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3． 明清徽商の場合 

  

3.1 本章の目的 

 

徽州の人々が行商として外地に赴くようになったのは東晉時期（317～420）

からであるといわれている。徽州は「八山一水一分田」（耕地が少ないことを

意味する）といわれ、農業では生計を維持することができないのである。宋代

以降、とくに明代中期以降、中国では商工業の発展にともなって外地に赴き商

業に従事する者が増大した。なかでも も活躍したのが徽州商人と山西商人で

ある。 

明清時代、歙、休寧、祁門、婺源、績溪、黔の六縣は徽州府に属し、そこ出

身の商人は徽商と称されている。また、唐時代は徽州に新安郡を設置したため、

新安商人とも呼ばれている。そして、徽州商人で結ばれた商業団体は徽州商幫

131と呼ばれる。徽商が経営した業種は食塩、質屋、茶、木材が中心である。特

に、徽商の隆盛は塩業貿易によってもたらされたことを示す史料が多い、塩業

貿易に従事する徽商は徽商の典型とされる。 

臼井佐知子は「明末から清初にかけては、徽州商人は山西商人とともに明清

期全国的に拡大発展し、山西商人をも圧する力を見せたが、その活動を示す記

述は、一般に清乾隆末年以降減少する」と述べている。明代半ばから清代半ば

まで、三四百年にわたって活躍した徽商は、清朝政府とともに衰微の道を辿っ

た。 

家の存続に失敗した徽商の家の場合、その失敗した原因は家存続の考え方及

びその戦略に帰結することができると考えられる。徽商の考え方は儒家の思想

の影響を強くうけている。臼井氏は『徽州商人の研究』において、 

 

徽州は朱熹の郷里であり、「文献の国」あるいは「礼儀の邦」と称され、

                                                 
131 商幫について、臼井佐知子は「明代、とりわけ中期以降における商工業の発展は商品流

通範囲と流通商品の量と品目の拡大をもたらし、商業に従事する者の数を増大させた。そ

してそのことは、商業、商人観のみならず、商人の具体的活動のあり方にも変化をもたら

した。すなわち、それまでの商業活動が基本的には個人による分散的なものであったのに

対し、彼等が『商幫』、すなわち商人による団体組織を形成するようになったことである。」

と述べている。（臼井佐知子『徽州商人の研究』pp.75-76） 
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儒家の思想と道徳が重んじられていた。そのため、子弟の中に学術に秀で

た者がいれば、一族でその学業を支援した。彼等は積極的に族譜を編纂を

行ったが、族譜には多く朱熹の思想や道徳に則った「家訓」や「家規」が

規されている。従って、徽州商人の商業経営は儒家、とりわけ朱熹の倫理

規範の影響を強く受けるところとなった。132 

 

と述べている。 

朱熹の倫理規範の影響を強く受ける徽商は、宗族関係を重視する。そして、

徽商の商業のネットワークとして も基本にあったのが、家族及び宗族関係で

ある。3.2 において、「大きな宗族」という徽商家の同族団の働きと宗族を結束

させる手段について考察したい。そして、財産の分割相続と家存続との関係を

考察する。 

家の存続に教育の役割は大きいと考えられる。徽商の家庭教育の も大きな

特徴は、子弟の能力によって「賈」に従事するか「儒」に従事するかを決めて、

職業に従って専門的な教育を受けさせる点である。また、儒商と呼ばれている

徽商は、教育を通して子弟が儒教的教養人になることを目指している。3.3 にお

いて、徽商における教育の特色とその目的・内容について述べる。 

徽商的経営の特色として、まず、徽商の商業経営に際し、儒家の倫理規範を

商業道徳としている点である。そして、社会慈善事業への寄付による社会的評

価の獲得することが注目される。また、商人家を存続させるために、巧みに政

治的権力者と接触することは重要な課題となる。徽商は安全保障と利益を得る

ため、政治権力者との結びつきを極端に重視する。3.4 において、以上に触れた

徽商的経営の特色について論を試みたい。 

 徽商の宗族及び教育の特色、そして経営の特色を明白にさせることが本章の

課題である。 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 臼井佐知子『徽州商人の研究』ｐ.154 
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3.2 徽商の宗族 

 

3.2.1 宗族133と商業経営の関係 

 

  卞利は「徽州文化で も特色に富むのはその商人特質と宗族特質である」134 と

指摘している。 

その宗族特質の形成と内容は婺源出身の朱熹が編纂した『家禮』と関係深い。

『家禮』135には宗族の凝集力を強める方法について、祠堂の設立、族譜の編纂（に

よって系譜を明確にすること）、始祖・祖先祭祀及び祭田の設置などを提案した。

136徽州の人は朱熹も自分たちの先祖だと考えたから、家規の編纂に際し『家禮』

に基づいた。 

 趙吉士の『寄園寄所寄』には、 

 

新安では同姓の人が一緒に暮らし、よその者は絶対に混じることがなく、

                                                 
133「宗族」の意味について、『中国古代典章制度大辞典』には、「『爾雅・釋親』：『父之黨為

宗族（父方の一族を宗族という）』」とある。（康嘉弘主編『中国古代典章制度大辞典』中州

古籍出版社 1998.10、p.1138） 

また、臼井佐知子は以下のように述べている。 

『宗』とは、始祖に始まり未だ存在してない子孫へと續ぐ父系の血統（気脈）を意味

し、『宗法』とは父系親族統制の原理をいう。そして『宗族』とは始祖に始まり未だ存在

してない子孫へと續ぐ父系の血統（気脈）を受け續ぐ人間存在の総体を意味する。 

（『徽州商人の研究』p.310） 
134『明清徽州社会文化研究』 p.22 

135『家禮』が「祠堂」という項から始まる。祠堂の項の全文は以下のようである。 

君子将に宮室を営まんとすれば、先づ祠堂を正寝の東に立つ。四つの区画からなる祭

壇（「龕」）を作り、祖先の位牌（「神主」）を祭る。傍系親族で（祭ってくれる）子孫

のいない者の位牌は、世襲にしたがってあわせる祭る。祭祀の費用をまかなうための

不動産（「祭田」）を用意し、祭祀のための用具を揃える。祠堂祭祀の責任者（「主人」）

は毎朝正門のなかで拝礼する。外出・帰宅は必ず（祠堂に）告げる。新年や冬至、毎

月の一日と十五日には（祠堂に）参拝し、俗習の祭日（「俗節」）には季節の料理を供

える。何か重大事が起こったら、（祠堂に）告げる。洪水・火災・盗賊などに見舞われ

たら、まっさきに駆けつけて、祖先の位牌や書き物、ついで祭祀の用具を避難させる。

家財道具はそのあとでよろしい。世代が替われる位牌の文字を書き換え、祭壇の配列

も変更する。 

（「二章 『家礼』の構造」、小島毅『中国近世における礼の言説』東京大学出版 1996.06.20 

pp.39-40） 
136 唐力行「論徽州宗族社会的變遷与徽商的勃興」『中國社会經濟史研究』1997 年第二期、

p.31 
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そこは も古風に近い。長幼の序を守り、家々には宗祠があって同族を統

轄し、旧暦の十二月、同姓が全員集まり、祭礼には文公の家禮を用い、雅

で礼儀に合う。年配の人はよく新安には他の邑に勝る風習が多く、千年続

いた家であっても同じ土地で暮らしている。千人の家族でも離ればなれに

ならない。千年間の系譜は少しも混乱がない。137 

 

とあり、徽州の宗族組織は嚴密で、同族の結合に有力であることがわかるであ

ろう。 

 明の半ば以降、経済的な動機で、徽州の人が農業や学問を捨てて商業に従事

する例は枚挙に遑がない。商品経済の発達につれ、商業競争も激しくなってき

た。かつて「同族聚居（聚族而居）」であって強固な宗族関係を保った徽州の人

は激しい商業競争に直面したとき、自然に宗族の力を合わせて商戦に投入した。

138  

 唐力行氏は「『徽商』は宗族の血縁関係をベースとし、血縁と地縁関係の結合

によって構築された封建的商幫である」139と指摘している。徽商の商業活動にお

いて宗族は以下の機能を果たしている。 

  

 第一に、資金と労働力を提供する。 

藤井宏氏は、徽州商人の資本の形態として、共同資本、委託資本、援助資本、

婚姻資本、遺産資本、勞動資本、官僚資本をあげている。140また、汪士信氏は、

このうち共同資本、委託資本も官僚資本に含めるかたちで更に細分化し、消費

のためではない商業経営の融資をそれに加えている。141明清時代の徽州商人の商

業経営の組織は多様であるが、資本は同族や郷里の人の出資が中心であるので、

宗族との関係が大事である。 

このほか、徽商の経営に僱用した人員はほとんどが同族の者である。 

                                                 
137 原文： 新安各族聚姓而居、絶無一雜姓攙入者。其風 為近古。出入齒讓、姓各有宗祠統

之、歳時伏臘、一姓村中千丁皆集、祭用文公家禮、彬彬合度。父老嘗謂新安有數種風俗、

勝於他邑；千年之家、不動一抔；千丁之族、未嘗散處；千載譜系、絲毫不紊。 
138 朴元熇「明清時代徽州商人与宗族組織—以歙縣柳山方氏為中心」（『安徽師范大學學報』第

27 卷第 3期 1999.08) p.286 
139 唐力行『商人與中國近世社会』（杭卅：浙江人民,1993）p.39 
140 藤井宏著（傅衣凌・黄煥宗譯）「新安商人の研究」、『徽商研究論文集』（『江淮論壇』編集

部編、安徽人民出版社、1985） 
141 汪士信「明清時期經營方式的變化」『中國經濟史研究』1998 年第２期（『徽州商人の研究』

ｐ.93 にも参照） 
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  明代の学者金聲は「歙縣、休寧の人は商を業とする故、親戚や友達と連携し

商を営む 。だから、一家の者がみな職を得ることができ、生活できる。大きな

営業規模142なら千人とか百人とかの者が生活でき、大きくなくとも、数十人とか

数人とかの者が生活できる。彼等は客商として、一年中外に出かけて働いてい

て家にいる時間が少ない。不幸にして一家の事業が潰れると、多くの家に波及

して家が破滅する。」143と述べている。 

 激しい商業競争のなかで、徽商の強固な宗族組織はその競争力を高めた。144 

 

第二、宗族の力を合わせて事業の独占を図る。 

徽商が事業の独占を行うとき、宗族勢力の支援が必要となる。質屋（典當舖） 

の経営においては特に顕著である。同族の者が同じ事業に従事し資本の額は大

きくなって、更に一致して抵当貸しの金利を下げることによって、資本金の額

が少ないが金利の高いよその商幫の勢力を打撃するのが徽商の経営戦略である。 

明人周暉が『金陵瑣事録』に「南京の典當舖は五百あり、福建の典當舖は小

資本であるが、利息は三分か四分であった。徽州商人は資金力が大きいので、

利息は一分から二分とし、高くとも三分を超えなかった。貧民にとって有益で

あった。」145と記しているように、徽州出身の質屋を経営した商人は低い金利で

福建幫を圧して、終に南京の質屋においてトップの地位を築いた。徽人が営ん

だ質屋は清時代に入っても隆盛し続ける。徽商はその宗族子弟を支配し、上海

等の地域で質屋の独占事業の範囲を擴大し、一八八〇年代、上海において六十

九軒の大きな質屋の内、徽州人は半分以上を占めた。質屋の例は徽商が宗族の

勢力をうまく利用し市場を独占する典型の一である。146 

 

                                                 
142 徽州商人のなかの豪商はよく「行商」と「坐賈」を兼ねている。こういう商人の持って

いる店舗数は多く、地域的広がりも広いため、多くの従業員を必要とした。彼らが僱用し

た「伙計」の職掌名は多いが、商業の運営にあたっての構成員について大別として、「代理

人」、「副手」、「掌計」、「店伙」ないし「雇工」の四層に分けられる。基本的に同族の者を

用いた。 
143『金太史集』卷 4『與歙令君書』。原文：夫兩邑（歙縣、休寧）人以業賈故、掣其親戚知

交而與共事、以故一家得業、不獨一家食焉而已。其大者能活不千家百家、下亦至數十家數

家.其亦皆終歳客居於外、而家居亦無幾焉。今不幸一家破則遂連及多家與俱破。 
144 唐力行「論徽州宗族社会的變遷与徽商的勃興」『中國社会經濟史研究』1997 年第２期 p.33 
145 原文：當是南京的當鋪總有五百家、福建鋪本小、取利三分四分。徽州鋪本大、取利一分

二分三分。均之有益貧民。 
146 宋百靈「徽商的宗族特征及其作用」『安徽廣播電視大學學報』2001 年第 4期、p.46 
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第三に、官界における宗族の勢力を利用し政治勢力との結合を図る。 

徽商は宗族のなかの仕官する同族の力によって支えられ、勢力を伸ばしてい

くことが多い。特に鹽の専売権を得るためには、政治権力と密接な関係が必要

である。明代の萬歴年間に「綱法」という塩法が行なわれ、「綱策」に編入され

てない限り、食塩を販売することが出来なかった。また、「綱商」になっても、

世襲的な専売権を確保するために、「官商」になることは大事である。嘉慶『兩

淮鹽法志』によると、官商になる方法は二つある。一は「淮商（両淮における

塩業貿易をする商人）は仕官したら、別の戸籍を立て、官商と号す。」もう一つ

は「塩を販売する商人の子孫が官吏になったら、官商と自称する。」147 商業上の

利益を獲得するために、徽商にとって自分や子弟或は同族が官員になることは

極めて重要である。  

以上、第一から第三までの点を通じて、宗族は徽商の商業活動及びその発展

に重要な役割を果たしていることがわかる。 

 

3.2.2 宗族の結束の手段と宗族組織の拡大・強化 

 

徽商の商業活動において宗族の果たす機能は多い。宗族に支えられて成功し

た徽商は宗族の勢力と富の蓄積に直接な関係をなしていることを認識し、宗族

の拡大発展につとめた。その内容を「祠堂の建設・修理と族譜の編纂・修正」

と「（科挙）教育事業の建設」の二項目に分けたい。 

まずは祠堂の建設・修理と族譜の編纂・修正について述べる。 

朱熹と儒家思想の影響を受けている徽州人の宗族意識が強く、宗法148によって

同族を結束する。嘉慶『黟縣志』卷三『風俗』には「徽州の人は宗族として団

                                                 
147『徽州商幫』p.79。原文：一是「淮商登仕版、別立戸籍、號曰官商」；一是「商籍行鹽者、

子孫官於朝、遂自立為官商」 
148「宗法」とは、中国における父系血縁集団の組織原理のこと。周代に始まり、中国古代社

会の血縁関係によって同族（同姓）の者を統括・管理する制度である。宗法制度とも呼ぶ。

その下には「大宗（宗族の惣領、宗子とも呼ぶ）」と「小宗（五世代以内の継承人）」があ

る。 

宋代になると、周代の宗法制度を理想として宗族を組織化すべきであるという主張（宗

法主義）が登場した。周朝の宗法は当時の現実に合わせて改定され、大宗に相当する同族

組織を結成し、施設を設置して定期的に祭祀を行うほか、相互扶持や辺境開発に力を発揮

する機能を果たしたりもした。また、祠堂建設、族譜編纂、共有財産設置などの事業を実

施して同祖の親族を集合し、宗子（嫡長子）のもとに統合される宗族集団の編成すること

により、宗族集団を基盤として代々官界に人材を送り出し、官界と永続的な関係を保つよ

うな名門の家系（世臣）を創出しようとした。 
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結し、『宗法』を も重視する。」149と述べている。その表現は祠堂150の建設と族

譜の編纂である。151 

徽州において、祠堂＝宗族の大きさのイメージであるから、祠堂の外観と内

部の施設は宗族の社会的地位、文化の水準、経済力を直接に反映し、各宗族は

祠堂の建設を要務としている。152宗族に土地を寄付することは「義行」または光

榮であると考えられていて、宗族のなかで、紳士も商賈も一般な族人も祠堂の

建設及び修理に積極的であった。153 

  宗族の名声を高めるほか、宗族勢力の拡大は商人の商業利益に繋がっている

と認識した徽商は宗族関係の強化を図った。154 

外地で商をする徽人（徽商）は同族聚居（血族が一緒に住むこと）の慣習を

保った。例えば、徽商の呉氏は揚州に居を移した者が甚だ多いが、同族の者は

一緒に暮らした。『揚州畫舫録』には「呉氏は徽州においての名門であり、西溪

南、長橋、北岸、岩鎮諸村に分布している。揚州に引っ越してきた者は、それ

ぞれ出自の村ごとに派閥に分かれる。」155とあって、『歙事閒談』にも呉氏につい

                                                                                                                                               
宗法主義は宋代に開始されたが、宗法を理想として編成される宗族が地域的に定着した

のは十六世紀以降のことである。宗族の性格は、世臣の家系の樹立という原理的なものか

ら、男系血統のネットワークによって互いに助け合い、個人の生活・生産を防衛する組織

へと広義化していった。（以上は「宗法」『歴史学字典 第九巻 宗法と秩序』ｐ.384-385、

「宗族」『歴史学字典 第十巻 身分と共同体』ｐ.375-376 を参照した。） 
149 原文：徽州聚族居、 重宗法。 
150『家禮』が「祠堂」という項から始まる。その全文は以下のようである。 

  君子将に宮室を営まんとすれば、先づ祠堂を正寝の東に立つ。四つの区画からなる祭  

  壇（「龕」）を作り、祖先の位牌（「神主」）を祭る。傍系親族で（祭ってくれる）子孫 

  のいない者の位牌は、世襲にしたがってあわせる祭る。祭祀の費用をまかなうための  

  不動産（「祭田」）を用意し、祭祀のための用具を揃える。祠堂祭祀の責任者（「主人」）  

  は毎朝正門のなかで拝礼する。外出・帰宅は必ず（祠堂に）告げる。新年や冬至、毎  

  月の一日と十五日には（祠堂に）参拝し、俗習の祭日（「俗節」）には季節の料理を供  

  える。何か重大事が起こったら、（祠堂に）告げる。洪水・火災・盗賊などに見舞われ 

  たら、まっさきに駆けつけて、祖先の位牌や書き物、ついで祭祀の用具を避難させる。 

  家財道具はそのあとでよろしい。世代が替われる位牌の文字を書き換え、祭壇の配列  

  も変更する。 

（小島毅「二章 『家礼』の構造」、『中国近世における礼の言説』東京大学出版 1996.06.20 

pp.39−40 による） 
151 武迎新「中國宗法制度對徽商的影響」『皖西學院學報』第 20 卷第 3期 2004 年 6 月 p.44 
152 同上、p.46 
153 趙華富『徽州宗族研究』安徽大學出版社 2004.01、p.283 
154 朴元熇「明清時代徽州商人與宗族組織—以歙縣柳山方氏為中心」『安徽師範大學學報』第

27 卷第 3期 1999 年 8 月 p.286 
155 李斗『揚州畫舫録』卷十三。原文：呉氏為徽州望族、分居西溪南、長橋、北岸、岩鎮諸

村、其寓居揚州者、即以所居之村為派。 
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て、「内の宗族一党を収容し、外では街の人々を扶助する」156と述べている。ま

た、徽商は外地でも宗祠の設立と祖先の祭祀を重視する。例えば、乾隆年間、

徽商方士寁は「広陵に移った者は、簡単に故郷に帰ることができない。その場

で祠を建て、祭田を揚州に置き、祭祀を大事にしている」157。徽商は祖先崇拝と

祭祀によって、同族の意識を強化する。そして、徽商が雇用した「伙計（従業

員）」は基本的に同族の者であるので、宗法制度の血縁秩序によって「伙計」を

統制する。 

要するに、祠堂は同族の結束と管理に機能している。 

また、宗族の宗派、源流、繁衍とその發展を記録した族譜は、徽州の宗族制

度を維持し、同族の者の血縁意識を強固する重要な手段の一である。趙吉士は

徽州が他の邑に勝る理由の一つは「千年間の系譜は少しも混乱がない。」にある

と指摘している。158          

  臼井佐知子氏は徽商が族譜を編纂する目的について、「官側の宗族関係強化と

いう要請に応えるためだけではなく、彼等自身の能動的な動機ないし目的とし

て大きく分けて二つあったと考えられる。」と述べ、その具体的な内容として「第

一に、祖先や祖地を同じくするだけではなく、祖先の中に官職につくなど社会

的に高く評価される人物がいたということによる「誇り」ともいうべきものを

共有することを通じて、彼等の自己同一性（アイデンティティ）および「共同

性」を確認することである。第二は、彼等の商業活動にとって必要な情報収集

のためのネットワーク拡大の手段とすることである。」159をあげている。 

朴元熇は、徽州歙縣柳山方氏の商人が出資して始祖方儲の真應廟を「方氏統

宗祠」に建て替え、『方氏会宗統譜』を編纂する目的は宗族組織の強化拡大だと

指摘している。160   

                  

  次に、教育事業の建設について述べる。                                               

徽商の商業経営によって築いた財産のなかから、教育に投資した比重は大き

                                                 
156 許承堯『歙事閒談』第二十八冊。原文：内收宗黨、外恤閭巷。 
157 民國『歙縣志』卷九『人物・義行』。原文：「僑居廣陵、未能即歸故里。乃建宗祠、置祭

田於揚者、恪修祀事。 
158 原文は本論の 3.2.1（ｐ.47）注 126 を参照。 
159 同上 
160 朴元熇「明清時代徽州商人與宗族組織—以歙縣柳山方氏為中心」『安徽師範大學學報』第

27 卷第 3期 1999 年 8 月 p.286 
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い。それは徽州における教育を重視する伝統を一層強化した。161 徽州において

宗族の地位を評価する基準はその宗族から出た科挙合格者の数、特に進士に合

格した者の有無である。162これは「世に名門一族と呼ばれているものは、皇帝か

ら印綬を沢山もらい、高い官位を得たもののことであり、学問で名をはせたも

ののことである。」163と言われているように、官員になることは極めて名誉なこ

とである。 

だから、徽商の宗族の法に読書に励むべしという項を立てた宗族が多い。164清

代前期の『茗州呉氏家典』は『家規』に「もし一族のなかで、立派で利発なよ

うであるが経済的原因で学業に励むことができない者がいれば、その者を養子

にして教えるか、無料で家族の塾に行かせるか、或は学費を援助する。」165と明

記した。 

このほか、『方氏会宗統譜』には嘉靖年間「商業に励み、呉梁の間で商を営む」

徽商の方遷曦について以下のように述べている。 

 

  我が族は明朝になって以来、官員になるための勉強が盛んで、代々科挙官

僚を送り出したが、近頃官界における同族の者がいなくなって祖先に申し

訳ないと思うので、一族の力を合わせて、金山の隈に書屋を建設した。後

世子孫がこの書屋に集まって一緒に勉強に励み、儒業を振興することを期

する。166    

   

郷里に帰った徽商の方遷曦は貧乏な同族子弟に教育を受けさせるために、「族

学（家塾）」を設立した。 

 朱開宇氏は「徽商の活躍は社会に対極的な変化をもたらした。すなわち、金

持ちならば商業の経営によってさらに豊かになったが、農業する者は社会にお

ける一番底の階層になった。また、商人は家族の名声を増す活動に財産を投下

                                                 
161 陸賢濤「徽商家庭教育的思想和方法」『安徽師範人學學報（人文社会科學版)』第 32 卷第

6期 2004 年 11 月 p.646  
162 周致元「徽商『好儒』新解」『歴史档案』1997 年 02 期、p.82 
163 祁門『倪氏族譜‧序』卷終『燮堂公傳』。原文：世之稱望族者、累印綬若濟濟然、仕籍遞

登也、經明修行彬彬然。 
164 周致元「徽商『好儒』新解」『歴史档案』1997 年 02 期、p.82 
165 原文：族中子弟有器宇不凡、資察聰慧而無力從師者、當收而教之、或附之家塾、或助以

膏火。 
166『方氏会宗統譜』卷十九『明故處士南濱方公行狀』。原文：常念方氏入國朝以來、宦學繼

美無間。近世茲寢有愧、乃謀諸族、肇建書屋于金山隈、憚后嗣相聚相觀以振儒業。 
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した。そのなかで も重要なのは教育である。功名の獲得は家名を顕彰するだ

けでなく、家族の徭役が免除される。（ただし、徭役の免除に限界がある。）」167と

指摘している。 

  一族の子弟が科挙に合格し官職をもらうことは宗族勢力及び商業活動の隆盛

と直接関係するので、徽商は富を蓄積してから、家族の教育のための建設に力

を尽くした。 

 

3.2.3 財産の分割相続 

          

中国における「分家析産（家産分割）」を行う際、以下のことは注意を要す

る。まず分割対象となる物は祠堂と義田以外の共有財産168であり、個人の財産は

分割の対象にならない。そして、公平で合理的な原則に沿って家族の共有財産

を分割しなければならない。家産の分割は原則として「房」169を単位として均分

する。  

家産分割及び相続の法律に関して、『大明会典‧戸部六‧分居繼嗣』には 「洪

武二年(1369)に発布した令では、家産を分割する時、妻、妾、婢の子のいずれ

であるかを問わず、平等に男性の人数分に分ける。隠し子は数に入れるが、し

かし相続額は半分にする。もし（法律上の）子がなければ、後嗣を立て、隠し

子と財産を均等に分けて受け継ぐ。」170 とあるが、許秀華は史料から、徽商の家

における家産相続は嫡子、庶子の別はなく、家産を均等に分けて継承させたこ

とを発見した。171許氏は率口程長公の例を取り上げた。率口程長公は五人の子供

がいる。その内、元材、元柱、元棐が嫡出子で、元櫂、元植は庶子である。長

                                                 
167 朱開宇『科舉社会、地域秩序與宗族發展――宋明間的徽州 1100-1644』國立台灣大學文

史叢刊 2004.08、p.23 
168 臼井佐知子は『徽州商人の研究』において、分割できる共有財産について、「田、基地（住

屋、店舗用の土地）、山場、地、塘池、園地、樹木竹箏、房屋、店屋、倉庫・豚小屋等の建

物、佃戸の住屋、家畜、家具什器、書畫骨董、寶石、貴金属、現銀、経営資本及び運営資

金。」等を上げている。（臼井：2005、p.486） 
169 「房」について、臼井佐知子は『徽州商人の研究』において、「『房』とは『分家』が実

行される以前の『家族』において、結婚によって形成されている小家族を指す場合と、『門』、

『派』、『支』などと同じく、『分家』後の支派を示す場合とがある。」と述べている。 

170 (明)李東陽等『大明会典』卷十九『戸部六‧分居繼嗣』p.20a-21a。原文：洪武二年(1369)、

令：嫡庶子男分析家財田産、不問妻妾婢生、止以子數均分；姦生之子、依子數、量與半分。

如別無子、立應繼之人為嗣、與奸生之子均分。 
171 許秀華：2006、p.48 
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公は家族内の人口が増えたため、財産を分配することを決めた。長公の妻は 「元

櫂、元植は私の子ではないが。私の子と同じく、公平に分けるべきだ。」172とア

ドバイスした 。173また、徽商のなか、自分の収入を弟たちに分与した例もあっ

た。婺源出身の査學曦は祖父について京口で商賣をした。學曦の兄學蓲は子供

がおらず、若死にした。學曦は長男珍紹に兄の跡を継がせた後、すべての資産

を二人の弟と三等分に分けた。174 

 中国における家産の継承制度は原則として「諸子均分」の分割相続で、有能

な者であっても無能な者であっても同じ権利が与えられる。 

  しかし、徽商の家産に分割できない部分もある。一般の家庭の分家に際して

分割されるものは金銀と土地が中心であるが、徽商の場合は店舗と生産道具も

含める。175特に、老舗としての屋号を守るために、その店舗及び商業資本は分割

の対象にされてない。176 

 例を挙げれば、休寧県の陳士策は分家を行う時に「分家する場合は協力すべし。

仕事を分担し、給料を貰う。同じ名前で店を構えてはならない。それは客が本

店と分店の値段を比較し、本店に対する不利益になることになるからである。

新しい店を構えるならば、不孝者とする。老舗は毎年店にいない者に看板料金

（権利金）を支払う」177と規定している。また、張海鵬等の学者は『胡氏鬮書』

の研究178から、胡天注（胡開文墨店の創業祖）と胡余德（二代目）とも胡開文墨

店の商賣が繁昌している際に財産の分割相続を行った。そのため、彼等は「鬮

書（分家書）」において以下の原則を確立した。まず、家産の分配は、胡開文墨

業の永続を保証し、商業資本を増大し続けることに有利である。そして、胡開

                                                 
172 原文：無以櫂、植不我出有異也。 

173 呉子玉『呉瑞穀集』(『四庫全書存目叢書』集部•別集類 114 冊所収、台南：莊嚴文化事

業 1997)卷 47「程母孺人孫氏墓誌銘」p.6-8。 

174 査慶曾『婺源査氏族譜』(清光緒十八年(1892)活字本、北京市：中國社会科學院歴史研究

所圖書館、1986)卷尾之四「行實」、p.7 
175 邢鐵『家族繼承史論』雲南大學出版社 2000、p.147。 許秀華：2006、p.48、徐永志「論

徽州的家産分割」『中国社会史学 1994 年年会論文』にも参照。 
176 邢鐵「第六章   工商家庭中的繼承問題   二、商鋪字號的繼用」『家族繼承史論』雲南大

學出版社 2000 にも参照。 

177『休寧陳姓鬮書•定例』、（張研・毛立平『19 世紀中期中國家庭的社会經濟透視』p.411-412

による。） 

178 張海鵬・王廷元が主編した『徽商研究』には『胡氏鬮書』について、詳細な研究を行っ

た。 
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文墨店の後繼者を確保することができる。また、「分家しても本店を分割しない、

また支店では墨を私製してはいけない。本店の墨を使わない場合は屋号も製品

名も変えなくてはならないこと」を明文化し、規定した。胡開文墨店は分割も

しないし、同族による共同経営もしない。その経営権は も有能な子供が継承

し、単独経営する。そうすれば、店の分割によって生産道具、資本の分割及び

製墨技術の流出を防ぐこともできる。 

胡余德（二代目）が分家する時、財産は「均分」の原則に従って均等に分配

したが、胡開文墨店は も有能な子供に相続させた。 

 許秀華も徽商の家業（商）相続について、家業を永続させるために、経営能

力を有する子供だけに店舗を継承させる、と指摘している。そして、徽商汪爾

承の例を取り上げている。汪爾承が分家した時、道の前後にある店舗と生産道

具を長男家と次男家に継がした。しかし、分家してから三四年の間に大きな変

化が起きた。長男家は経営に失敗し、その長子は鬱状態になって、終に死んで

しまった。一番年上の孫の萬泰は資本も汪爾承が店に預けた資本金も盗んだの

で、店は閉業せざるを得なかった。萬泰はこのお金を返すことができないので

逃げたが、債権者に訴えられた 。179 

 この汪爾承の分家の例から、家業の分割相続は一家の経済力を弱め、さらに

家業の潰れにも繋がっていることがわかる。 

 何炳棣は揚州鹽商(徽商)の研究から、中国家庭の財産継承制度は資本の積累

に差し支えたことを発見した。なぜかというと、家長が死んだら、財産は諸子

に均等に分割されるがため、たどえ巨額の財産だとしても、度重なる分割を経

て、わずかになるからである。また家業を疎略にする者がいたら、家の衰微に

繋がる危険性があった。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 中國社会科學院歴史研究所收藏整理、王鈺欣・周紹泉主編『徽州千年契約文書』卷 7「乾

隆五年休寧汪爾承分家書之二」pp.463-472。（許秀華：2006、p.50 から引用した。） 



 58

3.3 徽商の家における教育 

 

3.3.1 儒商教育の淵源と特徴            

 

宋元以降、徽州は教育が發達している地域である。180その歴史を遡って見れば、

まず徽州は山岳地形で、兵乱に襲われない故、東晉南朝の名門紳士はここに避

難して居を移した。加えて、隋末、唐末の世族地主が農民一揆の襲撃を避ける

ため、宗族全員が徽州に居を移した。これが徽州の風俗に与えた影響は大きい。 

宋の淳熙年間『新安志』卷一『風俗』には「新安人は昔から財力を以って故郷

を守るので有名である。その宗廟に文士（知識人）の記載がある。黄巣の乱の

とき、中原の紳士がここに避難し、後に、ある者は去ったが、ある者はここに

とどまった、その影響で徽州の風習が文雅になった」181とある。宋の隆盛期以降、

ここに避難して居留した世族地主は政治的な地位と「家學淵源」（知識人的な家

柄）によって、科挙に受かり、多くの者が官界各級の官員になり、名臣が輩出

した。182 

朱熹等の儒学者の出現にともなって、徽州は「東南鄒魯」183と謳われ、徽州に

おいて朱子学の勉強を重視する伝統が形成された。明清以降、政府の統治政策

として朱熹の思想を取り入れ、朱熹の注釈した『四書五經』は科挙試験の指定

教材となった184。 

  上述した背景の下で、徽州地域において儒学の学風が盛んになり、読書によ

って官員になる風潮が強まった。185徽州の人々は儒學の教育を極端に重視し、徽

州は「わずか十戸しかない小さな村であっても、勉学を廃さない」と言われて

いる。186  

 しかし、経済的困窮のために学問を捨てて商業に従事せざるを得なくなった

ケースが多くなってきた。明清時期に入って、徽州における生存問題はますま

す深刻化した。 

                                                 
180 張海鵬・王廷元主編『徽商研究』安徽人民出版社 1995、p.504 
181 原文：其(新安)人自昔特多以材力保捍郷土為稱、其後寢有文士。黄巣之亂、中原衣冠避

地保于此、後或去或留、俗益向文雅。 
182 李琳綺「傳統文化與徽商心理變遷」『學術月刊』1990(10)参照。 
183 孔子は魯国の人、孟子は鄒国の人が故、儒家の学風の盛んだところは「鄒魯」という。 
184 卞利『明清徽州社会研究』安徽大學出版社 2004、p.25 
185 卞利『明清徽州社会研究』安徽大學出版社 2004、pp.25-26 参照。 
186 光緒『婺源縣志』卷三『風俗』。原文：雖十戸之村、不廢誦讀。 
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  明の万歴期の『歙志‧貨殖』には、 

    

この邑が商売しなければならない理由は時と勢と情による。……今の邑の

人口は漢の一つの大きな郡に匹敵するが、生産する穀物は人口の百分の一

にも供給できない、だから出稼ぎせざるを得ない。諺に「賈為生意。不賈

則無生（意訳：商業は生業である。商業活動をしないと、生活できない。）」

とあるが、なんとせかせかしいことか。…（略）187 

 

とあって、山地が多くて耕地が少ない徽州という地では生活の安定にともに増

加し続ける人口を扶養することができない。生存のため出稼ぎした徽州商人は

儒教的色彩が濃いがため、「儒商」188と称されている。徽州商人は事業の成功を

収めた後、二代目や後世子孫の教育を重視し、計画的に二代目の職業を決めて、

その職業に応じて教育を行う。189 

 

何炳棣の「揚州鹽商:十八世紀中國商業資本的研究」には、 

 

曹景衰の家(170?-1776)は父曹世昌の時から、河南の東南部で鹽業交易を

經營したが、曹家は曹景衰の代から裕福になる。曹景袁は兄弟が生員（科

舉試験に合格し、各府、州、縣の学校に入り勉強する学生。）になった時、

商業に専念することに決めた。彼は「一儒一賈、自當分任其責（子供のな

か、一人は儒業に従事させ、もう一人は商業に従事させ、それぞれの責務

を分担させるようにする。）」と述べた。……曹家は士業と商業と分業する

策略を信じている。故に曹景衰は長男の職業を鹽商に決めて、彼を揚州に

遣わして鹽業交易のことを勉強させた。二男には歙縣で家計の管理をさせ

た。そして頭のよい末子曹文植を科挙試験に合格できる能力を培養するこ

とにした。190 

                                                 
187 萬暦『歙志』傳卷一〇志二〇『貨殖』 （卞利『明清徽州社会研究』安徽大學出版社 2004.09 

p.138 による)原文： 吾邑之不能不賈者、時也、勢也、亦情也。……今邑之人眾、幾於漢一

大郡、所産谷粟、不能供百分之一、安得不出而糊其口于四方也。諺語以「賈為生意。不賈

則無生」、奈何不亟亟也。 
188 張海鵬・王廷元・唐力行・王世華・周曉光・李琳綺『徽州商幫』中華書局(香港)有限公

司 p.3 参照。 
189 許秀華（1996：p.84） 
190 何炳棣著、巫仁恕訳、「揚州鹽商：十八世紀中國商業資本的研究」『中國社会經濟史研究』

所収、1992：2(廈門市：中國社会經濟史研究編輯部、1992 、pp.70-71。 
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とあって、子弟の資質によって「儒」と「賈」の分業を行った。明朝の名高い

儒者である汪道昆は「昔は儒を重視し、商を軽視したというが、吾郡は逆に商

いを重視するか、儒を軽視する場合がある。もし口が下手で能力が商いをする

に不足していたら、諦めて儒の道に進む。儒の道に進むのに才能が不足してい

たら、逆に商いの道に進む。」191と述べているように、「儒」と「賈」という業の

選択の基準は「才能」であろう。 

徽州商人家の家庭教育の一番大きな特徴は、子弟の能力によって「賈」に従

事するか「儒」に従事するかを決めて、職業に従って専門的な教育を受けさせ

ることである。 

 

3.3.2 儒学教育を行う目的                    

 

  徽商が子弟たちに商業教育を行う目的は後継者を育成するためである。また 

は商業経営の人材を育てることである。いずれも家計のためになるので、家の 

存続を 終的な目的としていると考えられる。 

商業教育を行う一方で、官員になる見込みのある子弟には儒学教育を受けさ

せる。李琳綺・王世華は「明清徽商與儒學教育」において「徽商が儒學教育を

高度に重視する点はほかの商幫との区別に際して重要な特徴である」192と指摘し

ている。儒學教育を重視する理由はいうまでもまく、科挙官僚・官員を育成す

ることを図っているのである。官員を育成する目的は、政商関係を良くし、商

人としての権益を守ることとステータスを高め、社会的信用を増すことにある

と考えられる。 

まず、徽商やその子弟が官員になることと「政商関係を良くし、商人として

の権益を守ること」との関係ついて考察する。 

臼井佐知子は、「重農抑商」政策とそれと表裏する「農本商末」思想は、秦の

始皇帝以来中国政府の基本政策であり（略）」193と述べている。また、 陳學文は

「『重農抑商』の主な政策は商人に重税を課することである。」194と述べている。 

                                                 
191 汪道昆『太函集』卷 54「明故處士谿陽呉長公墓志銘」ｐ.18b-51b。原文：古者右儒而左

賈、吾郡(徽州府)或右賈而左儒、蓋詘者力不足於賈、去而為儒、贏者才不足於儒、則反而

歸賈。 
192 李琳綺．王世華「明清徽商與儒學教育」『華東師範大學學報』 03 (1993) p.80 
193『徽州商人の研究』p.66 
194 陳學文『明清社会經濟史研究』（台北縣新莊市 : 稻郷總經銷、1991）ｐ.499 
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歙商の汪士明は「礦監税使」の度重なる過酷な課税に際し、どうしようもな

く思ったが、終に「我々は商人身分であるから官員に苛められ、多額のお金を

貢がざるを得ない。もし自分が官員になったら、そんなことも解消されるだろ

う」195と思いつき、後に買官で官員になった。それと同時に、社会的な地位も上

がり、ほかの官員に献金することもなくなった。 

また、士（官僚）になることによって、たくさんの特権も得られる。歙縣の

黄惟永は子供の頃、父に従って宣州で商売をしていた。ある日、家に一人の官

員が税をとりたてるためにやって来たが、その態度はあまりにも高慢であり、

黄氏はその刺激を受けて「私だって士になって役を免除されないことがあろう

か」196と思い、ついに官員となった。  

官員になった徽商やその子供たちは家族の利益を国家の政策に反映させるこ

とに務めた。彼等は「凡そ故郷と関係あるものなら、万全を尽くすように図ら

ないものはない。」197といわれている。  

清朝の末頃の王茂蔭は徽商の後代で、皆に徽商利益の代弁者と呼ばれている。

商人の利益を守るために、彼は地方政府に商人を撫恤せよと呼びかけた。さら

に何度も皇帝に貪官汚吏の商人に対する剥削を訴えた。咸豐帝は彼に「商人の

利益を図ることしかできない」198と叱った。 

明清時代における厳しい政治環境の中で、商人は商売するときに、いろいろ

な困難に直面しなければならない。商業上の利益を守るため、商人は自分や親

族が官僚になるという対策を立てた。官界に同族の者がいれば、その保護と世

話を受けて、商業活動はほかの商幫より円滑に進行する。199 

 

 次に、徽商やその子弟が官員になることと徽商家の「ステータスを高め、社 

会的信用を増すこと」との関係について考察する。 

 

清の許承堯が『歙事閒譚』に、 

                                                 
195『太函集』卷五十五。原文：吾輩守錢虜、不能為官家共緩急、故也魚肉之。与其以是填掾

之壑、孰若為太倉增粒米乎。 
196 原文： 予豈不能為士以免役哉 
197『重修古歙東門許氏宗譜‧許氏闔族公撰觀察蘧園公事實(乾隆刊本)』。原文：凡有關郷間桑

梓者、無不圖謀籌畫、務獲万全 
198 錄『東華續 』咸豐卷二十六。原文：只知專利商賈之詞 
199 李琳琦・王世華「明清徽商与儒學教育」『華東師范大學學報(教育科學版) 』03（1997）

p.88 參照 
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商の地位は四民の末に置かれているが、徽州の風俗はそれと違う。歙県の

人が淮南北で塩業をする者の中には、紳士の大族が多い。その中で仕官す

る者は、国家に貢献があったので官職が与えられる場合もあるが、多くは

科挙試験に受かって官位をもらった。また、士と付き合っている。すなわ

ち、固より商人であるが士も兼ねている。200 

 

と述べている。商人は士農工商の末にあるが、安徽の風習が違う理由は、徽商

は「官員を兼業すること（商而兼士）」にあると考えられる。官員を兼ねること

により官員との交際は頻繁となり、社会的地位を高めていることがわかる。「官

員になること」は徽商がステータスを高める手段である。または社会的信用を

得る手段ともなる。 

  劉鳳雲も明清商人について、「数多くの商人は依然として『（士農工商の）四

民の職業があるが、士だけが尊ばれる（四民之業、惟士為尊）』という価値観を

持っている。商人たちは自身の置かれた文化環境からステータスを高め、もし

くは自分の立場を変えるには士になるほかはないと考えていた。これを『商い

は利を得るため、儒は名誉を得るため（賈為厚利、儒為名高）』」と述べている。

201 

  徽商は「商をして士を兼ねる（商而兼士）」という手段によって、商業上の利

益を保護し、大きな利益を獲得した。 

以上に述べたように、徽商が儒教教育をする目的は、科挙官僚を育成するた

めである。これによって「政商関係を良くし、商人としての権益を守ること」

と「ステータスを高め、社会的信用を増すこと」を図って、宗族の商業活動を

円滑にさせるのである。 

 

3.3.3 教育の内容 

  

 徽商式教育の目的を理解した上で、ここではその具体的な教育の内容につい

                                                 
200 原文：商居四民之末、徽俗則不然。歙之業鹺於淮南北者、多縉紳巨族、其以急公議敘入

仕者固多、而讀書登第、入詞垣躋膴、更未易蔔數。且明賢才士、往來多出於期間、則固商

而兼士矣。 
201 劉鳳云「江戸時代的町人与明清商人之比較－兼論中日都市文化的差异」『中國人民大學學

報』1996 年第 6期、p.61 
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て述べる。徽商は子弟が就く職業によって、商人になるための「商業教育」と

士になるための「儒学教育」とに分けて教育を受けさせた。但し、彼等に受け

させた教育の内容には共通的な部分がある。 

  まず、士、商人の共通的な教育の内容について説明する。 

徽州にとって商にしても士にしても文字の勉強は基本的である。一般庶民は

兒童の啓蒙教育をとても重視する。子弟が六七歳202になったら、「蒙館」に送っ

て識字教育を受けさせ、『三字經』、『百家姓』、『千字文』、『龍文鞭影』等を学ば

せるのが普通である。203  

また、「儒商」と呼ばれた徽商は子供の道德教育を重視し、特に儒家的道德の

養成に入念する。 

   『績溪縣南關許氏惇敘堂宗譜』の家訓には、 

子供は七歳になったら小学に入って句読を学び、禮を習う。その放漫な心

を収め、道徳心を涵養し、孝悌忠信、禮義廉恥を知らしめる。聡明な者は

儒学を勉強させ、科挙に合格して家名をあげることを期する。凡庸な者に

農工商それぞれの生業を教えて従事させ、徒食させてはならない。また勤

倹を要し、贅沢を許さない。204 

 要するに、儒家の徳目である孝、弟、忠、信、禮、義、廉、恥を身につける

ことは教育の根本である。 

家訓のほか、徽商は子弟が道徳を身につけるために、家の壁に「楹聯」を貼

っている。そのなかに、「一番大事なことは読書であるが、幾百年存続してきた

家は善を積んだからである。」205という「楹聯」が見られる。また、「身を守るこ

とは玉を持っているかのように大事にすべきことであり、（子孫のために）徳を

                                                 
202 許秀華は『徽商商業體的擴展與家族組織的延續（1465〜1850）』に、子供が教育を受ける

年齢に関して、「子供の教育の適年齡(五～七歳)になる時、ステップ・バイ・ステップで基

本的な読みと書き、算術を勉強させる。例えば、明中葉頃、休寧程策は「五歳で読みと書

き、又は算術を学習する（五歳學書、又學數法）」。子弟が十一、二歳になるとき、その資

質によって、将来は商業か儒業かに従事させることを決める」と述べている。 
203『徽州五千村 綜合卷』 p.162 
204 原文：且子弟七歳以上則入小學讀書習禮、養其德性、使知孝弟忠信、禮義廉恥之事。其

聰明者使之業儒、其於有成、以光大門閭。其庸下者、亦教之以農工商賈、各事生業、不得

遊手好閒、亦要勤儉、毋許奢侈。 
205 原文： 第一等好事只是讀書、幾百年人家無非積善。 
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積むことは金を残すことに勝っている。」206という「楹聯」もある。これらの内

容から、徽商が道徳の教育を重視することがわかる。 

 

次に、「商業教育」について述べる。 

商業経営の教育の内容は大別として次の二種に分けることができる。 

 第一は「書物の勉強」、すなわち、商業に関係する専門書や商業経営の教科書

から商業経営における必要な技能や知識を習熟することである。 

  徽商は比較的に文化的素養の高い社会階層であり、もともと商業技能の勉強

を重視する。児童の教育に使われた書物も、徽州商業、文化方面の内容に触れ

ている。例えば、『日平常』には商業に使う頻度の高い文字や文章を載せ、各業

種の基本知識を紹介している。207  

 また、徽州の人は算法が上手で、明清時代に江南地域に「徽州算盤」という

諺もあった。 

 徽州民間商業抄本『便蒙習論』には算法の重要性について、「読書の要は文章

を書くことである。商売の要は計算することである。暇があったら勉学し、熟

練しなければならない。ひと言で言えば、計算は売買するための綱領である。

計算を知らない人とは月に光がないのと同然である。計算を学ばない者はいる

だろうか。（後略）。」208と述べている。 

 明朝の萬歴年間、徽州休寧県の程大位(1533-1606)の 『直指算法統宗』が出

版され、全国的に大人気で、商業に従事する者は皆一冊持っていたといわれて

いる。 

  算法の教科書のほか、商品流通範囲と流通商品の量と品目の拡大によって、

明朝の中期以降は商工業が発展し、これに伴って「商業経営」を中心とする書

籍の大量出版を生み出した。そのなかでも、道のりに関するものが多い。 

徽商が編纂した『新刻士商要覽天下水陸路行程圖』という商業の専門書には、

当時の全国の水路・陸路について百条を列挙し、その路線の起点・終点、距離

及び途中にある名産物、宿、或は風俗民情、運賃などについて詳細に記載され

ている。このような本は実用的で、徽商の通商に便宜を与えた。水上・陸上交

通の指南を中心とする商業書のほか、『開卷見源』、『雜貨名目』、『商賈格言』、『江

                                                 
206 原文： 守身如執玉、積德勝遺金。 
207 張海鵬・王廷元『明清徽商資料選編』（合肥：黄山書社）1985、p.333 参照。 
208 原文： 讀書之要文章也、生意之要演算法也、得閑須用心習學精熟。蓋算者買賣綱領也、

為人不知演算法猶如皓月無光、豈有不學者乎。 
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湖輯要』、『商賈便覽』『士商類要』等の商業専門書がある。 

このなかで、明朝天啟年間（一六二一～一六二七）、新安商人程春宇が編集執

筆した『士商類要』209は注目に値する。『士商類要』と他の商業書と違うのは、

官僚に役立つ各地の王府分布の情況や、官の俸禄等に関する知識について幅広

く介紹している点である。また商人のために、官僚との付き合いに注意すべき

ことにも触れている。 

第二は、「経験教育」（修業教育）、すなわち、経験を伝承する教育である。 

  徽商は宗族子弟に経験を伝承するために、家業の見習いを重視する。教育の

内容は行商と坐賈に分けて見ることができる。 

まず、行商の場合について述べる。その教育の内容は、幼い子弟が商業に従

事する父や親族とともに移動しながら、実際に商売の現場で見習い、商業経営

の経験を積むというものである。例えば、黄蛟峰は「幼い頃から頭がよくて理

解力も記憶力もいい、子どもの頃から父にしたがい宣州で商売をした。」210と記

されている。 また、葉廷杰は、幼い頃「貧困のため父と一緒に景鎮で商いをし

た。」211このような例は枚挙に遑がない。 

次に、「坐賈」について述べる。すなわち、店舗を持っている商人の場合であ

る。「伙計制度」の下で、徽商は子弟に自分の店や親戚の店で見習いをさせる。

徽商が独立してビジネスを始める前に、店舗で「學徒」として業界の実態を理

解し商業経営の知識を勉強する。212その期限は、一般的には三年である。三年間

が過ぎ評価された「學徒」は店の「伙計」（副手とも呼ぶ）として登用される。

また、業績のいい「伙計」は「掌櫃」（日本の「番頭」にあたる）に昇進する機

会がある。「伙計制度」という商業教育の制度化の確立は、宗族により組織した

                                                 
209「客商規畧」など商人のための合計十一項目が、「各省王府」など官僚のための合計十四

項目や、商人や士に問わず、「乾坤定位」、「人倫三教」など一般必要知識や道徳合計三十三

項目が記されている。（臼井佐知子「地方志と日用書類――上塚氏コレクションから」

『Castalia（インタネット版）』第 10 号 2005.09、ｐ.15） 

210 歙縣潭渡黄氏族譜[M1]雍正九年刊本(卷 9) 原文：幼穎悟、善記誦、童時從父賈宣州。 

211 婺源縣采輯[M1]民國抄本（陸賢濤「徽商家庭教育的思想和方法」『安徽師範人學學報』〔人

文社会科學版)〕第 32 卷第 6期、2004 年 11 月 p.645 から引用した。）原文：因貧乏隨父賈

景鎮。 
212 學徒修業の内容について、王廷元「徽商從業人員的組合方式」『江海學刊』2002.1、p．

122 参照。 
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徽商の商業団体にとって、革新的であった。213 

  徽商の豊かな商業教育の内容から、商業に就く子弟の職業能力の培養と経験

の伝承を重視することがわかる。 

 

次に、「士になるための儒学教育（舉業教育）」の教育の内容について述べる。 

 

  清朝の道光期の『休寧縣志』には「新安は南に移った後、有名人物の多さ、

文教の盛んなことで天下に有名になった。街、農村から深い山、遠い谷まで、

民が居るところに学校があり、先生がおり、書物の蔵がある。」214と記載してい

る。 

家庭教育の面から見れば、徽商の家庭における儒学教育の内容は、家庭教師

を雇用することと、書籍を備えること、書屋を建設することである。 

 歙縣叢睦人汪元功の父親は呉地で商をする、汪元功の母親は歙縣方洪の娘。 

方氏は四人子供を生んだ。方氏は三男の允功に父の業務を補佐するようにと命

じ、夫の代わりに長男建功、次男元功、四男有功の勉強を監督する。 も家庭

教師の質にこだわった。 

子供ひとりひとりに一つの経典を勉強させ、それぞれの経典について専門

的な先生を招く。先生が適任でない場合は、一年の内に何人も替えたこと

がある。いい先生なら厚遇する。初めは贄を送り、授業が終わる時には報

酬を支払う。その間にもしばしば贈り物をする（後略）。215 

家庭教師のための出費は少なくないと考えられ、汪家が儒業教育を重視する

程度がわかるだろう。 

「蔵書のこと（書史之藏）」に関して、清朝の黟216商胡春帆は「通り道に本屋を

発見したら、必ず店に入っていい本を探す。よい本があったら子に買ってやる。

                                                 
213 劉詩能「徽商商業教育發展及其社会背景分析」『職教史話』2005 年 2 月号上、p.61−62。 
214 道光『休寧縣志』卷一『風俗』。原文： 新安自南遷後、人物之多、文教之盛、稱於天下。  

 其當時、自井邑田野、以至深山遠谷、居民之處、莫不有學、有師、有書史之藏。 

215 李維楨『大泌山房集』卷 100「汪母方孺人墓誌銘」p.5-8；丁廷楗修、趙吉士纂：康熙『徽

州府志』卷 14「宦業傳」頁 46b。原文： 人占一經、經各有師。師非其人、或一歳數更之。

初有贄、終有報、歳時有問遺。 
216 徽州の黟県。 
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それが數百卷になった。」217と記されている。「凡數百卷」は徽商が子弟の教育の

ため、本にお金を惜しまないことを示している。   

また、歙商方遷曦は「金山の隈に書屋を建造した。後世子孫がこの書屋に集 

まって一緒に勉強を励み、儒業を振興することを期する。」218と記されている。 

 学校教育の施設から見れば、私設の私塾、義塾がある。また、官民提携や民

間の力が中心に設立した書院がある。そのほか、政府が開いた府學、縣學、社

學等がある。219そのなかで、私塾には經館を設け、「四書五經、時文、制藝（八

股文）」を教える。また、徽州の書院の盛行と徽州における科舉官僚の輩出とは

深い関係がある。220徽州の書院の主な活動は「課藝」で、すなわち生徒に科挙試

験のための授業を施す。221 

  後述するように、子弟の儒学教育に励むために、徽商が書院の建設に投入し

た資金は少なくない。 222   

明の汪道昆は、「商売しないと、家族を扶持することができず。お金がないと、

勉強はできず。」223と述べ、清の沈垚も「父兄が前もって商業をしないと、子弟

は儒学の勉強をすることができない、まして科挙に合格し名を挙げることも出

                                                 
217 同治黟縣三志[M]清同治九年刊本(卷 15)原文： 過通圜見書肆、必入觀書、能辯優劣、遇

佳者輒購歸与子、凡數百卷。 
218 方氏会宗統譜[M].乾隆十八年刊本（卷 19）原文： 肇建書屋於金山隈、伸後世相聚相觀

以振儒業 
219 周致元「徽商『好儒』新解」『歴史档案』1997 年 02 期 、p.81-82。周氏は「康熙『徽州

府志』によると、徽州には 54 軒の書院がある。歙縣 14 軒、休寧 11 軒、婺源 12 軒、祁門 4

軒、黔縣 5軒、績溪 8軒である。」と述べている。 
220 程必定・汪建設『徽週五千村  1 綜合卷』黄山書社出版  2004.09.01  p.168 参照 

221 徽州の書院の中、紫陽書院は徽州の人が南宋淳祐六年（1246）に朱熹が帰郷して講座を

した記念として建てられ、徽州の朱子學の中心となる。 

 明朝にはいると、八股文で科挙の士を選別する。徽州郡守は士を紫陽書院に入れるため

には開講せず、課芸で科挙に対応する時が多い。清のとき、特に乾隆以後、紫陽書院は基

本的に課芸を中心に、詳しい奨励規則を制定した。課芸の項目で学生を選別する。徽州の

他の書院、例えば黟縣の碧陽書院、績溪の東山書院、休寧の懷古書院なども紫陽書院と似

ている。 
222 本論のｐ.69-70 を参照。 

223 汪道昆『太函集』卷 42「明故程母汪孺人行状」頁 4a-6b。原文： 夫養者、非賈不饒；學

者、非饒不給。 
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来ず」224と述べている。   

徽商は子弟が科挙官僚になるための儒学教育において、かかった費用は大き

いものである。商業がバックアップしない限り、挙業に励むことはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
224 沈垚『落帆樓文集』(『叢書集成續編』第 195 冊、臺北市：新文豐出版社、1989 所收)

卷 24｢費席山先生七十壽序」p.11-13。原文： 非父兄先營事業於前、子弟即無由讀書、以

致身通顯。 
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3.4 徽商的経営の特質 

 

3.4.1 儒教的道徳をもって商業を営む 

 

中国における「重農輕商」という伝統的な価値観の下で、世間の商人に対す

る評価は高くない。商人たちはよく「奸商」、「商人重利輕別離（商人は利益を

重視し、別離に悩まない）」といわれている。225 

  明清時代に「徽商」を材料としている小説も少なくない。凌濛初の『拍案驚

奇』の卷 15「衛朝奉226狠心盤貴産」に、 

 

  衛朝奉は悋気な人だと言われている。はじめは南京で、小さな質屋を営ん

でいたが、いろんな悪質商法をした。例えば質物をとる場合、彼は劣等な銀

を上質な銀の代用として払い、小数点以下の銀は省略して渡す。質客が金を

返すとき、大きな天秤の重さも数に入れて計算し、小数点以下の銀も要求し、

上質な銀で支払わなければ、物を返さない。また金銀財宝、アクセサリーを

質に入れる場合、上質な金ならば、密かに同じものを作って換えることにし

ている。大きい宝石を小さい宝石で換え、いい宝石を劣等品に換えるなど、

このような行為は数え切れないほど多い。227 

 

とあって、不誠、不信、不義な徽州質屋を描いている。この主人公の徽商衛朝

奉は商業道徳に欠け、教養のない者だと見える。これは小説であるが、実際、

このような徽商も存在したと思われる。228 

世間の商人に対する悪いイメージを変えるために、徽商は儒教的教養を身に

つけることを重視し、儒教の道徳を守りながら商業活動をしようと努めた。 

                                                 
225 卞利『明清徽州社会研究』安徽大學出版社 2004、pp.142-143 
226「朝奉」について、李小榮は「明代の短編小説の多くは徽商のことを『朝奉』と呼んでい

る」と述べ、「朝奉」という言葉は、「徽州人の官位に憧れる心理が反映されている」と指

摘している。（李小榮「『朝奉』的稱呼與徽商的慕官情結」『海南大學學報人文社会科學版』

第 1期 2005 年。） 

227 原文：卻説衛朝奉平素是個極刻薄之人。初到南京時、只是一個小小解鋪(舖)、他卻有百

般的昧心取立之法。假如別人把東西去解時、他卻把那九六七銀充作紋銀、又將小小的等子

稱出、還要欠幾分兌頭；後來贖時、卻把大大的天平、兌將進去、又要你找足兌頭、又要你

補勾成色、少一絲時、他則不發貨。又或有將金銀珠寶首飾來解的、他看金子有十分成數、

便一模二樣、暗地裡打造來換了；粗珠換細珠；好寶石換了低石。如此行事不能細述。 

228 趙華富『徽州宗族研究』安徽大學出版社 2004、p.267 参照。 
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これは正に歙県商人黄長壽の例で示されているように、「儒術は商売の飾りと

しなり、みんなが慕う。数年を経たないうち大きな成功を収めるようになった」

のである。229 

  多くの事例で徽商が儒家的道徳を守りながら商業を営んでいることが示され

ている。実際、徽商の商業道德は儒道であるといえよう。230 

 

以下において、徽商が経営に際し、いかに儒教道徳である「誠」、「信」、「義」

を実践したかについて述べる。 

 第一に、「以誠待人」すなわち、誠実な商賣をし、客を騙してはいけない。 

「勉強好き」な歙県商人鮑雯は「渡る世間は鬼ばかりだが、ただ書生の道で通

るだけ。狡賢い小手先は一切使わず、惟 高の誠意を持って人に接する」231 と

言っている。 

休寧范氏宗族『宗規』には「職人は巧みに破れた物や古い器具や偽物などを

飾って、外観だけをよいように作って売るような不正行為をしてはいけない。」

232と子孫を戒めている。 

 客に対して誠実に対応し、商品の質も量も重視し、偽物を禁絶するのが「以

誠待人」の商業道德の具現化である。 

第二に、「以信接物」すなわち、信用を重んじるということである。 

歙縣の商人許文才は、市場に二つの価格はなく、その信用によってこそ名声

を得ることができ、そうであってこそ人々は（その人と）取り引きし商品を購

                                                 
229『潭渡黄氏族譜』卷九『望雲翁傳』（『明清徽商資料選編』第一三六四條、頁四四九による）

原文：以儒術飾賈事、遠近慕悅。不數年貲大起。 
230 臼井佐知子は「徽州商人と近江商人の商業倫理比較」に、「徽州商人の商業経営は儒家、

とりわけ朱熹の倫理規範の影響を強く受けるところとなった。」と述べている。また、『走

進徽商』にも、徽商の商人道徳について、「儒道經商就成為徽商精神的精髓。（儒道は徽商

商業道徳の精神原理。）」と指摘している。そして、中国社会科学院経済研究所研究員封越

健の研究に、「徽商は『賈而好儒』、商業經營は儒家思想の影響を受けている。」と示してい

る。 
231『歙新館鮑氏著存堂宗譜』卷二『鮑解占先生墓誌銘』（李琳琦「『儒術』與『賈事』的会通

－『儒術』對徽商商業發展的工具性作用剖析」『學術月刊』2001 年第 6期  p.80）原文：雖

混跡廛市、一以書生之道行之、一切治生家智巧机利悉屏不用、惟以至誠待人。 

232「執業當勤」『休寧范氏族譜』（趙華富『徽州宗族研究』安徽大學出版社 2004.01、p.267

から引用した。） 原文：工者、不得作淫巧售敝偽器什。 
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入するのであると述べている233。 

第三に、「以義為利」すなわち「義」を行うことは「利」に繋がる。  

徽商のなか、「生活を営むには原則がある。それは、利得の追求は、義に合致

する行為でないといけない」234と堅く信ずる人が多い。歙商汪忠高は後代に「商

の目的は営利であるが、不義の財をとってはいけない」235と訓誡している。 

 「薄利生財」も徽商の主な経営方針である。236 徽商の考えでは、商家と顧客

とは自利利他、利益共存の関係である。 

明の末頃、南京の「當鋪（質屋）」の中、福建商人が経営した質屋の抵当貸し

の金利は三分四分だが、徽州商人が経営した質屋ならば一分二分だけの金利を

取るがため、皆は徽商の営んだ質屋を好んだ。 

  康熙の『休寧縣志』には徽商について、「居賈則息微（商人として取る利息は

わずかである）」と記載している。こういうような薄利を取る經營方式は徽州商

人の中で個別的現象ではなく、むしろ普遍的である。237 

儒教的道徳をもって商業を営むところは徽商的経営の特質である。したがっ

て社会的信用が高い、これが徽商が幾百年にわたって繁昌した原因の一である。  

 

3.4.2 社会慈善事業への寄付による社会的信用の獲得 

 

  儒家道德を商業道德としている徽商は「道義」を重んずる。彼等は「以義為

利、利縁義取」という大義を掲げて、慈善事業に熱心に取り組んでいる。家郷

での建設及び賑救に も力を尽くした。徽商が投入した慈善事業の内容は主と

して以下の三種類である。 

 

 一、書院等の教育機構への寄付 

  明清朝期、徽商は艱難辛苦を経て致富した後、教育を奨励するために援助す

る資金を惜しまない。 

  李琳琦の統計によると、明清時代の徽州には八十九軒の書院があって、多く

                                                 
233『新安歙北許氏東支世譜』卷八「逸庵許公行状」。 
234『黟縣三志』卷十五「舒君遵剛傳」。原文：生則大有道、以義為利、不以利為利 
235 原文：職雖為利、非義不可取也。 
236 余英時は「実際、『薄利多売』は明清商人の も重要な経営方針である。」と指摘してい

る。（余英時『中國近世宗教倫理與商人精神』聯經出版事業公司 1987.01 、p.158） 
237『徽州五千村 綜合卷』 p.144 
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は徽商の寄付で建てたものである238。だから明清時期には「天下で書院が一番盛

んなところは、東林、江右、關中、徽州である」239という俗語がある。 

徽商は家郷での書院の建設に努めただけではなく、その居留地においての書

院の建設にも積極的であった。例えば、浙江に居留している歙縣の鹽商汪文演

は崇文書院を創設した。このほか、明朝杭州の紫陽書院、尊文書院、清朝漢口

の紫陽書院、蘇州の紫陽書院等も徽商の寄与によって建てられたのである。 

書院のほか、歙縣出身の兩淮鹽運總商汪應庚は揚州及び江都府縣學宮の建て

直しに一気に五万余金を寄付し、「二千の金を出して祭礼の器具、楽器を買い整

え、又万三千を出していい田圃を購入し、そこで得られる収入を毎年の整備に

充てる」と記されている。240 

  徽商の寄与はいろいろな學校が維持と發展するに重要な資金源であった。 

  リンダ・ウォルトン( Walton，Linda A.)241は南宋書院と社会との関係を研究

するとき、「士人社会に向けられた開放的な書院の建設は、一家の名声を高め、

地方のエリート身分（層）になりたいという訴求を示す手段となる。財産を文

化事業や社会資本に投入することによって地位を得るのである」242と指摘してい

る。 

徽商は書院の設立、寄付などの教育事業への貢献によって、社会的名声を高

め、社会から信用を得る。これが商品の販売にも役立つ。書院への投資は商業

利益に還元するといえよう。243 

 

 二、道路建設への寄付 

  徽州という地域は山地が多いので、橋の建設や道路の補修は家郷の住民たち

にとって善行である。商業経営によって致富した徽商はこういう建設に往々に

                                                 
238 李琳琦『徽商与明清徽州教育』武漢:湖北教育出版社 2001、p.48、276 
239 原文：天下書院 盛者、無過東林、江右、關中、徽州。（『徽州府志』[M]道光七年刊本 卷

三『營建志‧學校』） 
240 原文：以二千余金制祭器、樂器又出万三千金購腴田,以所入供歳修。（許承堯『歙事閑譚』

卷一二、廖建林「徽商与明清時期的社会公益事業」『廣西梧州師范高等專科學校學報』第 21

卷第 2期 2005.06。） 
241  Linda Walton, Academies and Society in Southern Sung China, University of Hawaii 
Press, 1999. 
242 肖永明「家族力量對書院發展的推動及其動機」『求索』2005（２) p.109 
243 張曉婧「明清徽商興辦書院的動機及其社会功能」『大學教育科學』2006 年第 1期(總第 95

期)p.70 
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して巨資を惜しまずに援助する。 

  明代歙縣の商人許岩保は「個性は慈善家で、路を舗装し、亭を建てるにも力

を入れている。ある時、万年橋を作る際、彼は三百緍を出資している。」244と記

されている。 

  祁門大洪岭の山道の両側にある石刻の碑文には、道路の補修に貢献があった

徽州黟縣、祁門、歙縣、休宁商人の「芳名録（芳名の記録）」は十通に近い。 

 

 三、災害賑救への寄付 

  明清時期、徽商が「重利輕義」という商人に対する固定観念を改め、「以義為

利（義を行うことは利に繋がる）」と考え、災害賑救に大金を投入した例は少な

くない。 

  例えば歙縣出身の商人羅福履は「乾隆末期、如皋というところに商売を営み

……江北で酷い旱魃に逢った。彼は被害者に仕事と飯を与える策を提出し、自

らそれを実行に移した結果、数千の民を救った。嘉慶十九年又旱に遭い、蓄え

た麦を平価で売り出し、二万余りの金を寄付した。如皋の人々は今でも彼の恩

を忘れない。」245と記されている。 

祁門渚口の木商倪望銼は江西で商をする時、水害に遭い、その害で人民は食

べ物がない。倪望銓はこれを見て自腹で彼等を賑救し、一緒にこの難局を乗り

越えた。このことの結果として、嘉慶『黟縣志』には「彼に恵まれた者の数多

く、而して彼の名も日に連れて高くなり、商売も日につれて盛んになり、彼の

家族も日に連れて隆盛になった。」246とある。 

 徽商が巨資を惜しまず社会慈善事業を支援することは、一時的に経済的に損

をしたとしても、長期的な視点から見れば、このような行動は社会的信用を得、

顧客と市場を獲得し、長期的な安定的・継続的な利益をもたらすのであると考

えられる。 

明清政府の振興もその要因の一つであったが247、社会的名声と利益を獲得する

                                                 
244 原文：性好善、葺路建亭、不遺餘力、時造萬年橋,岩保輸資三百緍（道光『黟縣二志』卷

复一五『藝文志‧碧陽書院 舊章記』） 
245 原文：乾隆末年治商於如皋……江北大旱、建工賑之策、躬督之、活飢民數千。嘉慶十九

年又旱、平價出所儲麥、捐兩萬余金如皋人至今德之（民國『歙縣志』卷九『人物．義行』、

『明清以來徽州區域社会經濟研究』合肥：安徽大學出版社 1999 年、p.294) 
246 原文：受惠者眾、而名日高、商業日盛、家道日隆 （嘉慶『黟縣志』卷七『人物志‧尚義』） 
247 范勇『中國商幫興衰史－讓歴史教你如何成就霸業』漢湘文化事業股份有限公司 2001.12 
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ため、徽商は社会慈善事業に積極的であった。 

 

3.4.3 政府・官人との結び付き   

 

中国の歴史において、宦官の害は大きいものである。しかも中国封建制社会

の後期に属する明代は宦官の害が激しかった時代とされている。248 

  宦官の江南地域における経済破壊に関して、王春瑜・杜婉言は『明代宦官與

江南經濟』において、「宦官が税収を管理する機関を握ってから、商税は数え切

れないほど多くなった……宦官は地方と組んでいるだけでなく、各地のやくざ

者がその手先として江南の水道の上で好き放題やった。そのため、商人も憤っ

ている。商人は蘇州から四川まで貨物を運ぶ途中、『なんでも徴収する。船で三

十あまりの税関を通り、一つの貨物は三十余りの税をとられる。商人の利益は

もちろん、元金も回収できない。』結局、『世相に対して憤慨し、涙を呑みなが

ら商をやめる。』」249と述べている。 

宦官のほか、地方官僚の商人に対する搾取も過酷なものである。 

弘治十二年吏部尚書の倪岳が上奏し、「近年、戸部官員に委任し税務の管理を

させる。税金の増加は極まりなく、……できるだけ商人を搾取した。税法の外、

又いろんな名目を立て、勝手に税を課す（根拠のない私的な搾取）。客商の資本

の多い人は「殷富」と呼ぶ、強引に官員に金貸しをさせた。少しても官員のい

うことに従わないと、軽ければ刑罰を与え、酷い場合は他人の罪を押し付け、

船までも毀損する」250と陳述している。 

  官吏の搾取を避けるために、徽商は官を兼業することを思いついた。３−２−

２251で言及した歙商汪士明はその一例である。 

もちろん、官吏たちの商人に対する搾取は徴税だけに止まらなかった。兩淮

                                                 
248 王春瑜・杜婉言「明代宦官與江南經濟」『明代宦官與經濟史初探』ｐ.417。王・杜氏は封

建制という言葉を使った。 
249 原文：「宦官控制了税務機構後、商税多如牛毛……宦官不僅與地方朋比為奸、而且以各地

的土棍及地痞為羽翼、逞兇肆虐於江南的江河水道之上、以致商人憤怨。商人從蘇州販運貨

物去四川、沿途『無不有徴、一舟而經三十餘關、一貨而抽三十餘次、商人不惟靳其利、而

折其母錢』、其結果只能是『鹹疾首而不樂江湖、呑聲而不通貨賄。』」。 (『王都諫奏疏』、『明

經世文編』卷四四四、王春瑜・杜婉言編著『明代宦官與經濟史初探』中國社会科學出版社

1986、 pp.422-423) 
250 原文：「近年以來、改委戸部官員出理課鈔……往往以增課為能事……籌算至骨、不遺銷株、

常法之外、又行巧立名色、肆意誅求……客商資本稍多者、稱為殷富、又行勸借。……少有

不從、輕則痛行答責、重則坐以他事、連船拆毀……」。（『明經世文編』卷七十八） 
251 本論文の 50 ページを参照。 
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鹽官李煦が康熙に上奏したものに、「商人は元々弱小であり、無事平安を守るの

が第一で、もし衝突がある場合、裁判になれば、官吏が必ず賄賂を要求してく

る。そのため予め計画を立て、その要求に応ずる用意をする。」252とあるように、

裁判所の官吏も商人から利得を得ようとする。訴訟に負けないために商人は官

府と良い関係を結ぶ必要がある。 

歙県出身の商人鮑紹翔は商業活動で多くの訴訟が起こされたが、普段から官

吏たちとよい関係を保っているから、すべて事なきを得た。そのため、鮑氏は

「余は訴訟に逢う度に、必ず協力してくれる者がおり、世を渡るために人の協

力は不可欠である。汝はそれを深く心に留めておく事だ。」253と後世に戒めして

いる。当然のことながら、訴訟の中で、「相與成之（商人を協力する）（商人の

ためになる）」人物は官吏にきまっている。254 

明清時代における政治環境の下で、商人は商売するときに、いろいろな困難

に直面した。この困難を乗り越えるため、商人は政治権力との結びつきによる

政治的保護を求める傾向がある。これは所謂「官は商を財源として見ており」、

「商は官を守り神として見ている」255 関係である。 

保護を受ける一方、経済上の利益の獲得も徽商が権力と結びつきたい動機の

一つである。徽商のなか、鹽業貿易をする場合は特に顕著である。明清時代、

鹽業は専売の事業に属し、鹽業の独占的販売権を獲得するには、政府官僚との

よい関係が要求される。鹽商が鹽政官員に提供した生活の資は大きいものであ

った 。256 鹽官も商人を厚遇する。例えば、乾隆二十八年（1763）七月、徽商洪

箴遠等は鹽運使の巴寧阿に頼んで奏請した結果、もともと一回で完納しなけれ

ばならない三百六十九萬兩の銀子を十綱に分けて十年の納期に延ばすと特別に

優遇された。257 

官員との結びつきは直接に経済的な利益に反映したほか、商業上に有益な情

報の獲得にも役に立っている。清道光年間（1821-1850 年）政府は明清両朝に実

行された食塩販売制度「綱法」から生じた諸弊を除き得ない状況に際し、「票法」

                                                 
252『李煦奏折』。原文：「商家原屬弱孺、平居安保無事、設遇家庭之事偶有小嫌、一經衙門、

必借端勒詐、不得不預為之計、以勉應其求也」。 
253 原文：余毎逢強故、必有相與成之者、天下事非可以一手一足自持也、汝曹當深念之。（『鮑

氏誦先録』） 
254『徽商研究』、p.325 參照 
255 王守基『兩淮鹽務議略』、原文：「官以商為利藪」、「商以官為護符」。 
256『徽商與經營文化』pp.73-74 を参照 
257『徽商與經營文化』p.77 
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に変えようとする。258 そうなれば、鹽商の交易特権は終わりを告げることにな

るし、当初大金を使って買った「根窩」259も無駄になる。しかし、ある政商関係

のよい商人は一早く情報を得て、こっそりと「根窩」を売り出して資本を回収

して損害を抑えた。260 

  また、官員との付き合いは商人の名声も高めた。 

  実例を挙げてみれば、婺源の商人李古溪は行商するとき、「賢士との交際に励

むことにより社会的名声が高い。」261と記されている。また、徽商方遷曦は「呉

梁の間で商売する。至るところで士と付き合い、社会から憧れられ、家業も益々

発展した」262と記されている。 

  汪道昆は「士大夫と交際する目的は名を上げるためである。」263と指摘してい

る。明代の陳繼儒も「新安には大商人が多い、彼らは名声を上げるため、有力

な士と交遊することを好む。」264と述べている。 

 なぜ士大夫との交際は社会的信用を増す機能があるのであろうか。 

何炳棣は「当時社会的名声を評価する基準は金ではなくむしろ政治的もしく

は文学的名声である。」265と述べている。徽商は士との付き合いによって高い社

会的名声が得られ、ひいては市場における競爭力も強化した。 

さらに、天子との付き合いは光栄極まることで、社会的信用も大きく増す。 

徽州の鹽商は政府、皇帝への巨額な「報效」266によって、「塩商は時々誘われて、

                                                 
258『清史稿・食貨志四・鹽法條』は以下のようである。 

 

  凡引有大引、沿於明、多者二千數百斤。小引者、就明所行引剖一為二、或至十。有  

正引、改引、餘引、綱引、食引、陸引、水引。浙江於綱引外、又有肩引、住引。其引  

與票之分、引商有專賣域、謂之引地。當始認時費不貲、故承為世業、謂之引窩。後或 

每售與承運者。買單謂之窩單、價謂之窩價。道光十年、陶澍在兩淮、以其抬價、奏請  

每引限給一錢二分、旋禁止。票無定域而亦有價。當道光、咸豐間、兩淮 張僅銀五百兩。 

後官商競買、逮光緒間、至萬金以上。又引因引地廣狹大小而定售額、票則同一行鹽地、 

售額亦同。嘉慶以前、引多票少、後乃引少票多、蓋法以時變如此。 

 
259 引窩、又は根窩、窩根ともいう。（『中國古代政治制度史辞典』、p.318 參照） 
260 金清安『水窗春囈』卷下。（『徽商研究』、p.325 による） 
261 婺源『三田李氏統宗譜』。原文：晉納于賢士大夫、每以名顯。 
262『方氏会宗統譜』卷十九。 原文：商于呉梁間、所至交納豪杰、為江湖望、家業益以工振。 
263『太函集』卷四十四。原文：游大人而為名高。 
264『晩香堂小品』卷十三。原文：新安故多大賈、賈啖名、喜從賢豪長者游。 
265 何炳棣著巫仁恕譯「揚州鹽商:十八世紀中國商業資本的研究」『中國社会經濟史研究』1999

（2）、ｐ.71。原文：「當時衡量社会名聲 重要的標准不是錢而是政治和文學的名聲。」 
266 皇帝への献金。（王世華「論徽商與封建政治勢力的關係」『安徽師大學報』第 23 卷第 1

期 1995、p.59 参照） 
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皇帝に謁見を賜ったり、饗宴を賜ったり、貴重品を賜ったりした厚遇は大官に

匹敵する。」267。大鹽商江春はその一人である。よく乾隆帝の「賜秩（官位を賜

る ）」、「賜物（宝物を賜る）」、「賜宴（饗宴を賜る）」ことによって、『異數（特

別な人）』と評された。江春以外の鹽商も「報效」によって「加級晉銜（官の位

を高め、名誉的な官職を与える）」の獎勵を受けている。こういうような比類の

ない栄耀を極まる徽商の社会的地位は高くなって、一般庶民から官員までに敬

意を払われている268 

中国の歴代王朝において、皇帝は 高の権力者であり、皇帝と付き合うこと

ができる商人は稀であるが、その下の官員と結びつくことで、商人の権益を確

保することができる。 

『徽州五千村』には「中国は重農抑商の社会であり、徽商は自分の経営活動

を円滑化させるために、商人として儒術を好む、商人として官員を兼ねる、封

建的政治官僚と結合し、もしくは結托した。」269と述べられている。 

政治的権力者と密着するために、徽商は「躋身士林（自分や子弟や同族が官

員になること）」を目指している。 

「躋身士林」の方法について、一般的に明清時代の商人が官員になる方法と

して、大別して二つに分けることができる。一は読書によって科挙に受かるこ

とである。もう一つは買官である。270 

  読書によって科挙に受かる具体的な内容について、既に第二節において触れ

たので、ここでは省略する。 

科挙のほか、買官は も便利な方法で、その内容として「捐貲納官」 と「急

公議敘」がある。 

「捐貲納官」は直接金で官位を買うが、実権は持ってない。何炳棣の研究に

よると、「順治元年から嘉慶七年の間(1644-1802)、180 家の鹽商家庭の成員は「捐

                                                 
267『清史稿』卷一百二十三『食貨四』。 原文： 鹽商時邀眷顧、或召對或賜宴、賞貴握厚、

擬於大僚。 
268 王世華「論徽商與封建政治勢力的關係」『安徽師大學報』第 23 卷第 1期(1995)、p.62 

269 程必定・汪建設等主編『徽州五千村  1 綜合卷』黄山書社出版  2004.09.01 p.145。原

文：「中國是一個重農抑商的社会、為了能夠使自己的經營活動適應整個社会、徽商賈而好儒、

商而兼士、與封建政治官僚合為一體、或相互結托。」 

270 劉鳳雲「江戸時代的町人與明清商人之比較－兼論中日都市文化的差異」『中國人民大學學

報』1996 年第 6期 p.61-62。 
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納」（政治献金）によって官位をもらった。」271という統計数字がある。 

  「急公議敘」は軍需、河の工事、賑災等の名義で政府に献金する。例えば、

明の萬暦年間、公共事業のため、人力と木材の需要で資金が足りない。歙商呉

時佐は「兄弟を率いて金十万を献上し、皇帝はそれを表彰し、一日のうちに五

人を中書272に任じた」273 と記されている。  

また「官商聯姻（官員と姻戚関係を結ぶこと）」も重要な手段となる。徽商の 

家譜から、特に大商人は封建官員と姻親関係を持っていることがわかる。例え

ば、休寧の程次公は「昔は商売をして富を手に入れ、その婚姻の対象はみな郡

の中の名公卿である。」274。小説『二刻拍案驚奇‧韓侍郎婢作夫人』には徽商が官

員と姻戚関係を結ぶための積極的な様子について生き生きした描写がある。こ

の主人公の徽州鹽商は義理の娘の江愛娘を韓侍郎の妾にする為に、「向こうに結

納金を要求しない、逆に嫁入り道具を沢山付けた。ただ官員との親戚関係を結

べれば満足する。」275。後に、韓侍郎の正妻が死んで江愛娘は正妻となった。「あ

の徽商は義理の父とされ、その後の付き合いも絶たない」276。この徽商は韓侍郎

と親戚になることで権力と結びついた。官員の親戚のバックアップで官商の特

権を得て鹽業における世襲的な専売権を維持することができた。277 

以上に述べたように、徽商が権力と結びつくために、費やした金銭は膨大で

あるとわかる。 

小説『二刻拍案驚奇』には徽州の人について、「元来、徽州の人は固有の特性

を有している。それは『烏紗帽（権力）』、『紅繍鞋（妓樓）』のためなら、いく

らお金を使っても惜しまないが、それ以外については吝嗇である。」278と述べて

いる。ここの徽州人は勿論徽商のことを指している。そして、妓樓は徽商と官

員と交誼する場所なので、妓樓で大金を使うのは権力者と結びつくためである。

                                                 
271 何炳棣著巫仁恕譯「揚州鹽商:十八世紀中國商業資本的研究」『中國社会經濟史研究』1999

（2）ｐ.71 
272 官職名。明清時代では命令等の文書を書く職である。（教育部國語字典による） 

273 呉吉祜『豐南志』卷六「光祿兄六十序状」。原文： 率諸兄弟上錢十萬、天子勝之、一日

而五中書之命下……。 

274『太函集』卷十六、十八 。原文：「席故饒用賈起富」、「其婚姻皆郡中名公卿」。 
275 原文： 不爭財物、反賠嫁奩。只圖個烏紗帽變心滿意足。 
276 原文：那徽商(被)認作乾爹、兀自往來不絶。 
277 唐力行『商人與中國近世社会』（杭卅：浙江人民、1993）p.150 
278『二刻拍案驚奇』卷十五。原文： 徽州人有個僻性、是烏紗帽、紅繍鞋、一生只此兩件事

不爭銀子、其餘諸事慳吝了。 
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279 勿論、「不争銀子（金錢を惜しまない）」のは莫大な商業利益を獲得するため

である。 権力者との結びつきによって商業活動を円滑にさせ、富を築くのは徽

商の考えであった。 

王世華氏も「封建社会で徽商のように封建政治勢力と緊密な関係を結びつい

た商幫は稀であるといえよう。だから、商人と封建政治勢力の関係を研究する

とき、徽商は典型としての意義がある」280と指摘している。また、唐力行氏は「徽

商における政商の結合と相互利用は商品経済が伝統的の四民の分に対する衝撃

反映する一方、徽商の成功の秘訣も示す」281と指摘している。徽商の商業活動は

実際、政治的権力に依存している。この点経営上の大きな特徴として注目に値

すると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
279 王成・徐善華「明清徽商青樓生活的文化考察」『淮北煤炭師范學院學報(析學社会科學版)』 

第 27 卷第 5期、2006.10 p.120 
280 同上、ｐ.59 
281 原文： 儒賈合流、疊相為用、一則反映了商品經濟對傳統四民之分的衝撃；二則也掲示了

徽商成功的奧祕。唐力行『商人與中國近世社会』（杭卅：浙江人民、1993）p.151 


