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大阪市立大学都市文化研究センター・中央研究院近代史研究所 

「近代東亜城市的社会群体与社会網絡（近代東アジア都市の社会グループと社会ネットワーク）」 

国際学術研討会 

International Symposium on “Social Groups and Social Networks in Modern East Asian Cities.” 

 

2012 年 7 月 24～25 日 

於 （台湾）中央研究院近代史研究所檔案館中型会議室 

 

Ⅰ プログラム 

 

【7 月 24 日（火）】 

9:00-9:20 受付 

9:20-9:30 開幕式 黄克武 所長 

9:30-10:20 基調講演 

 葉文心 「系統与網絡：城市研究的幾個思考（システムとネットワーク：都市研究の幾つかの思考）」 

10:20-10:40 休憩 

10:40-12:00 パネル１：城市間的網絡互動（都市間ネットワークの相互作用）（司会：劉石吉） 

 仁木宏 「16 世紀日本における都市相互関係―闘争、ネットワーク、ヒエラルキー―」 

 張寧 「従蒙古到関内：英式賽馬下的社会網絡（蒙古から関内へ：イギリス競走馬の社会ネットワーク）」 

 朱瑪瓏 「港際的文明絮語：城市商業網絡与十九世紀中国沿岸気象学（商港間の文明のつぶやき 

―都市商業ネットワークと 19世紀中国の沿岸気象学）」 

12:00-13:40 昼食 

13:40-14:40 パネル２：商人群体与商業網絡（一）（商人グループと商業ネットワーク（一））（司会：劉序楓） 

 塩卓悟「宋代都市における魚食文化と魚行・魚商」 

 賴毓芝「Money, Networking, and Leisure: The Trade in Japanese Illustrated Books and the Rise  

of Lithographic Printing in Shanghai（金銭，ネットワーク，及びレジャー―上海におけ 

る日本絵本貿易と石版画の興起）」 

14:40-15:00 休憩 

15:00-16:30 パネル３：商人群体与商業網絡（二）（商業グループと商業ネットワーク（二））（司会：陳国棟） 

 頼恵敏「清末庫倫的晉商及其行業（清末クーロン（ウランバートル）における晉商及びその業種）」 

 田宓「従朝貢貿易到条約体系―清代辺疆秩序与帰化城商人研究（朝貢貿易から条約体系へ―清代辺境 

秩序と帰化城商人の研究）」 

 楊煜達「清代雲南礦業中的投資者及相関問題（清代雲南の鉱業における投資者及び関連する問題）」 

16:30-16:50 茶敘 

16:50-17:50 パネル４：大阪経験（大阪の経験）（司会：井上徹） 

 塚田孝「近世大坂の垣外仲間と人別」 

 川野英二「現代大阪の貧困と社会的紐帯の脆弱化」 
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【7 月 25 日（水）】 

9:00-9:20 受付 

9:20-10:20 パネル５：僑居者与在地社会的互動（一）（移住者と在地社会の相互作用（一））（司会：林美莉） 

 劉海岩「一個特殊的群体：民初政治与租界「寓公」（天津イギリス租界工部局の「寓公」―民国 

政治と租界生活）」 

 王標「晩清京官的同郷網絡―以李慈銘『越縵堂日記』為中心（晩清京官の同郷ネットワーク― 

李慈銘『越縵堂日記』を中心に）」 

10:20-10:40 休憩 

10:40-12:10 パネル６：僑居者与在地社会的互動 (二）（移住者と在地社会の相互作用（二））（司会：連玲玲） 

 郭美芬「移民、都市与認同：二十世紀初澳洲雪梨華裔商会、政治結社与伝統会党的社会網絡比較 

（移民、都市とアイデンティティ：二十世紀初期オーストラリア・シドニーの華裔商会、 

政治結社と伝統会党の社会ネットワーク比較）」 

 伊地知紀子「大阪と「故郷」と結ぶ在日済州島人の同郷ネットワーク」 

 張志雲「重新思考「華洋平等」的意義：以中国海関的華籍関員為例，1927-1937（「華洋平等の意義」 

    再考―中国海関の中国籍職員を事例として（1927-1937）」 

12:10-13:40 昼食 

13:40-15:10 パネル７：政治網絡的嬗変（政治ネットワークの変化）（司会：康豹） 

 平田茂樹「宋代科挙社会のネットワーク」 

 孫慧敏「朱家驊長浙時期求職函件中展現的社会網絡（求職書に探るソーシャル・ネットワーク― 

朱家驊が浙江省主席の在任期間に受け取った求職書をめぐって）」 

 李鎧光「国共内戰時期上海市参議員群体及其社会網路（国共内戦時期における上海参議会議員グル 

ープとその社会ネットワーク）」 

15:10-15:30 休憩 

15:30-17:00 パネル８：知識、文化与網絡（知識・文化とネットワーク）（司会：王正華） 

 野崎充彦「15 世紀朝鮮における宗教文化―儒・仏・道・風水の諸相」 

 林志宏「1930 年代北京的兩次城市規画、調査及其人事（1930 年代北京における二度の都市規画・ 

調査とその人事）」 

 雷祥麟「麻黄与常山的科学研究：科技物的社会技術網路（麻黄と常山の科学研究―科学的産物の 

社会－技術ネットワーク）」 

17:00-17:20 休憩 

17:20-18:20 総合討論（司会：巫仁恕） 

 発言者：井上徹「関於東亜城市文化形成的歴史理解（東アジア都市の文化形成に関わる歴史的把握）」 

 対談者：葉文心 
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Ⅱ 各報告概要 

 

葉文心「系統与網絡：城市研究的幾個思考（システムとネットワーク：都市研究の幾つかの思考）」 

 本報告は，中国の前近代都市に関する研究を回顧しつつ，都市を特定の歴史空間とみなし，新たな問

題視角の設定を試みる。空間としての都市については，従来，システムとネットワークという 2 つの形

態に関して議論が積み重ねられてきた。第一の形態は，都市の設置・建設・行政プランから着手し，都

市を，境界を持つ特定空間と見なすことである。この空間は，異なる地理環境の中で立ち現われてくる。

都市生活は，区切られた空間範囲内で自然にシステムを形成し，都市は，ある特定の社会・経済・文化

関係の空間担体となる。第二の形態は，地理的な観点から，あるいは交通や交易方法から，各種の交易

や流動機能の凝集点としての都市の機能に着目するものである。都市は各種の関係ネットワークの中枢

で，都市の活力はそのネットワークにある。都市の形ある境界はもはや重要ではなく，都市の機能の及

ぶ範囲に従って拡がっていく。システムの形態で都市空間のモデルを描き出せば，都市には境界がある

以上，システムは規定の空間構造によって発展する。空間はシステムに対して制約を与えるものでもあ

り，都市体系内の権力関係の作用は都市空間の中に集中的に現れる。都市史研究の対象は，ある特定空

間領域内に発生した現象である。一方，ネットワークの形態で都市空間のモデルを描く場合，空間構造

は，ネットワークの活力を体現すると同時に，ネットワーク構造もまた空間構造の体現形態に影響を及

ぼす。この時，都市史研究の対象は，ある 1 つ以上の特定空間領域相互の関連である。システムとネッ

トワークは，いずれも人・物・記号・資本の集中や分配の機能を持つ。システムが重視するのは構造秩

序であり，ネットワークが重視するのは動力と活力である。過去の啓蒙的な都市史研究の多くが，都市

の空間的特質には注意を払わず，十分に問題化・歴史化されてこなかった。異なる歴史時期において，

都市には異なる人地関係が拡がる。都市空間の形成は異なる物質文明の基礎の上に成り立つ。価格技術

史の視野は，都市形態の歴史的変化を考える上で手助けとなる。都市の空間や時間は，異なる権力資源

の構造の下で，異なる組織や科学技術に依りつつ，異なる形態の商品化や社会化を出現させることがで

きる。近年の研究は，次第に国民国家を主体とするような歴史構築が希薄化しつつあり，翻って現代的

な問題，すなわち現代の権力システム及び科学技術ネットワークの操作の下における人間の日常的境遇

の問題が注目されている。都市空間に関する歴史研究を切り拓き，空間構造がシステムとネットワーク

を通じていかに構築されるかを考え，資源と権力の集中及び分配を，一般の人々の生態構造の上に系統

的に操作することは，新たな学術の命題と方法を構築する手助けとなる。 

 

仁木宏「16 世紀日本における都市相互関係―闘争、ネットワーク、ヒエラルキー―」 

仁木報告は，16 世紀の都市内，都市間で発生した闘争，あるいは都市間で結ばれた相互関係を明らか

にし，当該時期の日本の都市の特徴について論じる。16 世紀の中規模以上の都市の多くは，都市の基礎

単位となる地縁共同体である「町」と，町が複数集まって形成する都市そのものである「惣町」の二重

構造をとり，一定程度の自律性を備えた各都市は，町の独立性や自律性の高さから，都市内で町同士の

対立が生じることがあった。1532 年，京都の都市勢力が武力で山科を攻撃した事件は，法華宗信徒の

多い京都と一向宗本願寺を中心とする山科の宗教対立と捉えられるが，その背景にあるものは経済対立

であり，山科の成立発展が京都の経済圏の一部を侵すものであったために生じた都市間の紛争であった。

16 世紀の大阪平野では，陸上・水上網んも発達に伴い，港町や交通都市，宗教都市，城下町が林立して

おり，これらの都市の類別や領主は多様で，ゆるやかな都市ネットワークを形成していた。  
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張寧「従蒙古到関内：英式賽馬下的社会網絡（蒙古から関内へ：イギリス競走馬の社会ネットワーク）」 

 張報告は，19 世紀中国に設けられたレースクラブ（跑馬総会）を事例として，3 つの方面から英国レ

ースクラブの社会ネットワークを検討した。一つ目は，馬匹貿易路線の確立であり，二つ目は，中国人

と西洋人との間で競馬を介して形成された交流ネットワーク，三つ目は，馬主がどのように競馬を利用

することで，社会ネットワークを構築したのかについてである。結論は以下の通り。まず，イギリス競

走馬のネットワークは，単一のネットワークではなく，大きなネットワーク内の一小圏であった。その

範囲は，中国本土に限られず，北は蒙古より南は香港に及ぶもので，広く馬匹貿易の足跡が見とめられ

た。レースクラブを介して人脈を発展させた者には，中国人・西洋人ともに存在していた。社会ネット

ワークについて見れば，イギリス競走馬は実に国籍をまたぎ，さらには国境をまたぐ利器であった。 

 

朱瑪瓏「港際的文明絮語：城市商業網絡与十九世紀中国沿岸気象学（商港間の文明のつぶやき―都市商 

業ネットワークと 19 世紀中国の沿岸気象学）」 

 朱報告は，19 世紀後半の中国通商港で発行された英字新聞を基礎史料として，1880 年代前後に「電

報気象学」がどのようにして中国沿岸で出現したのかを明らかにする。海底ケーブルの連結によって，

上海と香港の二大開港場は，当時の「中国沿岸気象学」の中心となった。この両都市は，個々の政治的・

社会的背景のもとで，専門的な台風予報サービスを開始し，両都市による競合が生じた。両都市の気象

サービスの主要対象として，沿岸の海運業者や保険業者は，各地での出版を英字紙に転載することで，

世論を形成し，気象機器による観測・通報・予測システムの設立および完備を推進した。実際に，商人

集団は，19 世紀上海，香港の最重要西洋人社会集団であり，彼らが新聞紙上で行う気象システムに対す

るアピールは，しばしば当局に重視され，気象学関連の運営に関する主要勢力となった。とりわけ彼ら

にとって，台風は，直接的に彼らの生活を脅かす存在であり，世論を作り出し，各方面の勢力を糾合す

ることで，台風予報システムを設立，改善していった。このような事例は，「港際」が情報流通および

世論形成の単位となることを明確に示している。 

 

塩卓悟「宋代都市における魚食文化と魚行・魚商」 

 塩報告は，北宋代の開封と南宋代の臨安における魚食文化や，両都への流通ネットワークを担う魚商

や魚行について考察する。結論は以下の通り。羊肉など獣肉中心の華北の食文化に属する開封と，そう

した華北の食文化と魚肉を主とする江南食文化とを融合・発展させた臨案の肉食文化とを比較検討した

ところ，羊肉中心であったと考えられる開封の魚食文化が，臨安には及ばないものの，庶民層を中心に

一定の発展をみせていたこと，および臨安の突出した魚食文化の様相が明らかとなった。開封への魚介

類の流通を担った魚商は，遠くは山東，特に沿海部の海魚や江南からも魚介類を販運する者もおり，開

封における全国的市場網という物流システムや開封の魚食文化を支える存在であった。一方の臨安は，

蘇州や湖州といった近隣の州からの魚介類の搬入はあるものの，浙東地域の海水魚や淡水魚の塩魚・乾

魚がその最大の供給源であり，そうした魚介類の臨安への流通を担ったのが，臨安への魚介類販運を専

業とした魚商たちであった。開封の魚行が，同業者組合組織として機能していなかったのか，それとも

魚行そのものが存在していなかったかのどちらかであるのに対し，臨安の魚介類の行は，集荷や販売に

便利な場所に設置され，臨安城内外における魚介類の仕入れや販売を一括して行っており，飛躍的に発

達した臨安の魚食文化と，膨大な魚介類を臨安に供給する必要があったという社会的背景によるもので

あった。
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賴毓芝「Money, Networking, and Leisure: The Trade in Japanese Illustrated Books and the Rise of  

Lithographic Printing in Shanghai（金銭，ネットワーク，及びレジャー―上海における日本 

絵本貿易と石版画の興起）」 

 賴毓芝報告は，19 世紀末の上海における，書籍流通の実態とそこに垣間見える都市文化を描き出す。

1880 年代から，日本からの輸入書を販売する広告が数多く『申報』に現れるようになる。大部分は絵

入りの絵画制作のマニュアル書であり，限られた書店や個人しか，これらの書を購入する者はいなかっ

た。これは歴史上，日本書が最初に中国に流れ込んだ記録であるが，それではなぜ日本書，とりわけ絵

画制作のマニュアル書が，当時の上海でもてはやされていたのか。誰が，どのようにして，どんな書籍

が上海市場で販売するために選ばれたのか。この疑問に答えるためには，当時の上海が中国出版史上の

転換期にあったことを念頭に入れておく必要がある。当時は，商業目的のために石版画と銅版画が導入

され，互いに競合していたばかりでなく，中国伝統の木版画とも対抗していた。そして，新しいメディ

アである新聞広告の助けを借り，市場で入手できる本の種類も数量も，空前の規模になっていた。そう

したなかで，絵本を読むこと，とりわけ外書やエキゾチックな挿し絵入りの書籍を読むことが，19 世紀

末の上海における都会的レジャー生活の一部となりつつあったのである。このことは，コスモポリタン

的な都会を背景に，金銭により熱せられ，視覚的な娯楽を渇望する市民の姿を反映するものであった。 

 

頼恵敏「清末庫倫的晉商及其行業（清末クーロン（ウランバートル）における晉商及びその業種）」 

 頼恵敏報告は，中国第一歴史檔案館に収蔵されている満文檔案，およびモンゴル共和国国家檔案館の

檔案，さらには台北国立故宮博物院宮中硃批，軍機処録副奏摺，中央研究院檔案館に所蔵されている『総

理各国事務衙門』，『外務部』，および蒙蔵委員会蔵モンゴル共和国国家檔案局の檔案などをもとに，清

末の庫倫における山西省出身者の商業活動を論じるものである。庫倫の商民弁事衙門は，商人を管理す

るために，各種の檔冊を編纂しており，長期にわたって商号の舗戸数，規模，および人数などを把握し

ていた。このような事例は，伝統中国の都市においては稀なものであった。庫倫における商号の多くは，

張家口，帰化城にある支店であった。山西省出身者の商号の本店は，張家口の上堡に集中しており，棧

房を設けてロシア関係の貨物を貯蔵していた。張家口には，ロシア語を話す商人が多く，庫倫の商人も

張家口でロシア語の訓練を受けていた。1860 年に北京条約が締結されると，ロシア商人が中国で貿易

を行うようになったが，その際にも張家口に公司（会社）が設立されていた。晉商とロシアの貿易は，

19 世紀の茶葉貿易を通して活性化されたが，北京条約の後，ロシア人が中国国内で貿易を開始し，また

シベリア鉄道が敷設されたことによって，急速に廃れていく。そこで，晉商は，ロシア人とモンゴル人

との中継貿易や金融業に身を転じた。また晉商は，モンゴル地域の農牧開墾や材木行の経営も行ったが，

さまざまな困難に遭遇した。 

 

田宓「従朝貢貿易到条約体系―清代辺疆秩序与帰化城商人研究（朝貢貿易から条約体系へ―清代辺境秩

序と帰化城商人の研究）」 

 明清商人研究の中で，「商人と商業資本」の問題については，商人の資本蓄積の過程の検討を通じて，

明清時期の商業発展および中国伝統社会の経済活動に関する特徴のいくつかが明らかにされてきた。国

家の勢力と「商人と商業資本」発展の間の関係の問題は，このような研究の一環として位置づけられる

ものである。田報告は，この問題意識に従いつつ，「帰化城の商人」を中心として清代国家の辺境秩序

と商人活動との関係について，「朝貢貿易と商人の勃興」，「西征朔漠と随営貿易」，「部票制度と実際の
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運用」，「西北の兵火と軍餉匯兌」，「条約体系と商人行為」の 5 つの方面から検討した。モンゴル入貢の

主要の経路のひとつとして商業が栄えた帰化城は，戦略的意義も有していたため，商人は当地への兵糧

輸送などの活動に従事することで発展の足がかりを得た。ジュンガル部への西征が終わると，新疆やモ

ンゴルの地に軍隊を駐留させ，当地の軍民の便宜を図るために，帰化城の商人を含む彼らの交易活動を

奨励した。朝廷は，こうした交易活動を「部票」制度を通じて管理したが，その実際の運用は条文の規

程とおおきくかけ離れており，さらに後になって帰化城の商人は票号とよばれる組織を設立して金融活

動を行うようになった。西北「回乱」の際，帰化城は，重要な兵站のひとつとなり，城内の票号も軍餉

匯兌の業務を請け負った。民国以後は，清朝の崩壊に伴って，帰化城の票号もその勢力を失っていった。

以上のように，清代の帰化城の商人経営と商業活動は例外なく国家の主導の下で完成したものであった。 

 

楊煜達「清代雲南礦業中的投資者及相関問題（清代雲南の鉱業における投資者及び関連する問題）」 

 清代雲南の鉱業は，中国伝統時代の頂点に達した。この問題は，これまで主として資本主義の萌芽を

めぐる研究の中で取り扱われ，生産過程における投資家と労働者の関係に焦点があてられてきた。楊報

告は，特に投資家の資金の出所や身分，投資行為，投資家の社会ネットワークを検討の中心におく。清

代鉱業において，投資家は，鉱山採掘への投資，冶金への投資，鉱産物の運送販売業者の三種に分かた

れる。このうち，鉱山採掘への投資が，最もリスクが大きいと同時に小額の投資で大きな利益を得るこ

とができた。投資家の身分については，有力商人，地方の名士，鉱山の技術者集団，および官僚集団が

いた。彼らの資金の出所としては，官吏在職中の蓄えや，自己の権勢を利用し，特定の商人を保護する

ことで得られる配当金などが用いられた。実際の投資に際しては，一連の規則が整備された。まず投資

における株式制の協力関係が整えられ，とりわけ技術者が重んじられ，採掘業者の中で専門技術者が鉱

物資源の分配に参与する特権を得ていた。また，坑道やそれに付随して得られる鉱物資源の使用規則に

ついても，使用権の譲渡や廃棄物の法廷所有権などが定められた。さらに，「上前人」とよばれる専門

の代理人集団が出現し，投資家に代わって鉱山の直接経営を行うようになった。このことは，投資家が

経営する鉱業生産組織が近代企業の特徴を備えていたことをものがたる。最後に，投資家の社会ネット

ワークについて，主要な工業都市では，投資家が複雑なネットワークを形成し，会館を組織した。会館

は，同郷人とのつながりを通じて，異なる投資手段と投資集団を発展させたり，労働者の募集にも一役

買っていた。 

 

塚田孝「近世大坂の垣外仲間と人別」 

 日本近世は都市の大いに発達した時代といえ，人口が数十万から百万に及ぶ巨大都市が形成された。

こうした都市に必然的に生成されるのが都市下層の貧困層であり，当時の貧困層（乞食・貧人）は，非

人ともよばれ，垣外仲間という集団を形成した。塚田報告は，1698 年（元禄 11）の悲田院垣外の人別

帳を検討し，そこからうかがえる垣外仲間の構成を提示する。結論は以下の通り。まず，悲田院垣外の

宗門人別帳は，長吏・二老・小頭を中核とする垣外仲間によって把握・作成され，天王寺村の庄屋や年

寄に渡された後，代官所に提出されており，ここから自立性をもつ垣外仲間の存在を確認できる。続い

て，垣外仲間は，「悲田院中間」「手下新非人」「新屋敷手下非人分」という 3 つに階層区分されていた。

このうち中心部分をなしていたのが「悲田院中間」で，彼らは集団的結集を遂げ，固定化傾向を示しつ

つも，未だ外部からの流入が継続していた。ここでは，「悲田院中間」所属者との婚姻が契機となって

いる可能性がある。夫婦ともに外部からの流入であれば，それは個別的な契機が存在したのであろう。
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弟子として包摂される場合も，その個別景気のひとつであったと考えられる。またこれに対し，「手下

新非人」「新屋敷手下非人分」は，「悲田院中間」の下位に集団的に編成されたものと位置づけられる（下

位編成包摂）。詳細は不詳であるが，「新屋敷手下非人分」に新屋敷とある以上，一定のまとまった空間

が想定される。これは，1683～4 年（天和 3～4）に生じた市中非人追払いに伴って包摂されたと推測さ

れる。「手下新非人」については判断するための情報がないが，道頓堀垣外の長吏・小頭が難波村領内

と大阪市中の境界域に点在する野非人についての人別を掌握し，管轄下においていたことから，同様の

状況が存在していた可能性がある。 

 

川野英二「現代大阪の貧困と社会的紐帯の脆弱化」 

 大阪市の失業率と最低生活保障率の高さ，および自殺率などの社会指標からみて，大阪には，深刻な

都市社会問題が存在しており，他の都市と比べても突出しているといえる。そもそも近代の大阪市は，

多くの労働者を国内外から吸収していったが，急速な拡大に対応する都市計画の未整備などによって，

スラムなどの多くの都市社会問題を抱えていた。工業都市大阪の都市社会問題は，高度経済成長などに

よって，いったんは不可視化したものの，大都市における工場の設置を制約する工場立地法の制定，お

よびポスト工業化の時代を迎えると，工業都市大阪の衰退はいっそう顕著なものとなった。現代の大阪

も，この時代に形成された地域社会構造が持続しており，現在の大阪市住民の職業構成を見ても，専門

管理職層は中心部から南北を走る上町台地を中心に集住し，インナーリングには，ブルーカラー層が居

住する構造になっている。川野報告は，大阪市立大学の研究グループが 2011 年に実施した調査におい

て，「貧困」とみなされている生活保護受給者の多い地区で，住民がどのような生活や意識をもってい

るのか，「空間的ゼグリケーション」「内部対立」「社会的紐帯の脆弱性・断絶」の指標を用いて記述的

な分析を行った。結論として，多くの地区に経済的困難や地域環境，社会的紐帯の弱さがみられるが，

それでも地区によって多様性があることが判明した。 

 

劉海岩「一個特殊的群体：民初政治与租界「寓公」（天津イギリス租界工部局の「寓公」―民国政治と 

租界生活）」 

 「寓公」は，民国初期に天津租界で生活を営んでいた特殊な社会集団で，勢力を失った軍閥，在野官

僚，満清貴族などを含み，民国初期の天津租界で一定の規模となり，租界社会における華人上層階層の

主要メンバーであった。この「寓公」集団の盛衰から，我々は民国初期の政局の変遷と租界社会との間

のある種の微妙なインタラクションをみることができる。劉報告は，「寓公」集団の分析を通じて，天

津租界における華人上層階層の構成上の特徴を検討しようとする。まず，租界独自の社会類型と「寓公」

集団の特殊な構成により，華人上層階層の社会ネットワークは独特の特徴をもち，派閥・政党・同僚・

君臣・同郷・同窓などはいずれも社会ネットワーク形態に影響する要素となった。また，「寓公」集団

の社会ネットワークの存在とその活躍の程度は，北京政局の変化とも一定の関係を有した。また本報告

では，彼らがどのように，それぞれの方法で租界の生活を受け入れ，享受したかということである。承

認や企業家とは異なり，彼らの多くは権力を掌握すると，力に物を言わせて莫大な富を搾取し，勢力を

失えば蓄えた財をもって租界へと退避した。その後，彼らは贅沢三昧の生活を送り，洋風住宅に住み，

中華料理を食し，妻の他に多くの妾を抱え，召使を雇うといった生活を特徴とした。同時に，北京の上

流階層の生活様式や文化活動もまた，彼らを通して租界へと浸透していくことになった。 
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王標「晩清京官的同郷網絡―以李慈銘『越縵堂日記』為中心（晩清京官の同郷ネットワーク―李慈銘 

『越縵堂日記』を中心に）」 

 王報告は，李慈銘の日記史料を用いて，在京の官僚たちが日常生活を営む中でどのような社会資本（同

族や同郷などの社会ネットワーク）を利用していたか，その社会資本はいかに維持･再生産されていた

のかについて考察する。第一に，北京における李慈銘の同関係（同族，同年，同郷）について分析を行

った。太平天国の乱の後に，山陰李氏が分散化傾向にあり，李慈銘はそうした同族との交流の中で，親

族はあまり頼りにならないという認識を抱くようになった。同年との交流については，彼が晩年になっ

て科挙合格を果たしたこともあり，あまり積極的にグループ活動に参加せず，同年関係の親睦を強調し

つつも，相互扶助を期待することはなかったと指摘した。同郷関係について，在京の紹興出身者の多く

が身分の卑しい俗吏であったため，名士を自認する彼は，あえてその交流を願わなかったが，それでも

なお彼の人間関係網の中で，重要な位置を占めていた。第二に，印結局と会館という 2 つの同郷組織の

分析を通じて，地縁関係の再生産装置が京官の生活に及ぼした影響を考察し，いずれの施設も同郷アイ

デンティティを増強させるまでには至っていなかったことを明らかにした。以上の分析により，出郷者

は決して特定の関係に絶対的な帰属意識をもつのではなく，いくつかの関係網の中に存在しており，親

密関係の紐帯は主として人情（贈物のやりとり）に基づいて維持・再生産がなされた。そこで，本報告

の第 4 章では，慶弔祭祀や日常生活中の飲食物の贈物など，目的・形式別の贈与行為について検討した。

最後に，李慈銘と袁昶が絶交から関係を修復するまでの過程を事例として，社会関係がどのように修復

されるのかについて論じた。 

 

郭美芬「移民、都市与認同：二十世紀初澳洲雪梨華裔商会、政治結社与伝統会党的社会網絡比較（移民、 

都市とアイデンティティ：二十世紀初期オーストラリア・シドニーの華裔商会、政治結社と 

伝統会党の社会ネットワーク比較）」 

 1880 年から 1901 年にかけて，オーストラリアへの華裔の移民人口は，ピークを迎えていた。華裔移

民との経済利益競争や，生活習慣上の差異は，アングロサクソン系に不安を抱かせることになる。そう

した圧力を感じた都市華裔たちは，同郷や会党組織，同族の倫理や兄弟情義の道徳秩序では都市生活に

対応できないと考えた。そこで 19 世紀末から，保皇会や華商会社のような血縁・地縁・言語を超えた

アイデンティティーによる新結社を創設し始める。郭報告は，移住の状況や都市華裔たちの他民族との

交流，および都市民としての公共美徳を掲げていた華文新聞に加えて，檔案史料を用い，これら結社の

ネットワークとその構造の分析の補足を行った。第一世界大戦までに華商会社，国民党，致公堂など，

すでにシドニーには主要な 3 つの華裔社団が存在した。白豪主義による新移民遮断の圧力の下，これら

3 つの社団も，第一次世界大戦前後に変容をとげていく。そこで，まずこの 3 つの結社の変容を事例と

して，各団体のメンバーの構造，動員方式，政治傾向とオーストラリア化に対する姿勢などについて分

析を加えた。次にこれら結社が都市化に適応しつつ，伝統的な社会ネットワークがどのように再編成さ

れたのかを考察し，新しい世界情勢に対して，新興の社会階級と世代また自身の華裔文化とアイデンテ

ィティーがどのように境界を定めていったのかなどを探求した。最後に，この 3 つの結社の代表的人物

を事例として，当時の流動的な情勢の中，彼らがどのように社会ネットワークを整合し，いかにネット

ワークの個人理念の実践を超えたのかについて分析した。 
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伊地知紀子「大阪と「故郷」と結ぶ在日済州島人の同郷ネットワーク」 

伊地知報告は，朝鮮半島の南に位置する済州島から，20 世紀に始まった日本への移動の中で形成され

た同郷ネットワークについて検討したものである。済州島の村から日本の都市，特に大阪への移動は，

解放前後を通して継続しており，いずれも「向都離村」現象として近代化における人口移動を特徴づけ

るものであった。既往の研究では，済州島からの「向都離村」現象は，解放前においては植民地化によ

る国内移動，つまり国内の一地域として日本内の他の農山漁村からの都市流入のバリエーションとして，

解放後はグローバル化による国際移動として，別個の分析対象となってきた。またいずれの人口移動も

経済分析を主軸とした村から都市へという一方向の流れが前提になっており，双方向の移動については

着目されてこなかった。しかしながら，済州島の生活世界においては，20 世紀初頭から現在まで，それ

ぞれの時代状況に影響を受けつつ，双方向の移動が見られ，人々にとってはいずれも植民地期に形成さ

れた日本を含む「生活圏」内での移動であった。この移動の際に，同郷ネットワークの存在は重要であ

る。同郷性による結合については，都市に流入した人々が，農村共同体から切り離され，都市生活への

適応が要請される中で生み出した「擬制村」として，日本の都市研究の中に蓄積がある。しかし，先行

研究は，都市－農村間の移動によって生じた同郷ネットワークを国民国家の枠組みで論じる一方，海外

からの移動にかかる同郷ネットワークについては，エスニック・コミュニティ研究として取り扱われて

いる。今回の報告で対象とした済州人の同郷ネットワークは，こうした分類への再考を促すものであり，

具体的には，済州島北東部に位置する杏源里を事例として，母村から都市への移動史を概観したうえで，

解放前に結成され，解放後に再編されてきた同郷団体「在日本杏源里親睦会」の活動と母村との紐帯に

ついて，社会的・文化的・歴史的側面から検討を加えた。 

 

張志雲「重新思考「華洋平等」的意義：以中国海関的華籍関員為例，1927-1937（再び「華洋平等の 

意義」を論ず―中国海関の中国華職員を事例として（1927-1937））」 

 1920 年代に反帝国主義運動が中国を席巻すると，中国における帝国主義の代理人とみなされた中国

海関もその渦中に巻き込まれ，中国人職員の待遇と外国人職員の待遇に調整がはかられた。1916 年に

海関に入署し，1934 年に海関の税務科税務司に就任した丁貴堂は，1935 年の欧米視察の後，徹底した

海関の人事制度改革を提案した。張報告は，1920 年代の 3 名の外国籍総税務司の人事制度改革は本当

に反帝国主義運動の潮流に適応するためのものだったのかどうか，なぜ 1930 年代の中国人職員たちに

とって最も中国人職員を支援するのは総税務司メーズとみなされ，丁貴堂の改革プランは支持されなか

ったのか，海関の外国人職員の昇進機会は中国人職員よりも優遇されていたのかについて検討する。結

論は以下の通り。海関の人事制度改革は，反帝国主義運動の下で海関の中国人職員が要求した「華洋関

員待遇平等」とは関係がなく，旧来の人事制度を 20 世紀の中国に対応させるために行われた体制内改

革であった。また，丁貴堂の提案は，海関の人事制度全体を対象とする改革の内容であり，中国人職員

だけを優遇することはないため，提案書の通りに実行すると，中国人職員の勤務評価は極めて厳格に施

行され，その昇進機会も縮減されるおそれがあった。結果的に，丁の提案は，職員の支持を得ることは

なかった。 
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平田茂樹「宋代科挙社会のネットワーク」 

 平田報告は，宋代において，官界で昇進する際に不可欠であった「薦挙」をめぐる関係ネットワーク

の構造に焦点を当て，当時の社会的結合の様相について分析を加える。近年，宋代社会をとらえる指標

として「科挙社会」という言葉が使用されており，これには，科挙が「社会的流動性」を促したとする

議論と，階層や文化の「再生産装置」として機能したという議論が存在する。重要なことは，科挙制度

の背後に存在する社会構造やネットワークを明らかにすることである。明確な共同関係を見いだしにく

い宋代社会をとらえる視点としては，組織や制度よりもネットワーク論を用いる方が有効であり，そこ

で宋代士大夫が人的資本を獲得していく構造について分析した。結論は以下の通り。当時の科挙官僚制

を中核とした政治世界に生きた士大夫は，出世の不可欠な要件である推薦を獲得するために，自己を取

り巻く地縁・血縁・学縁・業縁といった諸関係を主体的に選択し，またその諸関係に取り込まれていっ

た。こうした諸関係は，同年や同官・同郷といった「同」を紐帯とする関係を中心として，さらに「座

主門生」や「師弟」，「上司・部下」のような関係を包含し，展開していった。これらの関係は，政争や

出世競争の折に，政治的なネットワークに発展していく基盤となった。 

 

孫慧敏「朱家驊長浙時期求職函件中展現的社会網絡（求職書に探るソーシャル・ネットワーク―朱家驊 

が浙江省主席の在任期間に受け取った求職書をめぐって）」 

 20 世紀初頭，科挙制度が廃止され，統一政府が続けざまに崩壊すると，民国政府はすぐさま文官試験

制度を立ち上げた。しかしながら，1930 年代に至るまで，中央か地方かを問わず，推挙はもっとも主

要なルートの一つであった。孫報告は，中央研究院近代史研究所檔案館に所蔵されている，浙江省主席

を担当した朱家驊が当時受け取った求職書を利用し，(1)求職者が自身の持っている各種の社会関係をど

のように運用し，推薦人の仲介を経て，人事部の主管を自らが所属しているネットワークの中に取り込

み，相互の関係を深めるためにどのような努力がなされていたのか，および(2)人事部主幹が人事の決定

を行うにあたり，どこまで所属する社会ネットワークの影響を受け，また彼らがいかにして異なる社会

関係間における人間関係の密度を評価していたのか，について検討した。 

 

李鎧光「国共内戰時期上海市参議員群体及其社会網路（国共内戦時期における上海参議会議員グループ 

とその社会ネットワーク）」 

 李報告は，1946 年に成立した上海市の参議会を中心に，その成員の背景分析と彼らの社会ネットワ

ークについて検討した。結論は以下の通り。まず参議員 181 名中 175 名が男性で，女性は 6 名にすぎず，

参議会は男性主導の組織であった。参議会議員の平均年齢は，43.5 歳であり，組織力と事業展開の最盛

期には，38 パーセントの参議会議員が江蘇省，36 パーセントが浙江省の出身で，上海出身者は 20 パー

セントにとどまった。これは，上海市参議会が，地方議会とはいえ，依然として各省における移民の参

与を受け入れていたことを表す。学歴をみると，60 パーセントを超える参議会議員が異なるレベルの高

等教育を受けており，この中で，法律を学んだ者が最も多く，商学（経済）を専攻した者がこれに次い

だ。このことは，参議会議員が法規を審議し，決算に参与する必要があったからである。まら，参議会

議員の多くが，参議会内部に組織された各審査委員会の中で，自分の教育的背景に関係がある委員会か，

その時に従事している業務と関連性のある委員会を選択していた。したがって，各審査委員会と参議会

委員の学歴とキャリアには，強い相関性があることが分かった，外部とのネットワークをみると，参議

会委員には固定された給与がなく，議員たちは必ず他に生計を立てるための仕事を必要とした。参議会
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議員のキャリアを分析すると，全体の 36 パーセントを占める 65 人が商人で，次いで，政府関係の役所

に勤めている者が 58 人であった。多数の議員が区長を担当していたり，また同業者組合や労働者組合

の指導者を務めていたことが特色として見出された。彼ら議員の職務は，彼らのさらに多くの社会団体

との関与および社会ネットワークの構築を助長することになった。 

 

野崎充彦「15 世紀朝鮮における宗教文化―儒・仏・道・風水の諸相」 

 朝鮮王朝の宗教政策は，一般的には「抑仏崇儒」，すなわち朱子学を国是とする一方で佛教を異端と

して排除したことが知られている。一方で，「朝鮮」という国号が明朝の承認を必要としたように，「権

力と権威の二重性」が存在し，民族固有の文化の扱いや，道教および風水などの民間信仰にも影響を及

ぼした。野崎報告は，朝鮮初期における儒・仏・道・風水信仰の諸状況を通じて，それが後世に与えた

影響を考察し，朝鮮の宗教文化の特質を理解する手がかりを得ることを目的とした。結論は以下の通り。

まず儒教においては，圓丘祭祀における祭天問題および始祖神檀君の位置づけの際に，東アジアの華夷

秩序が濃厚に反映されていた。仏教においては，執拗な「抑仏崇儒」政策の結果，寺院は山間にしか生

息できず，都城には，教団仏教の不在が常態となった。それはまた，恰も「宗教の不在」のような様相

を呈することになり，近代以降にキリスト教など外国宗教の流布・浸透を招く原因ともなった。道教に

おいては，高麗以来の科儀的道教は朝鮮前期で終焉を迎え，修練道教は海東仙派とよばれる民族主義的

な色彩の濃い系譜を生み出し，現代の国仙道につながるもととなった。風水では，ソウル遷都問題を契

機に，形勢派と理気派の優劣関係が逆転したが，近代までその状態が続くものの，現代になると，再び

形勢派が主流を取り戻した。以上のように，15 世紀朝鮮の宗教文化は，現代にまで影響を与えており，

現代韓国文化を読み解くカギとして，極めて重要な意義をもつものであるといえる。 

 

林志宏「1930 年代北京的兩次城市規画、調査及其人事（1930 年代北京における二度の都市規画・調査 

とその人事）」 

 20 世紀，北京派，中国史上において非常に大きな役割を担っていた。特に民国時期には，数年ごとに

変動が生じ，相次いで政権交代を経験するなど，中国全体の情勢変化に影響を及ぼした。林報告は，『旧

都文物略』および『北京市志』という 2 つの時期に行われた都市調査に関する出版物を用いて，1930

年代の政治変動のもとで実施された北京調査の経緯，および都市建設理念が果たした役割と意義につい

て考察した。まず，盧溝橋事件前後の 2 度の文物調査とその出版物を分析し，以下の結論を得た。まず，

調査参加者は，いずれも当該地方の老学者で，特定の政治的立場を持たない者であり，本籍は必ずしも

北京とは限らなかったが，「古都」に対する造詣が深かった。彼らの経歴は，多くが清末民初に役人経

験があり，いわば政権に対するこだわりを持たない「従順な民」として振る舞う者たちであった。続い

て，2 つの時期の北京都市計画の内容やそれに対する期待についてみると，まず「遊覧地區」という認

識が 1930 年代の「古都」に対する共通認識かつ建設目標となった。国府は，積極的に北京の文物整理

を通して民族及び国家の凝集力強化を図るなか，『旧都文物略』は，「国防を市政に宿らせる」という理

念を体現し，「心理的国防」という目的を展開した。「中華民国臨時政府」は，日本の指導のもとで，北

京を「興亜基地」とし，「大東亜共栄圏」都市のモデルにしようとした。このように，両者は自信の理

想に見合う政治空間を北京に建設しようとした。 
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雷祥麟「麻黄与常山的科学研究：科技物的社会技術網路（麻黄と常山の科学研究―科学的産物の社会－ 

技術ネットワーク）」 

 雷報告は，生薬の科学研究に関して，陳克恢とカール・シュミットが 1924 年に連名で発表した麻黄

研究と，陳果夫が主導し，彼と他の科学者たちが 1940 年に実証に成功した，常山（生薬）のマラリア

治療に対する効果の，民国時期における最も重要な二点の研究成果の誕生過程を考察した。結論として，

これら 2 つの成功事例が生み出されたプロセスは，当時の科学者が認めていた研究順序とははっきりと

異なっていた。当時の科学者は，漢方薬研究では①科学分析，②動物実験，③臨床での応用，④人工合

成，⑤組成改良という「標準的研究プロセス」を踏まえなければならないと考えていた。ところが，麻

黄と常山の研究は，このプロセスとは全く逆の順序で進められた研究であったため，「道理を無視した」

研究方法であると批判された。本報告では，このような科学規範と成功事例の間の著しい対照が，我々

の理解する中国医学史・科学・近代性理論に対していかなる意義をもつのかについて検討した。本報告

の分析にあたって採用した STS 研究の「社会―技術ネットワーク」は，科学技術決定論を認めるので

はなく，科学技術と社会双方の相互関係のプロセスに目を向けるものであり，今回の議題である「ソー

シャル・ネットワーク」という概念との対話を投げかける。 

 

井上徹「関於東亜城市文化形成的歴史理解（東アジア都市の文化形成に関わる歴史的把握）」 

 井上報告は，まず東アジア諸都市の歴史段階について，3 つの枠組みを設定し，各段階の特徴やその

有効性について論じた。都市発展の第一段階は，16 世紀以降の海域に大きな変動が生じ，各地域で古代

より形成されてきた個性に富む都市文化の伝統に巨大な影響を与えた段階。第二段階は，17～18 世紀

における再構築された新しい都市文化の時代であり，「伝統」的とみなされる生活方式・社会制度・習

俗が各地域の中で形成され，伝統的な都市文化が成熟期を迎える段階である。第三段階は，西欧に起源

をもつ資本主義がアジア海域を席巻する 19 世紀から今日に及ぶまでの時代である。このような段階仮

説は，日本近世史の吉田伸之によって提出された都市の三分法を参考とした。吉田は，伝統都市・近代

都市・現代都市という 3 つの都市発展の段階によって都市の歴史を理解しようとするもので，資本主義

時代以前の多様な前近代都市を伝統都市と定義し，ヨーロッパの都市を基準として都市を理解しようと

する際に生じる偏りを避け，非ヨーロッパの独特な歴史の中で育まれた都市の多様性と独自性に注目す

ること可能にさせる。また，近代都市を伝統都市から現代都市に至るまでの過渡的な段階とみなし，各

地域の独特な伝統の束縛を受ける段階であるとする。このような視点からは，さらに個々の独特な歴史

を持つ各地域の伝統都市が，資本主義の時代にいかにしてその「伝統」を「克服」し，現代都市に発展

するのかという課題を浮かび上がらせる。最後に，本報告は，吉田の三分法を手がかりとして，前近代

アジア海域世界で巨大な影響力を持った中国と，辺境地域に位置していた日本という 2 つの国家におけ

る都市の比較を行い，東アジア都市の歴史的形成を理解する一助とした。 
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