（忌日と冥誕＝

あの世での誕生日）、先祖の墓参りをしたりしたことが分かる。祭られた先

祖は九世に及んでいるが、清朝の法律では一般の縉紳階級の先祖祭祀は四世

までと定められていた。九世は違法とは言えないまでも、珍しいことであっ

た。忌日・冥誕の日に祭儀を行うのも儒教の礼儀に悖る。しかし、李慈銘は、 

古者忌日哀而已、無所謂祭、祭非礼、祭而及先世之生日尤非礼。雖然、

礼者、先王之所以系薄俗也。古人報本終其身、忌日不必為礼、而遇之

怵然感其心。今人親死不数日而宴笑揚如。平時忌日不祭、将並其日忘

之矣。故攝以冠服、以几筵、礼之不得已也。3

だんだん悪くなる世の気風を挽回するために、古代の礼法と俗習とを折衷す

るべきだと考えた。経済的困窮に迫られていた李慈銘にとって、宗族空間は

唯一努力できる場所であり、疲れを忘れて楽しめる空間であった。すなわち

先祖を祭る日常的儀式によって「追遠収族」（遠祖を慕い宗族を集める）の

目的を達成しようとしたのである。もちろん、祭祀活動のすべてが宗族全員

                                                      
1 『日記』、同治九年四月初一日。 
2 倉橋圭子「近代宗譜考――清末民初の江蘇省の事例を対象に――」、歴史学研究会

編『系図が語る世界史』（シリーズ歴史学の現在 8）、青木書店、2002 年、193-194 頁。 
3 『越縵堂文集』巻十「三代忌日記」。 
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の参加ではないが、宗族の一部（特に「房分」という単位）が参加し協力す

る活動はやはり多い。しかし、筆者が太平天国前後の『日記』に記録された

宗族関係の年中行事を調べてみると、太平天国の後では祭祀の参加圏が縮小

し、ほとんどの祭祀活動が家庭単位になっていたことを発見した。ある意味

でそれは「聚族」（宗族を集める）の意義が失われたということである。ま

た、李慈銘の帰郷期間の『日記』に出現する人名を集計することによって、

日常生活の中で李慈銘が訪問（意欲的に交際）した姻戚の人数も交際頻度も

宗族より多いという事実に気づいた（姻戚との交際人数は 18 人、交際頻度は

194 回であるが、宗族との交際人数は 13 人、交際頻度は 94 回である）。 

李氏の家廟が太平天国の乱によって破壊されたことをかんがみて、同治七

年に李慈銘・李煥（葆亭）などは共同発議して、家廟再建・義田設置・族譜

再編集などの事業を行った。李慈銘の「重建家廟碑記」には、 

属国運中艱、潢池盜兵、越人不誡、郡為寇踞。今上元・二之年、廟遂

被焚、鐘鼓弗考、桑粟為尽。嗚呼、蓋去祠宇之成不過百四十年、何其

成之難而毀之速且易歟。豈世無長治而禍乱所鐘、雖積善者不能免歟。

抑子孫之不克保守而先霊失歆、借寇禍以示警歟。……以祠田百三十七

畝質於族兄煥、得銭四千二百緡、鳩工飭材、皆兄身任。経始於同治七

年十一月至九年十月落成。……夫越之世家巨室、経乱離散莫知所宗者、

十姓而九。今幸藉祖蔭、昭穆儼然、祀事無損。……所願後之人、知祖

宗積累之艱、其得此以妥烝嘗者、猶遅且久如是、而無平不頗、無往不

復、其盛衰聚渙之故、亦有不得尽委之運数者。故略述所由、庶幾居安

思危、各昌其世、則此新廟之式増式廓者、豈可量哉。1

とある。儒教の儀礼主義はもともと礼拝儀式を行うことによって、宇宙の秩

序を感得し、調和のとれた正しい社会的ヒエラルキーと精神的ヒエラルキー

を維持することを願うものであった。しかし、李慈銘の家の場合、これらの

制度や儀式を通して宗族の統合を強める効果は微々たるものであった。例え

ば、同治十年一月十一日は李慈銘の亡母の誕生日（冥誕）であり、彼の三人

の妹はみなやって来たが、二番目の弟は理由もなく来なかった。 近の研究

                                                      
1 李慈銘「重建家廟碑記」。 
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では以下のようなことが明らかになっている。すなわち、都市に近い聚落の

宗族の勢力は一般的にやや弱い。その原因は宗族成員が都市内に分散して居

住し、共同意識が乏しいからであろう。戦争は必ずしも「莫知所宗者十姓而

九」という現象をもたらした唯一の原因ではなかった。宗族は衰退していく

と、その経済援助と地域管理の機能を次第に弱めていき、普通の「熟人社会」

と本質的相違がなくなってしまう。日常交際の目的も単なる社交レベルに留

まり、社会関係を利用して個人的利益を得ようとする。『日記』に記載してい

る宗族の日常の出来事およびそれに対する李慈銘個人の議論などから見れば、

李氏宗族の祭祀活動は、一種のコミュニケーション行為に変容している。例

えば、咸豊七年九月二十七日の『日記』には「族人来請助祭。……今日之所

祭者、其子孫従不来赴我家之祭、而我今跪拝其祖父、非特無謂、且得罪於我

祖我父、然我以其子孫之請而不忍絶之、是以跪拝為人事也、又一過也」とい

う反省を書き記している。ここの「人事」はいわゆる人間関係（社会関係）

を指す。すなわち祭祀活動を通して信義・親睦を重んじる本来の意義が薄れ、

「礼は往来を尚ぶ」（『礼記』）のような打算的等価的なコミュニケーションに

なっている。また、『日記』には次の出納帳のような記録があり、「中元節。

祭列祖。拜先君子忌日、計棄不肖孤十週矣。几筵肅対、何禁泣然。是日同居

俱曁比隣族中 恵楮資、惟師周叔祖房、秉雯叔祖房不至、戚属亦恵燭楮、惟薛

氏姑母家不至」と記している。1下衆の勘ぐりになるかも知れないが、ここに

記された各親戚が将来忌日の祭礼を行う際には、李慈銘はこの「出納帳」に

基づいてお返しの軽重をはかるのではなかろうか。 

また、『日記』には次のような記録がしばしば見える。族人たちはいつも李

慈銘と地方官の個人的関係を利用し、李慈銘に頼んで日常的紛糾――例えば

田地をめぐる争いと仲裁、役所仕事の斡旋、胥吏の暴虐と告訴など――を解

决しようとした。しかし、李慈銘のような尊大な名士は、このような難題を

依頼されたら、怒り出したり愚痴をこぼしたりすることがあった。 

鄭蘭舫来、以其戚施姓余姚争田事求為直之。固辞不得已、乃作書致翁

已蘭属為平理。……比日貧甚、居恒戚戚不怡、而人事沓至、多以不情

                                                      
1 『日記』、咸豊五年七月十五日。 
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之請、強相聒擾。固知閉戸、大是難能。……此殆人間之地域、林下之

孽海矣。（同治四年十一月二十八日） 

此次東帰、甚苦人事。胸裏作悪、興趣靡寄。（同治五年八月十一日） 

屯頭王氏従妹来、夜飯後去。予家中外衰落、姻党尤甚、非意相干、毎

難理遣。如予之閉門忍餓、可謂於世無聞、而此輩屡以属托有司苦相逼

迫、往来本意、非以恩親、亦不情之甚者矣。（同治七年十二月初四） 

鄭氏妹来、沈氏従妹来、痩生来、族長来。比贏頓殊甚、日食不過合米、

至不能読書作字、而戚族間尚多以公事苦相迫浼、令人拒絶不暇、可嘆

也。（同治八年六月初八） 

作牒致山陰楊令以徴米事也。予無一畝田、而為宿逋及弟侄所牽累。（同

治八年七月初三） 

実は、宗族が地域社会の秩序に重大な影響力を与えることができるのは、

主に族譜の編修・宗祠の設立など一連の「尊祖収族」の手段によって、族人

の互助協同の人間関係を築くからである。族譜や宗祠などの装置はあくまで

も手段であり、目的そのものではない。清朝の礼学家の夏炘は「蚒城金氏族

譜叙」に「凡族人有倫常骨肉爨隙患難、及一切賦役土田争訟難決之事、必就

庠序読書者謀之。其以為可、則欣然奉行、其以為不可、則雖有強悍之夫、亦

有所畏懼退縮而不敢前」と述べ、宗族の知識人が積極的に宗族の業務を処理

する役割を明らかにした。1もし李慈銘のように「尊祖収族」の目的を学問知

識あるいは族譜編修・宗祠設立などの手段だけに留めるならば、宗族はどの

ようにして互助協同の社会的機能を果たすことができるであろうか。 

李氏家廟の再建は同治九年十月に完成したばかりであったにもかかわらず、

李慈銘は同治十年一月にただちに北京に戻った。家廟の再建は彼にとって、

帰郷期間の彼には何の役にも立たなかった。『日記』中に大書する価値のあ

                                                      
1 夏炘『景紫堂文集』巻五「蚒城金氏族譜叙」。張寿安『以礼代理――凌廷堪与清中

叶儒学思想之転変』、中央研究院近代史研究所、1995 年、172 頁より引用。 
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る唯一の出来事は、李慈銘が同治九年に郷試に合格した後、義田の資金で家

廟に一本の旗竿を立て、一枚の横額を掛けたことだけであった。 

西郭外直河祠堂以今日樹旗竿両対、一為予、一為族弟国琇乙丑進士。

予費出之族祖望楼公所捐義田公車資、族弟費出祠堂公田。上午往会宗

人、祭門神、且上扁額。居宅懸榜四、一為天山府君進士、三為曽祖構

亭府君、族祖望楼公及予郷挙額。1

これは李氏家廟再建後の一番の大事であろう。もし李慈銘が故郷に滞在する

時間がもっと長かったとすれば、これらの宗族の装置はいったい彼にどのよ

うな利点をもたらすことができたであろうか。それはともかく、李慈銘はそ

そくさと北京に戻ってしまい、二度と故郷には帰らなかった。北上する際、

肩から重荷を下ろしたかのような思いが彼の心中になかったとは言い切れな

い。筆者はその後に起こったある事件に驚きを禁じ得ない。光緒三年（1877）、

李慈銘の二番目の弟が故郷で餓死したというのに、李慈銘はその年北京で大

枚百両余りを費やして酒色に耽っていた。二回目の上京以来、弟に送った金

はわずかに 6 両であった（同治十年の 2 両と同治十三年の 4 両）。2

   得三妹前月二十八日書、驚聞仲弟之訃。……其殆以飢寒死耶。余読書

四十年、窃官銅臭而令弟以餒死、其尚得為人類耶。余雖窮、而計今年

酒食声色之費亦不下百金。通計出門七年以来、寄弟者不過十金耳。3

太平洋戦争前の中国問題の専門家橘樸（1881～1945）は、「宗族制度は、

乾隆の末年から下り坂に入ったものと認めざるを得ない」と述べている。そ

うした推定の根底には、土地に余裕のあった時代は、宗族制度は族人の経済

生活にある程度の保証を与え、相当大きな包容力を示したが、乾隆期以後人

口の増加によって農村に収入逓減の法則が見られると、その包容力が減退し、

宗族の族人賑恤が困難におちいり、貧困者（族中の無産者）が宗族を離れて

                                                      
1 『日記』、同治九年十一月十一日。 
2 張徳昌『清季一个京官的生活』「李慈銘為京官時期毎年支出表」により集計、144、
153 頁。 
3 『日記』、光緒三年十一月八日。 
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いった、という事実がある。1橘樸の説は日本の家譜研究の基礎を定めた多賀

秋五郎の批判を浴びている。多賀秋五郎は「宗族における若干の無産者が脱

落したとしても、宗族構造が下部から動揺したとは考えられない」と反論し

た。その根拠の一つは「宗族の結合や活動は、必ずしも農村を基盤にしての

み営まれたものでなく、むしろ、この頃から、都市や商人の財力によって、

かえって活発に行われるようになった地域もある」のである。2牧野巽も、清

末の「社会経済情勢の中に、すでに中国固有の宗族および宗族制度を崩壊に

導くような因子が強く働き出していなかったということである。私の現在の

考えでは、このような崩壊に導くような因子はすでに存在したにせよ、大勢

としてはむしろ実際面においてもかなり家族および宗族制度を強化するよう

な傾向が現れていたように思われる」と述べている。3確かに、多賀秋五郎が

見たように、太平天国軍が敗退した後、宗祠は再建され、族産は復旧し、族

塾は復興し、あるいは新設され、宗族活動が活発化した例こそ見られるが、

これを抑制した例は乏しい。4山陰李氏宗族も太平天国戦乱の後に積極的に家

廟を再建し、族譜を再編集し、義田の機能を回復させたが、しかし問題の鍵

は戦乱を経て、戦乱中に明確に現れてきた種々の利己主義的醜行は宗族の

人々に不信感を与え、ただ外的制度の再建によってのみ太平天国以前の状態

を回復できるかどうかに疑問を抱かせたのである。宗族の包容力の減退は、

経済的な面だけではなかった。いっそう深刻であったのは精神的あるいは倫

理的包容力の減退であったのである。 

 

b. 在地郷紳社会 

地域社会にあっては、宗族共同体の族人のみならず地方官をも含めた地域

社会の人々が李慈銘のように声望を有した郷紳に期待するものは、学問や教

養ではなく、郷紳として地域の利益を代表し、地域の公共事業を担うリーダ

                                                      
1 橘樸『支那社会研究』、日本評論社、1936 年、559 頁。 
2 多賀秋五郎『中国宗譜の研究』（上）、日本学術振興会、1981 年、301 頁。 
3 牧野巽「清末における家族および宗族制度の崩壊過程」、『近代中国研究委員会会報』

二、1956 年。 
4 多賀秋五郎『中国宗譜の研究』（上）、309 頁。 
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ーシップであった。多くの郷紳研究によれば、郷紳は地方官は地域社会の情

況を把握する基本的なチャンネルであり、地方官に協力して道徳教化を行い、

政府と民間との仲介役を務めるという機能が明らかになった。また、公共工

事（水利施設など）や社会援助のための醵金の面で、彼らは地方官の腕利き

の助手であった。張仲礼は郷紳の社会的職能を「紳士は社会的指導力に伴う

さまざまな特権を有した社会的集団として、相応の社会的責任も負う。彼ら

は郷里の社会福祉の増進と利益の確保を自己の義務としている。政府の官吏

に対しては、彼らは地元の利益を代表している」と述べている。1

李慈銘が故郷に帰ったばかりの頃は、人々は確かに彼に期待を寄せた。「表

1: 帰郷期間（1865-1871）における李慈銘の社会的ネットワークの段階的分

布」からもその期待感を読み取ることができる。李慈銘の交遊ネットワーク

中の紹興在地郷紳人数の割合は二つのピークを呈している。一つは同治九年、

李慈銘が郷試に合格した年であり、もう一つは紹興に帰ったばかりの同治四

年と同治五年である。同治四年、異常な大雨のため浙東のほとんどの堤防が

決壊した。李慈銘は紹興に帰ると、ただちに推挙されて堤防復旧工事の責任

者になった。工事は山陰・会稽・蕭山の三つの県に及んでいたので、各県の

有力郷紳は工事負担金の分担や工事の請負などの問題で激しく言い争い2、そ

のため地方官は困った立場に立たされた。そこで、「新守高君及王子蕃・孫

琴士・余輝亭等以予与林・蒋輩素識也、属予調停其間」3、帰郷早々であった

ために中立者と見なされた李慈銘が工事を監督することになった。彼は工事

の管理権を接収した後、地元の商人張広川に工事を委託し、またその一部を

弟李恵銘にも請け負わせた。しかし、彼はあまりにも正直でありすぎた。結

局、彼は指導力を三人の日和見主義者（在地有力郷紳）に奪われてしまった。

『日記』によれば、公金を着服した卑劣な郷紳たちは堤防復旧工事の中から

数十万の利益をえた。4

                                                      
1 張仲礼『中国紳士』（上海社会科学院出版社、2002 年）54 頁。 
2 『日記』、同治四年六月十四日。また、段光清『鏡湖自撰日記』（中華書局、1960
年、208-212 頁）を参照。段光清の叙述は李慈銘とやや異なる。 
3 『日記』、同治四年六月十四日。 
4 『日記』、同治七年七月二十五日、「墨敗之知府、無行之御史、把持官司、魚肉鄉里、

公然朋分餉捐・畝捐、先後至数十万、猶日囂囂然自鳴於衆」。 
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堤防復旧工事が終わると、李慈銘は紹興の郷紳社会で孤立状態に陥った。

その原因は他でもない。上述した三人の在地有力郷紳（章嗣衡・沈元泰・周

以均）との対立である。「局紳如沈（元泰）・章（嗣衡）・周（以均）者皆

素行無検、（章嗣衡）尤不肖、朝野所棄、既無復仕進望、遂更披猖為郷里害。

以均貪詐無恥、与相坿和、嘗共乾沒越人捐餉数万金、嗣衡又詐取民財物無算、

遂驟占名田千畝、以均亦隠度公田十余頃以自封。（沈元泰）者、以守辰州侵

盜木税、有状為官相国所劾、乃逃之江西、夤縁得免議、更入貲為監司、沈巡

撫葆楨悪之、因乞帰。三人者、皆朔不得預栄伍、遂益連結郡県官、号召群不

逞子弟、主持官事、貨賂公行、大為民患。予深疾之、屏不与通、且屡昌言其

罪、三人益相暱、力与予為難」と、李慈銘は何度も『日記』に彼らの醜聞を

暴き立てている。1

関連史料を調べると、一つの興味深い事実に気づく。沈元泰と章嗣衡と周

以均の三人は道光十四年（1834）甲午科の郷試同年である。他の史料によれ

ば、彼らの履歴は次のようなものである。 

沈元泰は、紹興府会稽県王府荘の人、字は吉安、別字を墨荘という。道光

十四年挙人、道光二十年（1840）進士。翰林院編修から江西省補用道を経て、

同治二年から同治三年まで江西省塩法道に就任。のち杭州の紫陽書院の山長

（院長）に就任。孫娘が周福清（周以均のおい、魯迅の祖父）の息子文郁の

妻魯瑞の弟魯寄湘に嫁ぐ。周福清の塾教師。 

章嗣衡は、原名汝衡、字は梓梁、紹興府会稽県道墟の人。道光十四年挙人、

道光二十四年（1844）進士。中議大夫、江蘇補用道、翰林院編修、国史館編

纂、河南道監察御史などを歴任。周福清の塾教師。 

周以均は、紹興覆盆橋周氏の第十一世。字は一斎、別字は仲笙という。賛

平と号す。道光十四年甲午科経魁。国子監学正。内閣中書舎人。奏保光禄寺

署正。議叙員外郎銜、欽加二級。章嗣衡とは挙人同年関係によって、周福清

の姉が道墟の章氏に嫁いで、道墟章氏と姻戚関係を結んだ。2

                                                      
1 『日記』、同治七年五月初十日。 
2 以上三人の史料は松岡俊裕「魯迅の祖父周福清考（一）」（東京大学東洋文化研究所

『東洋文化研究所紀要』第百十四册、1991 年）から引用。 
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沈・章・周三人は同年（挙人）関係だけではなく、姻戚関係によっても結

ばれている。紹興地域社会の中で一つの小規模な利益集団を結成したに違い

ない。李慈銘は巡撫の馬新貽に才能を買われるほどの名士であり、また新任

の紹興府知事高貢齢のかつての戸部同僚であったので、費用がかさむこの堤

防復旧工事の責任者に委任されたのである。明らかに在地郷紳集団の利益の

一部を分割されたのである。沈・章・周集団は必ずしも地域公共事業の利益

を独占したわけではないが、しかし排他的であったことは確実である。後述

するが、李慈銘が蕺山書院主講のポストを争って敗れたのも、沈・章・周集

団との対立が関係している。とにかく、地域社会の他の利益集団に邪魔され

て、李慈銘は今回の堤防復旧工事ではなんの利益にも与らなかった。『周氏

宗譜』によれば、周以均は太平天国戦乱後に地方秩序の回復、堤防の修理の

功績によって、同治六年（1866）推薦されて「交部従優議叙加随帯二級」を

与えられたが1、李慈銘にはこのような特別の光栄は与えられなかった。それ

故に、李慈銘は『日記』中、周以均らに言及する場合すべて悪罵を加えてい

る。その後、李慈銘と周以均は蕺山書院の同僚になってから交際し始めたが

（李慈銘は周以均から清初の会稽人范家相の著作二種を借りたことがあると

いう）、二人がそれほど親密なったような形跡はない。のちにまた触れるが、

李慈銘が 終的に蕺山書院の講席を失ったことも沈・章・周集団に関係ある。 

それ以外、李慈銘と紹興周氏との衝突にはまたさらに深い歴史的恩讐があ

ったのかもしれない。紹興の周氏という宗族は望族であり、周以均の所属す

る覆盆橋周氏（魚化橋周氏の分支）と後馬周氏の区別があるが、実際には同

宗である。後馬周氏は文人を輩出した。清代では周星譼・周星誉（字は叔雲）・

周星詒（字は季貺）三兄弟は咸豊三年（1853）、李慈銘などの地元紹興の文

人と共に詩社「言社」を結成し、また杭州で「益社」を結成した。若い頃、

李慈銘は周氏兄弟と生死を共にするほど深く交際しており、彼の捐納と上京

はすべて周星詒の勧めであった。しかし思いがけずも、周星詒は李慈銘の捐

納用の資金 300 両を着服し、李慈銘を北京で困窮情況に陥れた。2以後、二人

                                                      
1 松岡俊裕「魯迅の祖父周福清考」（一）、原注 48。 
2 黄濬『花随人圣庵摭憶』、「周季貺時方捐同知、知閩之丞缺有一小花様者可補、貲不

足、乃移蓴客金以足之。僅為蓴客捐双月之候選員外、蓴客不知也。貿然入京、欲到部、
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は絶交する。それまでの『日記』中、およそ周氏兄弟の名字が出現する箇所

はすべて墨で塗り隠した。 

此処塗抹之字、乃某人姓名也。此人十年来為予執友、常以道義性命之

交自命、而含沙下石、極力擠予、致予流離困苦、屡瀕於死、又向老母

紿売田金三百以去。嗚呼。古来交道之不終者有矣、或勢利相軋、或意

見乖忤。若予於此人、骨肉倚之、唯命是聴、而計陥之若是、真禽獣不

食其肉者矣。予見其姓名、輒痛憤欲絶、而年来踪跡甚密、日記中無一

二葉不見其名者、不能尽去、随見随抹而已。1

『日記』の人名を塗りつぶすことに触れて、魯迅先生はかつて「怎麼写―

―夜記之一」という文章を書き「『越縵堂日記』近来已極風行了、我看了卻

総覚得他毎次要留給我一点很不舒服的東西。為什麼呢？一是鈔上諭。大概是

受了何焯的故事的影響的、他提防有一天要蒙＜御覧＞。二是許多墨涂。写了

尚且塗去、該有許多不写的罷？三是早給人家看・鈔、自以為一部著作了。我

覚得従中看不見李慈銘的心、卻時時看到一些做作、彷彿受了欺騙」と非難し

ている。筆者の考えは魯迅先生と少し違う。まず、上諭を写すことは必ずし

も「要蒙御覧」ではない。『日記』中の上諭はみな『邸抄』から写したので

ある。『邸抄』は近代的新聞が出現する以前に知識人が政界の動きを知る唯

一のメディアであり、その内容は大臣の奏章と上諭である。李慈銘が写した

上諭の多くは官僚の任免についての諭旨である。さて、『日記』塗りつぶし

の件であるが、煮え湯を飲まされた人物とその行為を完全に日記中から抹殺

したいという李慈銘の心情は十分理解できる。筆者は李慈銘がきわめて愛憎

の念にはっきりとした人物であったことを、彼の人名抹消行為から感じ取る

ことができるように思う。 

堤防復旧工事をめぐって、李慈銘は紹興在地郷紳集団と対立を深めたこと

によって、故郷での社会的威信と指導力に深刻な打撃を受けた。『日記』に

よると、同治六年以降、彼と地方官たちとの交際はほとんど日常生活の中か

                                                                                                                                     
格於例、不可、乃大困」。張徳昌『清季一個京官的生活』33 頁より引用。案ずるに、

張徳昌は周季貺と周叔雲兄弟を誤って一人と見なし、周季貺を名前にし、叔雲を周季

貺の字と考えている。 
1 『日記』、咸豊六年三月二十七日、眉批。 
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ら消えてしまった。李慈銘の交遊ネットワーク中の地方官の割合が年ごとに

減っていった情況は「表 1」からも分かる。同治五年、李慈銘の母親が病没

している。もちろん、服喪期間中に頻繁に客人に会うわけにいかなかったこ

とがその一つの原因でもあろうが1、主要な原因は、在地郷紳集団との対立に

よって孤立化した李慈銘が、地方の行政実務の面で地方官に協力する際に、

以前に較べて無力さを露呈したからではあるまいか。県レベルの地方官にと

って公務は通常でも煩雑である。しかも太平天国の戦乱と自然災害のあとを

承けた現在――さまざまな復興事業が待ち望まれているこの時期――彼らは

平和な時代のように、在地の郷紳たちと一緒に詩酒雅集（文人たちの優雅な

集い）を楽しむ暇はなかった。彼らが望むのは自分に協力して地域行政を助

けてくれる有能な実務家であって、風雅の士ではない。地方官たちとの関係

が疎遠になるにつれて、いよいよ李慈銘の社会的威信に悪い影響が現れてき

た。あの堤防復旧工事で莫大な利益をえた「劣紳」と較べると、李慈銘が政

府からもらえるはずの工事管理費でさえも様々な口実を設けて引き延ばされ

た。李慈銘は『日記』と友人宛の書簡の中で、しばしば郷紳たちの卑劣や地

方官の凡庸を愚痴ったり呪詛したりしている。例えば、同治七年五月初十日

『日記』には「得郡守図麟復書、以局中無可措銭為辞、辞意亦甚草草、乏恭

敬之意。此君本無生気、不知予為何如人。……図麟者、蓋先入三人（沈元泰・

章嗣衡・周以均。――筆者注）之言、故率爾如此。然此輩人固何足責哉。三

人皆已老矣、恐其近報将在子孫。若□□者、猶有鬼神、当不得以天年終耳」

とある。 

岸本美緒は中国の伝統社会における在地郷紳の社会威信を分析する時に、

次のように指摘している。理念的な観点からみれば、郷紳の社会的地位は科

挙制度によって公的に認定される当人の人格的優越性に由来するものである。

しかし、現実の地方社会において郷紳のまわりに群がってくる人々は、ほと

んどの場合において郷紳の人格を慕って集まってくるのではない。「人々が

郷紳を保護者として選ぶとすれば、その基準は、土地所有や国家権力との繋

がりそのものではなく、それらの要素が地方社会における実際の保護能力と

                                                      
1 『日記』、同治六年三月二十二日、「予以居喪稀出、聞両県君頗怪其偃蹇、皆有後言」。 
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していかに現れているか、という点にほかならないであろう」。1Prasenjit 

Duara（杜賛奇）は中国華北農村のフィールドワークで、19 世紀の農村社会

においてすべての組織やリーダが正統の秩序を維持するわけではなく、彼ら

の多くのやり方は政府にとって明らかに不法行為であるが、村民に受け入れ

られるという事実を発見した。2李慈銘がこのような保護者としての役目を避

ける以上、彼のまわりに集まってくる人はますます少なくなっていったに違

いない。言い換えれば、彼のネットワークはますます小さくなり、社会関係

資本はますます希薄化する。もし同治九年に郷試に合格しなかったら、以降

の李慈銘の生活は「死水微瀾」（よどんだ水たまりのように活気がない）と

なっていたことであろう。有力な社会関係のネットワークを持たず、また科

挙制度によって公的に認定される人格的優越性もなければ、なんの社会的威

信もあり得ない。李慈銘は「復陳藍洲書」には「階級不寸進、学行不加修、

蟠曲憂患之余、与京華久絶、声望益暗、大吏之推分遠不如昔、主人又非素交」

と自分の境遇を詠嘆している。3自分は科挙試験では成果を挙げてはいないし、

北京の高官とのコネクションもない。かつての声名はだんだん薄れて日常生

活の中にかき消えてしまっている。旧知の官吏は次々と離任し、新しい地方

官には相手にされない、と愚痴をこぼしている。 

翟学偉の『中国社会における日常的権威――関係と権力の歴史社会学研

究』には、個人の地位と権威を日常社会の枠組において分析し、「個人の地

位が下がりあるいは失われると、その人は恥辱あるいは社会関係を打ち立て

る時の挫折を味わわなければならない。この場合、関係の修復あるいは新た

な関係の構築にはいつも仲介人が必要である」と述べている。4拙論「湖楼詩

会考」が明らかにしているが、袁枚は故郷杭州に社会的基盤を持っていなか

                                                      
1 岸本美緒『明清交替と江南社会――十七世紀中国の秩序問題』、東京大学出版会、

1999 年、50-52 頁。 
2 Prasenjit Duara, Culture, Power, and the State: Rural North China, 1900-1942, Standford 
University, 1988. 杜賛奇著／王福明訳『文化、権力和国家：1900-1942 年的華北農村』、

江蘇人民出版社、2003 年、16 頁。 
3 『越縵堂文集』巻五。 
4 翟学偉『中国社会中的日常権威――関係与権力的歴史社会学研究』、社会科学文献

出版社、2004 年、297-298 頁。 
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ったので、南京に寄寓した。彼は晩年に杭州の女流詩人と詩会を行い、女弟

子の身内の官僚とくに現役官僚の男性家族成員を媒介にして、彼自身の社会

威信がいまだ薄弱であった杭州に新たな権力を求め、徐々に杭州におけるみ

ずからの社会基盤を作り出して行ったのである。1もし政治的要素が濃厚なこ

うした雅集がなければ、袁枚はとっくのむかし「非聖無法」の逸脱行為で南

京から追放されていたであろう。袁枚は幸運に恵まれた人であった。彼の会

試の座主と進士同年たちは前後して江蘇の府知事・巡撫・総督などを務め、

彼の政治的な後ろ盾となった。2同様にして、李慈銘の浙江における交遊ネッ

トワーク中の主な地方官人脈の前後の変化を見てみよう。 

①馬新貽。浙江巡撫。同治六年、閩浙総督に昇進。李慈銘の親友呂庭芷（翰

林院編修）は馬新貽の幕府の幕友を務め、馬新貽に李慈銘を推挙したことが

ある。同治七年、馬新貽は両江総督に転任。②高貢齢。紹興府知事。李慈銘

の戸部同官。同治六年、病気のため致仕。③張夢周。山陰県知事。同治六年

前後、満期離任。④詹儀桂。会稽県知事。北京時代の故旧。李慈銘の二番目

の弟が詹儀桂の幕府中にほかの幕友にいじめられたので、李慈銘と詹儀桂の

関係は同治五年以降悪化した。3

李慈銘と親しくしていた地方官たちは、ほぼ同じ時期に人事移動によって、

紹興あるいは浙江を離れた。そのため李慈銘はにわかに政治的な後ろ盾を失

うことになった。また、李慈銘と後任の地方官たちの関係を見てみよう。①

楊昌濬。同治八年から浙江巡撫を代行する。軍功出身（戦功によって出世し

た人）であったため、読書人を好まなかった。李慈銘に対する態度は甚だし

く傲慢で、李慈銘に「兵子」と蔑称されている。4②「山陰県の楊知事は、冠

                                                      
1 拙論「湖楼詩会考――袁枚晩年の文化的パフォーマンス」、大阪市立大学『人文論

叢』第 32 巻、2004 年。 
2 拙論「随園を訪ねてきた人々」、大阪市立大学『中国学志』蠱号、2003 年。 
3 『日記』、同治五年十二月三十日、「此君願而暗陋、不識賢愚、所延幕賓皆軽険無行

之士、招揺賄賂、無所不為、猾吏奸胥、因縁恣肆、民受其害、蓋不勝言。予与故交好、

以好直言、遂浸疏闊。舍弟去歳以楊太守薦為司書記、而幕中人尤不便之、因辞帰」。

それから、『日記』には同治八年に族弟の質屋が無頼漢に略奪されたため詹儀桂を訪

ねた以外、二人の交際記録はない。 
4 『越縵堂駢体文』巻三「送高次封太守帰利津序」には「時浙之大吏、出於兵子」と

ある。 
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をかぶったサルである」。1③「府知事の図麟はマメとムギの見分けもつかな

い」。2「あの人はもともと生気がない。わたしがどういう人物であるかを知

らない」。3

李慈銘が帰郷中に終始良好な関係を保ったのは紹興府の助役徐皋だけであ

る。徐皋も李慈銘の北京時代の旧知である。李慈銘の浙江における地方官人

脈のほとんどは北京から持ち越してきたものであったので、李慈銘が前任の

地方官たちと個人的な関係を打ち立てたのは、彼の在地郷紳としての社会的

威信によるものではない。例えば、同治九年、李慈銘は杭州で郷試を受けた

際、浙江按察使代行の何兆瀛は極めて丁重な敬慕の意を表した。その原因は

「嘗於都下某巨公所見予詞、嘆為百年来所未有」にある。4紹興における李氏

宗族の社会関係資本は衰退しつつあったために、李慈銘に社会的声望をもた

らすことができなかった。またそれ以外にも、当地における李慈銘の社会関

係資源も不足していた。経済資本は言うまでもなく、文化資本でさえ貧弱で

あった。李慈銘は同治九年になってはじめて郷試の関門を突破した。自分の

才能を自負していたが、彼は身分の上では下層知識人の諸生に過ぎなかった。

しかも地位が低い京官の身分も献納によって得たのである。すなわち、彼の

文化資本は無形の知識と教養以外は、より高い等級の科挙試験を受かって与

えられる制度化の保障をもってはいなかった。5それ故に、一旦それらの「保

護者」と「仲介人」が離任すると、後任の地方官と引き続いて新たな社会関

係を打ち立てることができない。もし李慈銘にある程度の田地があり小作料

によって生計を維持することができれば、地方官たちとの社会関係はそれほ

ど重要ではない。しかし、李慈銘は 後に分家した際にもらったわずか五畝

                                                      
1 『日記』、同治七年五月二十九日。 
2 『日記』、同治七年五月二十九日。 
3 『日記』、同治七年五月十日。 
4 『日記』、同治九年八月二十一日。 
5 文化資本とは，家庭環境や学校教育を通して蓄積された知識・教養・趣味や，書物・

絵画などの有形の文化的財や，学校制度や試験によって賦与された学歴・資格などを

含む広い意味での文化に関わる有形・無形の所有物の総体を指す。ブルデュー『ディ

スタンクシオン－社会的判断力批判（Ⅰ）』、石井洋二郎訳、藤原書店、1994 年。 
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の田地さえ売却してしまったので、長い間借金と抵当によって生活しなけれ

ばならなかった。 

その時代において、読書人が可能な生計手段は通常二つに限られていた。

すなわち塾教師と幕友である。紹興は「師爺」を輩出した地方であり、李慈

銘もまた名士であったので幕友になる条件が備わっていた。同治六年（1867）、

張之洞は浙江の郷試副主任試験官として、杭州で李慈銘に出会った。当時、

すでに湖北学政の任にあった張之洞は、共に湖北へ行こうと李慈銘を説得し

た。李慈銘はなお母の喪中であったが、経済的な面を考慮したのであろう、

不承ながらも同行を承知した。同治六年十一月二十三日杭州を出発、十二月

六日に武昌に到着、張之洞の幕府において主に張之洞のために書簡や文書な

どの祐筆を務めた。しかし、一ヶ月後、紹興に帰ることを決め、同治七年一

月十七日武昌を出発、上海経由で、二月二日に杭州に戻った。前後わずか二

ヶ月である。これは李慈銘の生涯唯一の幕友経験であり、張之洞幕府を辞し

た原因は不明である。彼の狷介な性格に関係あるかもしれない。当時、張之

洞のほかに、浙江巡撫馬新貽もかつて彼を幕府に招く意向があったが、李慈

銘が遠慮した。そのかわり彼は馬新貽に書院の仕事を求めた。1それ故に、同

治四年十月、馬新貽は蕺山書院の主講孫編修が亡くなったと聞くと、ただち

に紹興府知事高貢齢に彼を招聘させるように頼んだ。『日記』によれば、主

講の招聘金は銀貨 8 枚（銀 6 両に相当する）であり、月謝は 10 万文（銀 50-60

両に相当する）であった。 

蕺山書院は紹興の有名な書院であり、明末の劉宗周もかつてそこで講学を

行い、また明の滅亡に際してはそこで殉死している。主講として月五六十両

（年 700 両ぐらい）の報酬があるのはかなり高収入であり、例えば銭大昕の

ような大書院山长の報酬も 1200 両にすぎない。したがって、多くの人々はそ

のポストに虎視眈々としていたに違いない。しかも、「越俗侏張、搢紳多闢、

但論資格、不論文章」という資格至上主義の紹興社会において、もし自分が

「以久次諸生而儼然課三舎士、以銅臭貲郎而抗顔為一郡之師」とすれば、人

                                                      
1 『越縵堂駢体文』巻二「与高次封太守辞蕺山書院講席書」、「以処境奇窮、老親蔬水

都無所出、勢不得不藉筆舌之耕、為清白之養。故五月間初謁中丞、其意似欲留弟省垣、

参預諮議。弟揣分量才、只宜以簡寂自処、即面乞一小邑書院為糊口之資」。 
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を心服させることは難しい。二十年前、蕺山書院の主講の任に就いた宗稷辰

が挙人の資格しか持っていなかったので世間の物議をかもした事件があった。

「宗滌甫観察師嘗攝斯席、郷人以其乙科不由翰林、群而嘩之」。李慈銘も宗

稷辰の失敗を繰り返すことを懼れ、わざと何度も辞退した上で就任を承知し

た。1李慈銘が懼れたとおり、「城闕子弟大半桓東少年、益之以老奸無行之巨

紳靦面喪心、欲争此席、以弟不由科甲、嗾而哄之、群狺啀喋、狂犬成市」と

いう大騒ぎが起こった。2李慈銘は邪魔をした三人の名前を列挙し、「其覬覦

之者若童編修・章御史、其齮齕之者若羅賛善」と述べているが3、その中には

先に触れた沈・章・周三人組の章嗣衡の名前がある。 

結局、李慈銘は同治六年ごろやむを得ず主講を辞した。後援者の馬新貽と

高貢齢がその年に離任したのがその主因であろう。袁枚はかつて「近日書院

一席、全以薦者之栄落、定先生之去留」と書院主講とその推薦者の関係は一

蓮托生であることを指摘した。4収入源を失った李慈銘は「貧益甚、至不能挙

火」となった。5書院の主講職を争奪する騒ぎを経た後、李慈銘は紹興の郷紳

社会においてさらに孤立を深め、「慈銘里居、為世大怪」となった。6このよ

うな文化的危機の中には、元来わずかしかいなかった紹興の友人が死亡した

り、あるいは故郷の紹興を去っていたことが含めている。例えば、故旧の周

雪甌・孫蓮士・陳珊士はみな亡くなり7、これまで彼と一緒に明史を討論し彼

に大量の地方文献を貸した傅以礼も同治六年年末に長沙へ幕友として転出し

た。郷紳社会で孤立した李慈銘は、友人宛の書簡の中で紋切り型の論調で紹

興風俗の悪化をつねに悲しみ嘆いている。8

                                                      
1 「与高次封太守辞蕺山書院講席書」。 
2 『越縵堂文集』巻四「復陳昼卿観察書」。 
3 『越縵堂文集』巻五「復陳藍洲書」。 
4 袁枚『随園詩話』巻八·五二条。 
5 『越縵堂文集』巻九「王杏泉墓志銘」。 
6 『越縵堂駢体文』巻二「与平景蓀観察書」（戊辰八月）。 
7 「与平景蓀観察書」。 
8 『越縵堂駢体文』巻二「与沈暁湖書」には「越俗一変、悉為狉獉、岩壑所区、竟成

羅刹。僕夙持清議、見悪郷人」とあり、「与王少鶴通政書」には「比来越俗痺薄尤甚。

金榜無名、李杜不過酒人。白蝋登科、班馬便生今日」とあり、「与潘鄭庵副憲書」に

は「郷俗頑悪、後進険邪。群犬狺狺、見好衣而争吠。膻蕕鬱鬱、樹孤蘭而不芳」とあ

り、また、「与平景蓀観察書」には「後進之士、習為凶傲、瞽行寱言、千唁一吠。搢
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堤防復旧工事事件の失敗は地域社会のリーダとしての李慈銘の社会的威信

に悪い影響を与えたと言うならば、書院主講任用事件の後、彼は文化人とし

ての社会的地位さえ喪失したと言えるであろう。紹興というこの衰退しつつ

ある生活空間において、没落者の李慈銘は大粒の汗をかきながら市井の俗人

の群れにまじって観劇することさえあった。『日記』には「偕季弟・九弟詣

薬皇廟観劇。士夫里居、偶然逐隊作小遊戲亦未遽傷雅道。然以儼然衣冠側於

閒子市人、已為不倫、且地窄人衆、蒸汗成雨、既感沴厲、又廃居諸、終為有

生之大戒也」と士大夫の面子を失ったことを反省している。1彼は絶えず『日

記』中で自分を励ますことによって、生活の困窮の中で徐々に忘れ去られて

いく名士としての意識と身分を感得しようとしていたように見える。こうい

う情況の下、李慈銘の生活空間（主に文化的空間である）はやむを得ず浙西

の省都杭州へと移っていった。『日記』には「窮甚、絶食矣。夜乃買舟赴杭

州為干謁計。然纕服瓊瓊、走将焉往。此所謂飢来驅我去、出門将何之者矣」

と自らの将来を思って茫然自失している。2

2. 浙西へ移転する文化的空間 

県あるはい府の地方官と違って、省都の官員は多額の資金をもっているし、

職務においても県府の役人より多く文教の責任を負っている。巡撫と総督は

学術レベルを高め、風俗習慣を改め、行政を粛正する任務があり、いずれも

咸豊期と同治期の上諭の中にしばしば訓令されている重要な道徳的任務であ

る。省都杭州では、李慈銘は浙江省官員との個人的友情（主に巡撫馬新貽を

介して結んだ関係）を通して、時折生計を維持する仕事を見つけることがで

きた。馬新貽は浙江巡撫・閩浙総督という高官であるが、一方、李慈銘と対

立した紹興郷紳たちの後ろ盾となったのは浙江布政使蒋益澧である。咸豊・

同治年間の官界には異常な現象があった。すなわち軍功は科甲に勝るものと

見なされた。蒋益澧は太平天国を鎮圧する軍功によって出世した人物であり、

左宗棠の一派に属した。馬新貽の方は李鴻章の一派に属し、二つの派閥は犬

猿の仲であったため、馬新貽は李慈銘らの紛糾事件に介入することを望まな

                                                                                                                                     
紳披猖於上、子衿堋頑於下、群愚化之、已成風俗。有識之喟、甚於寇禍」とある。 
1 『日記』、同治九年五月初一日。 
2 『日記』、同治六年元月二十五日。 
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かった。馬新貽は李慈銘を同情したが、どうにもならなかった。1ただ杭州で

李慈銘ためにほかの仕事を探すことぐらいしかできなかった。 

太平天国の戦乱を経て、江南の学術界が学問研究するために利用してきた

学術施設はほぼ跡形もなく失われた。江蘇・浙江などの蔵書楼はほとんど戦

禍に破壊され、大量の蔵書は流失散逸し、杭州の文瀾閣が所蔵していた『四

庫全書』と詁経精舎の蔵書も甚大な破壊を被った。同治三年、左宗棠は浙江

の反乱軍を鎮めた後、書局を設立して『四書五経』を刊刻することを上奏し

たが、『四書五経』の刊刻はただ戦争で機能しなくなった科挙試験を回復す

るためであり、知識人の読書の需要をまかなうにはまだまだであった。そこ

で、後任の巡撫馬新貽は再び書局を設立して書物を刊刻しようと上奏した。

馬新貽は上奏文には「欲興文教、必先講求実学、不但整頓書院、並需広集図

書。浙江自遭兵燹、従前尊経閣・文瀾閣所存図書、均多毀失。士大夫家蔵旧

本、連年転徙也亦成烏有。軍務肅清之後、省城書院如敷文・崇文・紫陽・孝

廉堂・詁経精舍均已先後興復、……惟書籍一項経前兼署撫臣左宗棠創刊『四

書五経』読本一部、余尚未備。士子雖欲購求、無書可読。而坊肆寥寥断簡残

篇、難資考究、無以嘉恵士林、自応在省建立書局重刊、以興文教」と、浙江

省の文化的現状を痛切に述べている。2同治六年、浙江書局を設立した。書籍

の版本の選定や校勘の仕事は杭州詁経精舎の生徒が当たった。同治六年四月

から、馬新貽は浙江書局の総校勘として李慈銘を招聘した。月謝は 20 両であ

ったが、李慈銘は書局の仕事に満足できなかった。原因の一つは給料が少な

いので、生活の収支が合わなかった。3いまひとつは、馬新貽が間もなく両江

総督に転任し、後任の巡撫李翰章（李鴻章の実兄）と楊昌濬はいずれも軍功

出身であった。李慈銘は彼らを「兵子」と蔑称していた。ある日、李慈銘は

新任巡撫の楊昌濬を拝謁しに行ったが、楊昌濬は彼を送り出す際にどうして

                                                      
1 『日記』、同治九年八月初五日、「乙丑冬、郷人羅・章之与予為難也。時二凶挾蒋布

政勢、横甚。公雖不能直、而甚憤之。……次年春、公来越、晤予於舟中、深以前事愧

予、再三致謝」。 
2 馬新貽『馬端敏公奏議』巻五。 
3 『日記』、同治七年十二月初三日、「付賃屋銭三千、付邸報銭五百、還鄭妹夫四番金、

穎堂弟収租船飯費一番金、王福零用両番金、於是昨所得者（浙江書局十一月分の給料

十五番金）去幾尽矣」。 
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も京官に対する礼節で彼を見送るといってきかなかった。楊昌濬の慇懃無礼

な扱いに対し、李慈銘は自分が侮辱されたと思った。のちに『日記』に極度

の憤懣を書き記している。1三つ目の理由は、書局の社会的地位が低く、自分

の名望が傷つけられると感じたからであろう。張之洞宛ての書簡に「浙局校

書、本非鄙意。伍鉛槧於時輩、讎豕魚於手民。既喪本真、亦損資望、豈若泛

緑水、映夫容、為星軺之上賓、操画筱之尺枋」と述べているように、幕友の

ほうがましだと言っている。2それ故に、李慈銘はふたたび書院主講を務める

機会を探した。同治七年、李慈銘は杭州塩運使秦緗業に一通の求職依頼の手

紙を書いて、「倘銭唐一隅有地可食、便当拄杖強起、推鹿車、載妻妾、牽連

相就、並隣而居、取給朝夕之外、時当具壺觴笠屐、相与搴雲於鷲嶺、飧翠於

西渓、遠探皋亭之桃、近藉聖湖之柳。狂興或発、随而入東、尋陽明之洞天、

訪雲門之古寺、飲輒十日、詩賭百篇、此亦一時之佳事也」と述べ、杭州で書

院の仕事を探してくださるように依頼している。3

一方、李慈銘は浙江書局を通して多くの詁経精舎の学者たちと知り合った。

帰郷期間における李慈銘の交遊ネットワークの中で、文化的要素が も高い

グループである。李慈銘は『日記』あるいは書簡の中に何度も書局の諸同僚

の学問を称賛した。例えば「兄（陳豪）等之辞章挙業、元同（黄以周）・鳳

洲（潘鴻）之経学、均甫（施補華）之詩古文、皆非弟所能及」とあり4、「午

後抵書局、晤張玉珊・陳藍洲豪・王松渓麟書・張子虞預・胡嘯梅鳳錦・汪洛

雅鳴皋・朱西泉昌寿諸君、有黄岩王子荘優貢棻亦寓局中、王君専精経典、浙

之篤学士也」とあり5、「夜与子荘談学問事、至鶏鳴始寝」とある。6李慈銘

                                                      
1 『日記』、同治九年五月十九日、「予前日在杭州往謁署撫楊君、其人予素識之、今忽

詞色倨傲、相視落落、予色然駭異。及出、将穿閣就輿、楊相送、予礼辞之、楊曰督撫

送京官体制如是也。予出而大怒、謂小器易盈、何至如是。既思彼以三家村学究驟擁八

騶、作十一郡節使、宜其魂魄已失、彼心目中自朝廷階級外、豈復知有人事。予何求於

兵子輩而軽往取辱、宜当自尤、乃猶以長柄胡盧責人正礼、不更大誤耶。凡書此者、皆

以志吾之過也」。 
2 『越縵堂駢体文』巻二「復張香涛編修書」。 
3 『越縵堂駢体文』巻二「与秦澹如都転書」（戊辰二月）。 
4 『越縵堂文集』巻五「復陳藍洲書」。 
5 『日記』、同治六年八月初一日。 
6 『日記』、同治六年八月十日。 
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は書局の仕事のために杭州へ行くたびに、かつて北京で味わった贅沢三昧の

優雅な生活感覚を探し求めていたようである。例えば、同治九年八月十九日

『日記』には「晡後偕梅卿・梅仙・已蘭・均堂坐輿出鳳山門（杭州の城門―

―筆者注）、至江上袁氏江雲水月舟中、従桂香飲、清談徹旦、復飲酒而帰、

賦『望海潮』詞一闕。是日付酒食資十二番金、賞船婢三老等両番金、輿夫三

番金」と、久しぶりの風流韻事を楽しんだことを記している。また、同治七

年一月、李慈銘は武昌の張之洞幕府から紹興に戻る途中、上海で偶然に何人

かの書局同僚に出会って思わず大喜びして、「遣僕往問肖梅寓、則譚仲修・

張子虞皆在、又聞張玉珊亦至。数日来与庸儈周旋、胸中作悪不可耐、得此、

喜甚。……予宿肖梅寓中、与諸君暢談。是夜、和暖有春意」と春情を満喫し

ている。1李慈銘と浙西の学者たちは、これが機縁となって長期にわたる安定

した個人関係のネットワークを形成した。光緒九年（1883）、直隷総督李鴻

章は「清流党」の李慈銘を買収するために趙銘（桐孫）と許景澄（竹篔）の

個人関係を介して、李慈銘を天津の北学海堂の主講に招聘した。趙銘と許景

澄は李慈銘の浙江書局時代の同僚であった。 

同治九年（1870）、李慈銘は 12 回目でようやく郷試に合格した。翌年 1

月、休暇を終え、また会試に応試するために故郷を去って北京へ戻り、再び

戸部郎中に就いた。以後、二度と故郷に帰ることはなかった。 

五 結論 

太平天国の乱を鎮圧した後、清王朝は中央集権のきわめて安定した封建官

僚システムを再構築した。また革新意識に溢れた大勢の新興の大臣と将官が

官僚機構、特に地方行政政府に入った。内憂と外患の刺激の下、彼らは大い

に洋務に力を入れ、富国強兵と政治革新を唱えた。いわゆる「同治中興」で

ある。アメリカの中国学者Mary C. Wright（芮瑪麗）は名著『同治中興：中国

における保守主義の 後の抵抗』の序文で、「一つの王朝だけではなく、一

つの文明もすでに崩壊したように見えたが、しかし、十九世紀六十年代にお

ける何人かの傑出した人物の非凡な努力のお陰で、清朝と中国文明はとうと

                                                      
1 『日記』、同治七年元月二十五日。 
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う九死に一生を得て、その寿命がなお六十年延びた。これが同治の中興であ

る」と述べている。1しかし、Mary C. Wrightの清朝中興の論点はPhilip A．Kuhn

（孔飛力）とJames M. Polachekから激しく批判された。James M. Polachekは戦

乱後の回復期に行われた実用主義的吏治に対して疑問を抱いている。すなわ

ち紳士と官吏の中の も改革意欲に富んだ人でさえも、現実には虚偽に満ち

た貪婪な存在であって、彼らは民衆の苦しみにまったく無関心であった、と。

2十九世紀七十年代のはじめ、太平天国以前の旧秩序が江蘇・山東・直隷など

各地で回復するにつれて、蘇（州）・松（江）・太（倉）地域の大地主は従

前とおりの脱税行為を行い、山東の胥吏たちは徴収した税金を着服した。ま

た直隷を含む各地では、郷試合格の望みを絶たれた下層知識人が税金徴収人

となり、胥吏とたがいに結託して税金を着服した。そのために在地の地方官

と軋轢を深めることになった。3

本論文は李慈銘という一帰郷官吏の『日記』を通して、「同治中興」とい

う輝かしい栄光の下に広がる巨大な影を見てきた。社会生活において、宗族

はすでに人々の欠かすことのできない生活基盤でもなかったし、国家支配と

社会構造上の重要な構成要件でもなかった。なおいまだ「共同体」（宗族）

の枠組を突破して新たに近代的個人主義的社会関係を構築するには至ってい

なかったが、しかし流動的であり危機を孕んだ競争社会において、宗族がか

つて人々にもたらした互助協同の社会的機能はだんだん弱体化し、宗族はそ

の包容力を失ってしまった。 

筆者がこの論文を書いた当初の意図は、李慈銘の『日記』を通して清末の

社会環境を復元し、具体的な歴史の背景の中で、伝統的学問の殿軍として李

慈銘はいかに読書し、その生活空間が読書空間に対して一体どのような影響

を与えたのか、伝統的学問の終焉の原因は一体何であったのか、などの問題

を考究しようとした。本論文で十分に触れることのできなかった問題は今後

の研究課題としたい。 

 

                                                      
1 芮瑪麗『同治中興：中国保守主義的 後抵抗』、中国社会科学出版社、2002 年。 
2 費正清・劉広京編『剣橋中国晩清史』、上巻書目、中国社会科学出版社、1985 年。 
3 費正清・劉広京編『剣橋中国晩清史』第九章「清代的中興」。 
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附録：浙江における李慈銘の主要な社会関係 

 

①姻戚・族人： 

• 李恭銘。二番目の弟。 
• 李恵銘。四番目の弟。 
• 鄭愷、字は子霞。妹婿。 
• 王寅生。妹婿。 
• 沈孽梅、字は痩生。李慈铭の伯母の息子。 
• 顧春園、叔父。 
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• 張景焘（1797-1875）、字は魯封、馤翁と号す。嘉慶二十三年（1818）の挙人。臨海県儒学

教諭。家に「後雕晩翠楼」という蔵書楼があり、蔵書は一万巻があったが、太平天国の乱で

蔵書は殆ど焼かれた。「年垂八十、越中宿学、惟此一人」（同治八年八月二十一日『日記』）。

李慈銘の伯母の娘は张魯封の息子張存斎に嫁ぎ、孫娘はまた張魯封の孫に嫁ぐ。 
• 章伝坤、字は厚甫、挙人、従兄弟。 
• 陳鳳楼、従兄弟。光緒九年の進士。 

②紹興府（会稽·山陰·蕭山）在地郷紳： 

• 王賛元（1815-1873）、字は蓮伯。会稽の人。咸豊二年（1852）の挙人。咸豊五年から八年

間蕺山書院の主講を務めた。同治七年、徳清県教諭となる。 
• 余輝庭、挙人。 
• 孫廷璋、字は蓮士。「会稽孫君蓮士、予学正同年友也。天才藻麗、卓絶時輩」（『越縵堂文

集』巻二「亢雲堂集序」）。「喜説文、毎以隠僻之文施諸箋札、予屡規之」（同治五年三月

二十五日『日記』）。同治五年十月十七日に四十二歳で亡くなった。 
• 孫廷璐、字は琴士。同知。廷璋（蓮士）の兄。 
• 孫垓、字は子九、少楼と号す。諸生。詩人。李慈銘・周光祖・陳寿祺・孫廷璋・周星誉・周

星詒・王星誠など会稽の文人と一緒に「言社」という詩社を作った。終生出仕しなかった。

塾教師と幕友で生計を立てた。 
• 鐘慎斎。蕭山の人。挙人。李慈銘と一緒に帰郷した後、義烏県訓導となった。常に李慈銘に

生活様式を正すように忠告し、時々李慈銘に経済的援助をした。 
• 姚寶卿、商人。李慈銘は同治四年に紹興市内にある姚氏の家を借りている。 
• 秦増熙、字は鏡珊、秦金鑑の息子。秦金鑑（1807-1865）、字は厚斎、友芝と号す。道光十

四年（1834）挙人、道光二十年進士。高密県知事・建寧府知事・興泉永兵備道・按察使代行

を歴任。 
• 王英瀾、字は紫生、杏泉と号す。訓導。医学に精通し、いつも李慈銘と李の母親を診察した。

「已丑、余帰自都、滄海之後、親朋凋尽、君与張丈・顧丈皆無恙、而張耋老、顧居遠城、不

数見。数見者惟君」（『越縵堂文集』巻九「王杏泉墓誌銘」）。 
• 王継香、字は芝仙、王杏泉の次男、李慈銘の弟子。光緒十五年の進士。「年少好学、虚心下

人、所造正未可量。吾越後生多喜習浮薄、妄言穢行、狎侮長者。孝廉温文自守、尤難能也」

（同治七年九月五日『日記』）。 
• 孟慶綸。諸生。李慈銘の弟子。 
• 傅以礼、字は節子。李慈銘はいつも傅節子から本を借り、互いに学問に励んだ。著作には『残

明宰輔表』がある（同治六年五月二十二日『日記』）。『越縵堂駢体文』巻二「答傅節子書」

には「足下揅精群籍、於明史尤足成一家之学」とある。 
• 王詒寿、字は眉叔、訪梅と号す。諸生。兪樾の弟子。李慈銘は彼の『縵雅堂詩』を評点し、

「才情清雅、律・絶・近体頗華秀、近明之何・薛・皇甫諸家」と述べている（同治五年三月

二十九日『日記』）。李慈銘は郷試が合格した後、王詒寿に頼んで塾教師の仕事を探した。 
• 馬賡良、字は幼眉。李慈銘は彼の『拙怡堂詩』を評点し、「其詩読書尚少、未能成家。然才

致清新、近体具有心意」と述べている（同治五年四月三日『日記』）。 
• 宗稷辰（1792-1867）、字は滌甫、迪楼と号す。道光元年（1821 年）挙人。内閣中書。戸部

員外郎。御史。給事中。山東運河道。山東塩運使。致仕後、餘姚の竜山書院・山陰の蕺山書

院の主講を務める。『越縵堂文集』巻八「陳壽祺王星誠孫廷璋三子伝」には「時御史宗先生

稷辰方里居、創四賢講社、招致英俊。予与之（王星誠）皆著録。一日、予与宗先生論学不合、

宗先生嗤点予文、君聞之、怒甚、以告予、予遂不復至宗先生門、君亦不往。宗先生屡好言相

謝、両人始復称弟子、然終不以所作示先生矣」とある。 
• 沈麟書、字は雲帆。諸生。味経堂書店の主人。 
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• 沈宝森、字は曉湖。浦江学官。 
• 胡寿謙、字は梅卿。刑部に務める。 
• 胡寿頤、字は梅仙。車駕司に務める。 

③浙江省・紹興府の地方官： 

• 馬新貽（1821-1870）、字は谷山。山東荷沢の人、回族。道光丁未科（1847 年）の進士。

初は安徽建平・合肥県知事を務め、太平天国戦争中に軍功があって、同治二年（1863）、安

徽按察使・安徽布政使に昇進、翌年、浙江巡撫となった。同治六年（1867）にまた閩浙総督

に昇進、同治七年に両江総督兼通商事務大臣となった。同治九年に暗殺された。「端敏」と

謚されている。 
• 楊昌濬、石泉と号す。浙江按察使・浙江布政使・浙江巡撫を歴任。『越縵堂駢体文』巻三「送

高次封太守帰利津序」に「時浙之大吏、出於兵子」とある。 
• 薛慰農、字は時雨。前杭州府知事。 
• 王慶勛、字は叔彝。上海の人。紹興の塩茶抽厘局主事。浙江候補道。李慈銘の二番目の弟に

松下厘局司の会計の仕事を与えた。 
• 楊豫庭、字は叔懌。咸豊五年（1855）挙人。前紹興府知事。同治七年から寧波府知事となる。 
• 高貢齢、字は次封。紹興府知事。李慈銘の戸部同僚。常に李慈銘を援助する。 
• 図麟、同治七年から紹興府知事となる。李慈銘の才能を買わなかった。 
• 詹儀桂、字は月艛、湖北安陸府鐘祥県の人。道光二十六年（1846）挙人。会稽県知事。李慈

銘の二番目の弟は詹の幕府で幕友を務めたが、ほかの幕友にいじめられてやめた。 
• 張夢周、山陰県知事。 
• 楊恩澍、字は笙吾。張夢周の後任。「山陰楊令、沐猴而冠」（同治七年五月二十九日『日記』）。 
• 徐皋、字は介亭。貴州の人。紹興府助役。同治九年に浙江乍浦同知となる。 
• 莫元邃、字は意楼、紹興府助役。 
• 謝永祐、字は青芸。湖南の人。紹協副将。軍功をもって総兵巴図魯に至る。 
• 秦緗業、字は淡如。無錫の人。都転運使。刑部侍郎秦瀛の息子。 
• 李爽階、天台県知事。諸暨県知事。銭塘県知事。李慈銘の二番目の弟は彼の幕友となる。 
• 何兆瀛、字は青士。江寧の人。礼部尚書何汝霖の息子。杭嘉湖道・浙江塩運使・浙江按察使

代行を歴任。 

④杭州（主に浙江刻書局の）郷紳： 

• 陳豪、藍洲と号す。仁和の人。同治九年優貢。書局同僚。『清史稿』に伝記がある。 
• 黄以周、字は元同。定海の人。同治九年挙人（李慈銘の郷試同年）。書局同僚。父黄式三と

共に三礼に精通する。李慈銘はかつて黄以周と一緒に喪礼を論じたことがある。 
• 施補華、字は均甫。烏程の人。同治九年挙人（郷試同年）。兪樾の弟子。書局同僚。 
• 王麟書、字は松渓。同治九年挙人（郷試同年）。同治十三年進士。書局同僚。李慈銘は彼を

「専精経典、浙之篤学士也」と称賛した。 
• 趙銘、字は新又、桐孫と号す。秀水の人。同治九年挙人（郷試同年）。書局同僚。 
• 許景澄、字は竹筠。同治七年進士。翰林院庶吉士。 
• 潘鴻、字は鳳洲。同治九年挙人（郷試同年）。書局同僚。 
• 朱一新、字は栄生。義烏の人。同治九年挙人（郷試同年）。光緒二年進士。俞樾の弟子。「義

烏朱一新・朱懐新兄弟、慎斎言其年少有美才、能為漢学、今亦与選」（同治九年九月十五日

『日記』）。 
• 朱昌寿、西泉と号す。仁和の人。同治九年挙人（郷試同年）。書局同僚。 
• 張玉珊、書局同僚。 
• 張預、字は子虞。光緒九年進士。書局同僚。 
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• 胡鳳錦、字は歗梅。書局同僚。 
• 汪鳴皋、字は洛雅。書局同僚。 
• 王棻、字は子莊。黄岩の人。優貢。『説文』に精通する。 
• 李宗庚、字は子長。県知事。書局同僚。 
• 沈晋藩、字は恒農。書局同僚。 
• 許郊、字は子社。 
• 高呈甫。明経。書局同僚。 
• 黄質文。書局同僚。 
• 譚献（1832-1901）、字は仲修、復堂と号す。仁和の人。同治六年挙人。安徽の歙・全椒・

合肥・宿松県知事を歴任。致仕後、武昌の経心書院の主講を務める。著作は『復堂日記』・

『復堂類稿』などがある。書局同人。 
• 孫衣言、字は琴西。瑞安の人。太僕寺卿。杭州紫陽書院主講。著名学者孫詒譲の父。書局同

僚。 
• 張鳴珂、字は公束。嘉興の人。拔貢。書局同僚。張鳴珂『寒松閣談芸瑣録』には「丁憂旋里、

馬端敏師聘入書局、与予一灯讎校、甚相得也。……君長於三礼之学、而詞章尤勝」とある。 
• 許誦禾、字は子頌。優貢。海寧の人。浙西の望族出自（同治九年閏十月二日『日記』）。 
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山陰李氏大支志善派南池房世系図 

 

登瀛（殿纂公）★                                                 11世 

 

杜（横川公）▲                                              12世 

 

 

建煦●        煌     照           建杰           輝     建烈●          熙                           13世 

 

 

台▲       堦       壎▲  策増                  騰奎         芳春▲  鳳詔▲ 坤元     詩    策堂●              策堅                 14世 

   

 

鑩     鑲   鎧勳     釗● 鎮勳       鉞勳        銓勳     鎬勳▲ 錫勳▲   青▲   欽▲            鈺▲                15世 

 

 

鄂輝▲ 光瀚   鴻  鼎   治▲淞  寿  伝蕙 師晟    沐霖    際春     光涵★             泰        伝洵  伝洙            16世 

    

   

 従善  国本  寿嵩▲ 鐘騏   惠銘 榞 煥  瑢  寿銘▲ 家璜 家瑛 家珩 家琪 国和▲国琇★  国彬● 国恵   懋 恭銘  慈銘★    憲銘 椿齢 恩銘        17世 

                                            

 

                                  文純 文治     恩圭 恩栄 恩培                                 孝谷    孝来       維焯 儒琛                18世 

 

★ 進士  ● 挙人  ▲ 諸生 
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  養子縁組 

[注]この図は浙江図書館所蔵の『山陰李氏家譜』より整理、李慈銘の日常生活に関わった一部だけの族人を列し、完全系譜ではない。 
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