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第 1章 序論  

 

第 1節 本研究の目的 

 

本研究の目的は，1910 年代から 1930年代後半を対象に，黄河下流域の碼頭と渡口の分

布を復元した上で，碼頭を拠点とする航運と渡口を拠点とする渡運が流域の経済活動に果

たした役割を，沿岸における商品流通との関わりを通して明らかにすることである。碼頭

とは，船が黄河の東西を長距離で運航する際に，貨物の積み下ろしをするとともに停船が

できる場所のことである。渡口とは，南北両岸を渡る際に，渡船が常在して出船する場所

を指している。航運は碼頭を拠点とする長距離の旅客・物資輸送のことで，渡運とは渡口

を拠点として渡河により行われた旅客・物資輸送のことである。航運と渡運は黄河下流域

における内陸水運を構築し，ともに黄河沿岸の物資輸送の担い手として，航運は東西方向

の長距離の物資を輸送し，渡運は南北方向の対岸までの短距離の輸送に利用された 1）。対

象時期を 1910 年代以降とするのは 1900 年代に鉄道が建設された後，黄河水運は鉄道の

影響を大きく受けたためであり，1930 年代後半までに限定するのは，日中戦争期の 1938

年 6 月に蒋介石が河南省の黄河堤防を破壊し，河道が変化するとともに，黄河下流域の河

道水量は激減して，船の運行が難しくなったためである。 

中国内陸の物資輸送において，鉄道と自動車が普及する以前には，内陸水運と馬車を中

心とする陸路運輸は重要な輸送手段であったが，馬車は多量の物資を長距離に輸送するこ

とは困難であり，19 世紀の末頃まで，内陸水運が内陸における長距離の物資輸送の主要な

手段であった。しかし，20世紀初頭に鉄道が建設され始め，鉄道運輸の発達に伴い，従来

の内陸水運が内陸の物資輸送に果たす役割は次第に変化していった。 

従来の近代中国の内陸水運に関する研究は，大運河，長江，遼河，川河，大清河などに

注目した研究が多く，張依依 2），賈孔会 3），張博峰 4），侯峻・曲暁璠 5），張済容 6），凌

弓 7），王桂寧 8），苗英芳 9），尹強 10）など数多くがある。黄河に関する研究は，陳鉦 11），

陳琦 12），樊如森 13），王子今 14），張興兆 15），魏晋賢 16），白利権 17）などがあるが，航運

の変遷，船舶の種類など黄河航運の概略的な説明，及び文献に記録された近代以前の渡口

に関する研究が主流であった。これらの研究によって黄河水運の基礎的な研究成果がある

程度蓄積されたが，水運による物資輸送や水運が流域の経済活動に果たした役割に関する
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検討は非常に不足している。黄河に関しては，氾濫しやすいため治水が研究主要な課題と

され，張含英 18），岑仲勉 19），姚漢源 20）のような歴代の治水方針，黄河の変遷などに重

点を置いた研究は数多く行われた。また，王林・袁瀅瀅 21）による黄河氾濫時の救済に関す

る研究は，近代の黄河氾濫の原因は当時の政府の治水能力の不力と政策の失敗が関ってい

たと指摘した。また王林は，統一的な治水機構がなく，水防の維持費が不足したなどが主

要な原因であったと指摘した 22）。すなわち，近代の黄河は治水が十分に行われておらず，

一般的に水運はあまり機能していなかったと認識されてきた。一方，樊如森は，民国期以

降の黄河水運の状況に関して史実はまだ未解明であると指摘した 23）。 

このように，近代の黄河水運は内陸運輸においてどの程度機能していたのかが問題にな

るが，陳鉦は黄河航運は歴史が長く，黄河流域と中華民族の経済，文化の発展に重要な役

割を果たしたと強調した 24）。しかし，陳鉦は清末と民国期には，河道の変遷や鉄道輸送の

発達，さらには軍閥混戦の関係で，黄河航運は衰退したと指摘し 25），鄒逸麟も明清以降は

黄河航運の衰退期であったと提唱した 26）。つまり，近代の黄河航運は衰退したというのが

一般的な考え方であった。しかし，近年に樊如森は民国期の黄河航運は衰退したのではな

く，それ以前よりさらに発展したという説を提唱し，黄河航運と鉄道運輸とは相互補完の

関係にあり 27），また，鉄道運輸の発達を促すのに内陸水運の発達が不可欠であったと主張

した 28）。樊如森の主張はこれまでの研究と異なり，黄河航運に関して再検討する必要があ

ることを示している。そして，民国期の黄河航運を上流域，中流域と下流域に分け，それ

ぞれ考察している。具体的には，上流域では蘭州以下で航運が盛んであり，皮筏，木筏，

七站船，五站船，高幇船，小划子，汽船などの 7 種の船を利用して，羊毛，薬剤などが運

ばれたこと，また，造船や航行の技術，運輸数量と速度は水路の自然条件によっても異な

ることを論じた。中流域の航運は，地形の関係で非常に危険であったが，河口鎮以下の黄

河主流は山西省から陝西省までの人と物資の交流の重要な交通路であったこと，支流域の

航運は山西省の汾水，陝西省内の渭水及び渭水の支流としての北洛水，涇水に集中してい

たことを指摘した。下流域に関しては，下流域の水量は大きく，河幅も広いため，航運は

より便利で，物流における貢献はより大きかったと指摘した。また，河南省では河幅が広

いため，東西の物資だけでなく，南北の物資輸送と人々の交流にも船を利用する必要があ

り，黄河両岸に多くの渡口市鎮が形成されたこと，山東省に関しては，各県における船型，

船の速度，重要な埠頭市鎮，主要貨物及び運賃などを明らかにした。当該研究は黄河全流



3 

 

域の航運の概要を示したことは意味深いものの，航運における貨物輸送及び鉄道運輸との

関わりについては十分に実証されていない。黄河の航運に関しては，樊如森の研究成果を

踏まえてさらに検討する必要がある。 

さらに，黄河は河道の幅が最大 2.5km に及ぶ大河であり，その渡河は内陸交通において

重要な意味を持っていた。従来，民国期の黄河の渡運に関する研究は白利権の黄河中流域

に関するものの外は，ほとんどみられないが，黄河水運を全体的にとらえるには渡運の検

討も必要である。 

 

第 2節 従来の研究と本研究の視点 

 

近代の中国内陸水運の研究は多くの視点から考察されてきた。戴鞍鋼は内陸水運は民族

資本による船舶製造業と近代上海の発展を推進し，上海の都市化において重要な役割を果

たしたと指摘した 29）。張友誼は 1890 年に重慶が開埠された後，川江 30）航運が四川地域

の経済の発展に与えた影響，及び日中戦争中における川江航運の発展などを検討した 31）。

侯峻・曲晓璠は遼河水運の発展及びそれがもたらした沿岸の市鎮化を検討し，新興の市鎮

は交通運輸の利便性から，一定の範囲内の商業中心となり，伝統的な自給自足的経済に大

きな影響を与えたと指摘した 32）。張済容は川江の水運は重慶と外部との連絡を促進した

ことにより，重慶の発展を推進したこと 33），張博峰は鉄道の発展に伴い，漢江 34）の水運

は徐々に鉄道に代替され，漢江は内陸水運として衰退したと指摘した 35）。賈孔会は宜昌，

重慶などが商埠地として開放された後の水運の発展，及びそれが長江上流域と三峡地域の

経済に与えた影響を考察した 36）。張依依は京杭大運河による沿岸の集落分布への影響に

注目し，運河と沿岸集落の空間関係，自然環境，社会，経済，運河の機能など多角的に検

討した 37）。苗英芳は 1860〜70 年代から 1960〜70年代までの天津から保定までの間の内

陸航運の新航路の形成，河道の管理，輸送手段及び，航運による地域の政治・経済・文化

への影響を考察した 38）。尹強は明清時期の大清河・小清河の水運と沿岸商品流通の相互関

係を検討し，商品流通の発展は大清河・小清河流域の農業，手工業と商業を促進したと指

摘した 39）。これらの研究は，水運は流域の経済活動や沿岸都市の発達などと密接な関わり

を持っていたことを示している。このような内陸水運の研究動向から，近代の黄河水運の

研究においても流域の経済活動との関わりの面から検討することは重要である。 
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1860 年代以降，天津，青島などの開港に従い，金元から明清まで基本的に中国の政治中

心地であった環渤海地域は，内陸と海外を結ぶ商品流通の中枢地域となった 40）。1930年

代に，中国が開放した通商貿易港と内陸の商埠地は 115ヶ所であり，その内，環渤海地域

には 39ヶ所があり，全国の 33.9%を占め，環渤海交易圏が徐々に形成された 41）。環渤海

交易圏の範囲を示したのが第 1-1図である。 

 

 

第 1-1 図 環渤海交易圏 

（丁文江・翁文灝・曾世英編『申報六十周年記念 中華民国新地図』上海申報館，1934，に基づき，樊

如森・伍伶飛「近代環渤海市場構造的時空演進」『歴史地理』28，2013，264 頁，を参照し筆者作成） 

 

黄河下流域の水運は，海河 42）流域と遼河流域の水運と共に環渤海交易圏における重要

な内陸水運であった。海洋運輸の発展と共に，環渤海交易圏には天津，青島を経済中心と

する国際的な市場経済体系が形成された。この市場経済体系のもと，中国沿海と国外の商

品は沿岸の港を通して華北経済地域に浸透した。華北経済地域とは，1920 年代以降の天

津・青島を中心都市とする国際的な市場経済体系の形成に伴う経済地域で，山東省，河北

省，山西省，チャハル省，熱河省及び河南省と江蘇省の黄河流域を含むものである 43）。従
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って，その範囲は環渤海交易圏の東北部の遼河流域を除く地域と一致する。樊如森・伍伶

飛によると，当該地域における市場構造は第 1-2 図に示した通りである。 

 

 

第 1-2 図 華北経済地域の市場構造 

（樊如森・伍伶飛「近代環渤海市場構造的時空演進」 

歴史地理 28，2013，266 頁の一部を改編加筆し作成） 

 

図にみるように，華北経済地域の市場構造は 4階層からなる。まずは天津と青島を中心

都市とする一級市場である。天津は近代中国北部における最大の経済都市であり，その勢

力範囲は華北，東北の西部，西北大部分及び内外モンゴルである 44）。青島の勢力範囲は山

東省の大部分，河南省東部と江蘇省北部の国内終点市場までである 45）。 

次に，天津を中心とする一級市場は河南省の鄭県，山西省の陽曲，チャハルの張家口と

いった三つの二級市場を統括していた。その内，鄭県は河南，陝西，山西三省の棉花の集

散地であり，集散された棉花は天津，漢口と上海などに転売された。そのため鄭県は北方

の大きな棉花市場の一つであった 46）。上海，天津，青島などの紡績工場も鄭県から棉花を

買収することが多かった 47）。青島を中心とする一級市場は済南，煙台，海州といった三つ

の二級市場を統括していた。済南は山東省の省都であり，1860年代以降，煙濰大道（煙台

と濰県を結ぶ大道）及び大清河と小清河により煙台から洋貨を輸入したが，1904年膠済鉄

道が開通された後は，主要輸入先は青島に変わった 48）。1906 年に済南が商埠地になり，

煙台，青島の洋行や棉花，糧食などの土産品を貿易する商人も済南に集った。そのため，

山東省西部，河南省，山西省などの土産品も黄河水運を利用して大量に済南に運ばれ，さ
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らに膠済鉄道を経由し青島に転送された 49）。鄭県，済南のような二級市場はその周辺の県

城のような中小都市における三級市場を統括し，三級市場はさらにその下層市場である初

級市場・産地市場・郷村市場に直接影響を与えた。初級市場・産地市場・郷村市場は市場

構造の最末端に位置しており，鎮や村落の集市（定期市）はこの階層の市場に相当すると

考えられる。そして，一級市場の天津・青島と二級市場の鄭県・済南などは鉄道で結ばれ，

二級市場と三級市場の県城とは陸路や水運によって結ばれていた。 

以上のように，黄河流域は，環渤海交易圏を構成する華北地域経済に鄭県，済南といっ

た二つの二級市場を通して組み込まれており，黄河水運の検討に当っては，この市場構造

との関わりを意識して検討する必要がある。 

鉄道が開通する前に，黄河水運は沿岸地域における東西の物資交流に重要な役割を果た

していたが，隴海鉄道，平漢鉄道，津浦鉄道と膠済鉄道の開通により，黄河は隴海鉄道と

並行するとともに平漢鉄道と津浦鉄道と交差して，華北経済地域において広大な水陸交通

網を構築した。黄河水運による物資は隴海鉄道に一部役割を奪われた一方，鉄道から離れ

た地域の物資は黄河水運により鄭県，済南に集荷され，さらに鉄道を経由して天津，青島

などに運ばれた。このように，黄河水運の考察においては，環渤海交易圏における華北経

済地域の物資の移出入と関連して，鉄道との関わりに着目する必要がある。 

黄河の沖積により形成された黄河下流域は河南省の孟津から山東省の渤海入海口まで

であるが，華北地域の一部を構成している。華北地域の範囲は，時期や分野によって異な

り，地理学的には黄河中下流域，あるいは黄淮海平原（黄河，淮河と海河流域の平原），

華北平原などを意味する 50）が，G.W.スキナーの区分が注目される。G.W.スキナーは河川，

都市，市場を基に中国を九つの地域に区分し，その中で，華北地域は黄河下流域，淮河，

渭河流域，及び華北平原における数多くの小河川からなっており，行政区画から見ると，

河北省，山東省，河南省の大部分，江蘇省の北部と安徽省の北部，及び山西省東部と陝西

省の一部を指している 51）。華北地域の範囲については，G.W.スキナーの区分が最も地域

の社会経済の実情を反映したものと考えられる。この G.W.スキナーによる華北地域の範

囲は，華北経済地域の範囲と比べ，華北経済地域の範囲にない陝西省の一部，安徽省の北

部，河南省の一部が含まれる一方，華北経済地域にある山西省西部，チャハル省と熱河省

が含まれていない。このように，華北地域と華北経済地域の範囲は大部分重なるが，ずれ

も存在する。ずれが生じた原因はそれぞれの範囲を決めた基準が異なるためである。華北
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経済地域の範囲は環渤海市場圏が影響する範囲によるが，スキナーの華北地域の範囲は前

述の河川，城市と市場に基づいている。黄河の河道は華北地域を横断し，黄河航運により

華北地域を東西につなげると同時に，黄河渡運によりその南北も結びつけていた。航運と

渡運により構築された黄河水運は華北地域の経済に影響を与えた重要な要素であり，華北

地域研究の成果を踏まえて黄河水運を把握する必要がある。 

華北地域研究に関しては，農村社会の変遷と社会生活史（喬志強 52）），市場経済（庄維

民 53）），郷村集市（龔関 54）），鉄道と市鎮の興衰（熊亜平 55））など各分野において多

数の成果が挙げられた。喬志強は人口，婚姻，宗族などの視点から華北地域の社会生活史

の変遷を検討した上で，市場交易，都市化の進展などの面から華北農村社会の変遷を考察

した 56）。庄維民は山東省に焦点を当て，港を介した貿易が市場構造，商品流通などに与え

た影響を分析し，産業技術の改良と工業化，工業化と市場の変化，農業改良と農業経済の

変化の関係を考察した 57）。龔関は多くの地方志を利用して，近代華北の集市の発展を論証

した 58）。熊亜平は 1905 から 1937 年までの河南省の駐馬店，道口，清化などの市鎮を例

に，鉄道とそれらの工商業の発展，人口の増加及び市街の拡張などとの関係の考察を通し

て，鉄道が近代華北地域の市鎮の発展と近代化に重要な影響を与えたと指摘した 59）。しか

し，黄河水運の視点から華北地域を考察した研究はまだ行われていない。 

従来の華北地域に関する研究は膨大にあるが，多くの課題も残されている。張利民は従

来の華北地域研究には空間意識が弱いとして次のような批判をしている。「地域史研究の

特徴は一定の空間の範囲を扱うことであるが，空間意識が強くない研究が多い。省や市を

主体とする研究では，どのような周辺地域や華北地域との関係を分析するか，華北地域を

主体とする研究では，どのように内部を外部との間の同一性と差異を描き出すか，都市と

郷村を主体とする研究では，どのように都市と農村との関係や都市，市場などの空間のネ

ットワークについて明確にするか，個別具体的な問題を対象とした研究では，どのように

内部空間と外部空間との関連性に目を配っていくのかといったことについて言及した研究

は少ない。その結果，一つ一つの孤立した都市や省について研究が行われ，周辺環境との

関係が見えず，それらの研究が論じる市場ネットワークや都市の等級は漠然としており，

地域間の比較を難しくしている」60），また，張利民は従来の華北地域研究は，研究対象地

域選択が不均衡であるとして，「経済，社会，大都市などには重点が置かれるが，市鎮と

定期市，文化や教育，社会生活，民衆の心性，環境，中小都市，衰退した都市などに強い
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関心が注がれることは多くない」61）などの問題も指摘している。黄河は華北地域の東西を

貫流し，水運によって個々の都市や省をつないでいたため，華北地域研究の観点からも，

水運によりつながった沿岸地域の市場構造，商品流通のネットワーク，都市と後背地の関

係などを究明することは重要である。 

また，近代中国の社会経済に関する諸研究のなかで，従来からの郷村集市を中心とする

生活圏内での自給自足的な農村経済の解体は重要な研究課題として挙げられてきた 62）。

外来資本主義経済と自給自足的な農村経済の関係について，従来の研究では，外国資本主

義は中国で拡張し，自給自足的な農村経済に強い衝撃を与えたため，農村経済は外来資本

主義衝撃に抵抗できず，徐々に解体したとされる 63）。張瑞徳は 1905 年から 1937 年まで

の平漢鉄道と華北地域の経済発展に着目し，鉄道の開通により，西欧の重商思想が伝わり，

伝統的な重農思想を希薄にさせ，長距離の貿易に従事する商人が華北地域に広く現れたこ

とを指摘した 64）。また，鉄道の開通は従来の水運や陸路輸送による貨物を奪って，商業の

勢力範囲を変化させ，従来の鉄道沿線の市鎮の商業活動が活発化し，その経済が発展した

が，鉄道に貨物輸送が代替された鉄道から離れた地域は商業が徐々に衰退したことを指摘

した 65）。このように外来資本主義経済は近代中国の自給自足的な農村経済へ強く影響を与

えたが，鉄道輸送による経済の発展には地域差があった。近代の黄河水運を検討する際に

は，華北地域の自給自足的な農村経済との関わりの面からも検討する必要がある。 

 

第 3節 研究対象地域と時代背景 

 

（1）黄河とその流域 

黄河は中国第二位の長さをもつ大河で，全長 5,464kmである。青海省中部のバヤンカラ

山脈に水源を発し，S 字形をなして甘粛省に入り，その後東北へ流れて寧夏省，綏遠省，

内蒙古に入る。内蒙古の托克托県附近にて南下し，山西・陝西両省の境を流れつつ，南下

し続ける。陝西省の潼関に至ると，直角に東へ曲がり，山西省と河南省の境を流れつつ東

流する。河南省を流れ出た後，黄河は河道を東北にとり河北省南部に入り，やがて山東省

に進み，最後は渤海に注ぐ 66）（第 1-3図）。 
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第 1-3 図 黄河流域図 

（「中華民国鉄道図」1945 を基図に作成し，上中流域の主要碼頭・市鎮については， 

黄河水利委員会档案「黄河中游調査報告」1934，に基づき筆者作成） 

黄河流域は本流が流れる地域の地質，地貌，河流の特性などに基づき大きく上流域，中

流域と下流域に分けられる。上流域は水源地より内蒙古托克托県河口鎮に至る間であるが

67），中流域と下流域の区分は 3種類ある。西山は潼関からを下流域として 68），樊如森は

中流域は内蒙古托克托県河口鎮から河南省の孟津県まで 69），下流域は河南省孟津県から

山東省の黄河入海口までである 70）と区分した。また，鄭州の桃花峪を中流域と下流域の境

とする説もある 71）。黄河は山間地域を流れ，孟津県から地形が変わり，平野地になり，河

道の状況はそれより上流と全く異なるため，本研究では孟津県を黄河中流域と下流域の分

界とする。ただし，黄河の航運を検討する際には，潼関から孟津県までの間は下流域の航

運と密接に関わっていたため，潼関から孟津県の間も検討の対象とする。 

黄河下流域の河道は古代より近代まで頻繁に変遷しており，1938 年まで大規模な変遷

は 6 回あった。第 1-4図に示したのは 1855年までの変遷である。1 回目は公元前 602（周

定王 5）年に，黄河は黎陽（現在の河南省濬県）で決壊し，宿胥口を経て，東行漯河に入

り，長寿津を経て，東北を流れ渤海に注いだ 72）。河道は東南へ 100km 位平行移動した。

変遷後の河道は現在の河南省濮陽，河北省大名，山東省徳州を経て，滄州北より東へ渤海

に流入した。2 回目の変遷は公元 11（王莾建国 3）年に黄河は魏県において決し，滑県よ
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り千乗（今の利津）に流れて海に入った。3回目は 1048（慶歴 8）年に黄河は商湖（今の

濮陽の東北）において決壊し，北流して御河の河道を流れ，臨清を経て東北に流れ天津で

入海した。4 回目は 1194（明昌 5）年で黄河は陽武故堤が決壊して栄澤より開封に流れ，

梁山，寿張附近の大野澤において二派に分かれ，北河は清河より済南に至り，利津で入海

した。南河は南運河より淮河に合流した。5 回目は 1855（清咸豊 5）年で黄河は河南省蘭

考県の銅瓦厢で決壊して，封丘，祥符を水没させて，東北へ二つの流路に分かれ，北は長

垣，濮陽，南は曹県，単県に流れた。この流路は張秋で合流して，大運河を経て魚山より

大清河に当って利津より渤海に流入した。1884年に堤防が建設され，その後黄河は山東省

より入海し，河道の変遷は激しくなくなった。6 回目は第 1-4 図には示されていないが，

1938 年に蒋介石は鄭州の花園口で黄河の堤防を破壊し，黄河は南へ流れ淮海と合流した。

この流路は 1947 年まで続いた。その後堤防は修復され，河道は再び山東省に戻り現在に

至った 73）。 

 

 

第 1-4 図 黄河河道の変遷 

（富永正義『黄河の治水及利水』内務省土木局，1938，16 頁，に基づき筆者作成） 
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黄河下流域の支流は河南省には弘農澗河，洛河，沁河，蟒河，天然文岩渠，金堤河があ

り 74），山東省には大汶河，金堤河，浪渓河，玉帯河，孝里河，南大沙河，北大沙河，玉符

河 75）などがある。その中で，主要な支流は洛河，沁河，大汶河である。洛河は黄河の南岸

にあり，黄河下流域における最も大きな支流である。陝西省東南部の木岔溝に発し，陝西

省東北部及び河南省西北部を流れ，河南省の鞏義で伊洛河として黄河に注ぐ。沁河は黄河

の北岸にあり，山西省平遥県に発し，河南省の沁陽県，博愛県，温県を流れ，武陡県で黄

河に合流する。大汶河は山東省旋崮山北麓に発し，東から西へ莱蕪，新泰，泰安，肥城，

寧陽，汶上，東平などの県を経て東平湖に注ぐ。支流の水運は発達していなかったため，

本研究は黄河の主流のみに焦点を当てる。 

黄河下流域の沿岸は中国における主要な農業地帯であり，工業はあまり発達していなか

った。黄河沿岸には多くの市鎮や集落が分布していたが，規模が大きいのは鄭県と済南で

あり，開封は当時の河南省の省都として商業が発達していた。 

 

（2）黄河下流域の水運と鉄道 

第 1-1 表が示すように，中国の河川交通において，揚子江の通航里程（船の運航距離）

は 16,976kmで最も長かった。また，大汽船のような大積載量の船も利用されていた。そ

れに比べ，黄河は基本的には比較的積載量の少ない民船が利用されていた。しかし，通航

里程を見ると黄河は 1,918km であり，揚子江，黒龍江，珠江，沽河に次ぎ，第 5 位に位置

している。このデータから黄河水運が中国の河川交通に占める重要性がうかがえる。 

近代黄河の水運は上流域，中流域と下流域によって異なっていた(第 1-3 図参照)。上流

域において，永靖県から蘭州に至る間の黄河主流と，黄河の二大支流である湟水，洮河の

下流には航運があった 76）。しかし，この区間では皮筏による通航のみを主としていた 77）。

賀蘭山の東麓を流れて石嘴子に至間は，河流の屈曲は少なく，両岸は寧夏平野であるため，

船の運行は可能であった 78）。石嘴子より北の磴口までの間，水流は緩やかになり，黄河西

岸の磴口には，船舶が停泊することができ，水運は非常に便利であった 79）。また，西山嘴

から南海子まで黄河は河床が低く，両岸が高く，水深が安定しているため，船行に非常に

有利であった。南海子の碼頭は黄河の北岸にあり，水運と（平綏）鉄道との連絡の結節点

となり，この附近の水運は非常に発達していた 80）。黄河は南海子から東南へ流れ，約160km

離れた托克托県附近の河口鎮に至るが，この間は平原であり水運は盛んであった 81）。 
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河口鎮から黄河の中流域に入る。ここから黄河は南流して，老牛窩，府谷を経て，陝西

省と山西省の省境を形成して流下する。岩石が至る所に散在し，河床の高低変化も激しく，

水流は急激で，水運の便は皆無であった。汾水と合流した後，水運は漸く盛んとなる 82）。 

潼関から黄河は東流して山西省と河南省の省境，河北省南部，山東省を流れ，渤海に注

ぐ。当該流域における地形は，潼関より陝州を経て孟津に至る間には両岸に山が多く，河

岸の傾斜は非常に大きい。孟津県以東は沖積平野を流れる 83）。 

 潼関から河南省の孟津までは山間地域であり，水流は山崖の間を流れ，水の勢いは非常

に激しい。さらに，河底は岩が数多くあり，渦がよく生じている。従って，この区間の下

航は可能であるが危険であり，上航は不可能である。 

孟津から下流の汜水口まで行くと，河水の量は増え，水運には便利な条件となる。沿岸

は主要な棉花生産地域であるため，棉花の収穫期には，黄河水運や隴海鉄道を利用して，

黄河南岸站まで棉花が輸送された。黄河南岸站には平漢鉄道の経由駅があり，交通が非常

に便利である（第 1-5 図参照）。黄河上流から下航する民船の大半がここに集まり，貨物は

陸上げされ，平漢鉄道で各地に輸送された 84）。 

 平漢鉄道の黄河鉄橋より下流は，蘭儀より山東省の濼口に至る間は，いずれの場合でも

充分な水量があり，通航に適している。沿岸地域には農産物が豊富で，随時黄河水運を利

用して移出できた 85）。黄河水運で運ばれる農産物は蘭封に集められ，濼口に送られて山東

省一帯に配送されるか，あるいはさらに黄台橋を経て小清河の水運によって，羊角溝に運

ばれた。 

 濼口から利津までは河道の変動は少なく，水流は緩やかであるため，船の航行に適した

区間である 86）。しかし，利津より黄河河口に至ると，支流が非常に多くなる。河口では土

砂が堆積し，水深は浅く航行の障碍になる。下航する船は一般的に済南で転じて，小清河

を経由し，羊角溝に至る 87）。小清河は黄河と並行して流れるとともに，大型の民船も通航

できるため，下航する物資の多くは小清河を利用して輸送された 88）。なお，小清河は黄河

下流域に位置し，水運は盛んであり，黄河水運と補って商品流通に重要な役割を果たして

いたが，黄河水系とは別の河川であるため，本研究では対象外とする。 

また，大運河も清代までは黄河下流域において重要な河道であった。大運河は杭州より

浙江，江蘇，山東，河北の 4 省と天津を経て北京に至り，黄河を南北に貫いていた。1855

年に黄河の河道が変遷した後，運河と黄河は山東省の張秋鎮以南で交差することになった
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89）。1893（光緒 19）年，潮河・白河などから水があふれ出し，水勢は堤防より数尺も高く，

古く築かれた堰は水中に没し，運河の水は涸れ，大小の決壊口は 70ヶ所も生じ，天津から

北京に米麦・雑糧を運ぶ千数百艘の船は楊村において動けなくなった 90）。その後，運河の

水運は衰退して，1901年に運河による漕運は終結した。漕運の終結に伴い，清朝政府も運

河を管理しなくなり，運河の河道はますます塞がった 91）。民国期には，天津より臨清に至

る部分は通航できたが，山東省における黄河以北は黄河の水を引いて通航を維持しようと

したが，土砂が大量に堆積したため通航できなくなった。それに対し，黄河以南の運河は

水量は十分であったが，ダムが大部分廃棄されたため，水量の調節は困難であり，半分以

上の河道が塞がれ，運輸能力も大きく衰退した 92）。このように，民国期において，黄河と

交差していた大運河はあまり機能していなかった。従って，本研究では大運河の水運につ

いても扱わないこととする。 

20 世紀に入ると，鉄道の開通により黄河下流域の交通網には大きな変化がもたらされ

た。従来の陸路の馬車と河川の民船を中心とする物資運輸は徐々に鉄道に依存するように

なった。鉄道は黄河水運に大きな影響を与えたが，黄河下流域の水運と密接に関わるのは

隴海鉄道，道清鉄道，平漢鉄道，津浦鉄道と膠済鉄道である。 

隴海鉄道は甘粛省都蘭州から甘粛省，陝西省，河南省，江蘇省の 4 省を貫通し，黄海に

臨む連雲港までの鉄道である。黄河水運と最も関係する潼関より蘭封を経て徐州に至る部

分は 1905 年に着手され，1922年に開通した 93）。道清鉄道は道口と清化鎮を結ぶ鉄道で，

1902 年に起工し，1907 年 1 月に竣工，同年の 3 月 3 日に全線が開通した 94）。北京（北

平）と漢口を結ぶ平漢鉄道は 1897 年から 1905 年に敷設され，1906 年に開通した 95）。そ

して，同鉄道は河南省で黄河を渡るため，平漢鉄道黄河鉄橋が 1903年から 1905年に建設

された 96）。天津と南京対岸の浦口を結ぶ津浦鉄道は 1908年から 1911年に敷設されたが，

山東省の濼口で黄河を横断するため，1908 年 8 月から津浦鉄道黄河鉄橋が建設され，1912

年 11 月に完成した 97）。青島と済南を結ぶ膠済鉄道は 1898 年から敷設が始まり，1904年

に開通した 98）。 
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第 1-1 表 中国の内陸水運における船の運航距離 

（単位：km） 

 

（馬場鍬太郎『支那水運論附満洲国水運』 

東亜同文書院支那研究部，1936，12-13 頁，に基づく） 

河流名
大汽船通
航里程

浅汽船通
航里程

小汽船通
航里程

電船通航
里程

民船通航
里程

船筏通航
里程

総計

揚子江 1,848 609 2,764 - 11,755 - 16,976

珠江 162 209 784 2,083 1,237 - 4,475

沽河 69 - 343 - 1,606 - 2,018

黄河 - - - - 1,918 - 1,918

運河 - - 904 - 461 - 1,365

淮河 - - 478 - 877 - 1,355

闽江 31 - 138 - 895 - 1,064

銭塘江 - - 109 - 738 - 847

韓江 - - 251 - 236 - 487

甌江 52 - 69 - 230 - 351

漳江 - - 43 - 262 - 305

小清河 - - 23 - 276 - 299

甬紹運河 - - 175 - 48 - 223

蘇運河 - - - - 185 - 185

霊江 - - 69 - 69 - 138

甬江 22 - 58 - - - 80

晋江 1,014 - - - 69 - 69

黒龍江 21 1,161 1,801 - 536 426 4,938

遼河 - - 100 - 723 - 844

濼河 - - - - 524 - 524

鴨緑江 - - 41 - 441 - 487

総計 3,219 1,979 8,155 2,083 22,086 426 37,948
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（3）時代背景 

中国は 19 世紀の中頃から外国が侵略し始め，侵略は 1945 年まで続いた。外国侵略の中

で，清王朝は解体して，中華民国が成立した。この社会変動の中で，軍閥が多く生まれた。

1910 年代から 1930 年代まで国内は軍閥が混戦しており，国内の政治は非常に混乱してい

る状況にあった。鉄道の建設が始まった 1900 年代から日中戦争終結の 1945 年までの中

国と日本に関係する事項をまとめたのが第 1-2 表である。 

1860 年に英・仏軍が北京を占領したことに始まり，外国勢力が大勢中国に入ってきた

が，1894 年に日清戦争が勃発し，日本は中国に侵入した。1914 年に第一次世界大戦が勃

発し，日独戦争の勝利により，日本は青島に対する 8 年間の占領を開始した。1922年に北

洋軍閥政府は青島を取り戻したが，1937年の日中戦争で青島は再び 1945 年まで日本に占

領された。 

当該時期における中国国内の政治状況は，1911 年に辛亥革命が起こり，1912 年に清王

朝の統治が終わり，中華民国南京臨時政府が成立した。1915 年に袁世凱の帝政復活に対

し，各地に反対運動が起こった。1916年の袁世凱の死去に伴い，北洋軍閥は，日本の支持

を受けた安徽派（段祺瑞）と英米の支持を受けた直隷派（馮国璋，呉佩孚）に分裂し，満

州には日本と結びついた張作霖，山西には閻錫山など各地に軍閥が割拠した。この時期の

華北地域の社会治安状況に，軍閥混戦，秘密結社と匪賊は重要な影響を与えた。河南省で

は，1926 年 1 月から呉佩孚が，河南省を支配している馮玉祥系の国民軍第二軍に攻撃を

かけた。佩孚系の靳雲鶚軍は山東省西部から河南省東部に進入し，寇英傑軍は武勝関を越

えて南部から京漢鉄道を北上し，鎮嵩軍は，隴海鉄道に沿って陝西省から河南省西部に進

入した 99）。この呉佩孚系諸軍の攻撃と，国民軍第二軍の苛捐雑税に苦しむ紅槍会の蜂起に

より，国民軍第二軍は 3 月中頃には潰滅した 100）。 

また，1928 年 2 月，張作霖系の奉軍は呉佩孚の地盤である河南省に対して，二方面から

軍を侵入させた。一方は，隴海鉄道沿いを進攻した直魯連軍第三五師孫殿英軍で，2 月 22

日に開封を占領した。もう一方は，京漢鉄道沿いに進攻した奉軍であり，黄河を渡って 3

月 17 日に鄭州を占領した 101）。これに対して，武漢政府の北伐軍は，1928 年 4 月 19 日よ

り河南省に入り，奉軍と戦いながら京漢鉄道沿いに北上し，5 月 30 日には隴海鉄道との合

流点の鄭州を占領した。一方，隴海鉄道沿いに鎮嵩軍と戦いながら東進してきた馮玉祥の

率いる国民軍連合軍は，6月 1 日，武漢政府の北伐軍と鄭州で合流した 102）。 
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河南省の経済は 1920 年代から 30 年代にかけて，京漢鉄道と隴海鉄道沿線には発展した

地域が広がっていたが，それ以外の地域はほとんど衰退していた。そのため，経済が低開

発の西部から南西部にかけての諸県，すなわち登封，崇県，伊陽，臨汝，魯山，宝豊，郟

県，省の東端に位置する柘城，鹿邑，夏邑，永城の四県が広がる地域，北方の衛河谷に沿

う衰退地帯である滑県，浚県，内黄，湯陰と白河沿いの盆地は匪賊が多く生まれた 103）。 

山東省は 1925年まで安徽派軍閥，1925年から 1928年まで直隷派の張宗昌に支配され，

政治は非常に不安定であった。1925年から国民軍第二軍と孫伝芳軍は山東に進攻した。こ

の進攻に抵抗するため，張宗昌は民衆への種々の収奪を強めた。課税の強化，人夫の徴発

等に抵抗するため，各地の紅槍会が蜂起していった 104）。1928 年に蒋介石の第二次北伐が

開始され，張宗昌は済南を捨てて北上し徳州に至り，張宗昌の山東省統治は終わった。 

一方，1925 年，日本は山東出兵を宣言し，1925 年 6 月 1 日に日本軍は青島に上陸しさ

らに膠済鉄道沿線に展開し，6 月 28 日には済南に移動した 105）。1928 年，日本軍は国民

革命軍の北伐に対し，青島一帯から済南に軍隊を終結させ膠済鉄道を占領し，青島から済

南に向かわせた。その結果，山東の重要な都市，青島，済南，龍口，煙台は日本軍が占領

することになった。5 月 3 日，日本軍は入城している国民革命軍に発砲して死傷させ，さ

らに中国の外交官蔡公時および随員 12名を殺し，「済南事件」を引き起こした 106）。1929

年 5 月まで，日本軍は済南及び青島，ならびに膠済鉄道 20 華里以内を軍事占領していた

107）。1929 年に国民党と新旧軍閥の間で中原大戦が勃発し，山東省は主戦場となった。1930

年から国民党の韓復榘は山東省に対して 7年間の統治を始め，山東省の社会は相対的に安

定な時期に入り，経済は徐々に発展し始めた 108）。  
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第 1-2 表 1910～30 年代の中日年表 

 

（黄河水利委員会編『民国黄河大事記』黄河水利出版，2003，石会輝「民国時期山東商業歴史考察

（1912-1937）―以青島・済南・煙台等城市以例」南昌大学修士学位論文，2008，を参照し筆者作成） 

 

 

日本

国内状況 黄河関係 侵略状況

1904 光緒30 明治37 膠済線開通（6） 日露戦争開戦

1905 光緒31 明治38 ポーツマス条約

1906 光緒32 明治39 京漢線開通（4） 満鉄設立

1907 光緒33 明治40
南満州鉄道株式会社の調査・研究機関設立、中国

調査開始

1908 光緒34 明治41 津浦鉄道建設開始

1909 宣統１ 明治42

1910 宣統２ 明治43 韓国併合

1911 宣統３ 明治44 辛亥革命（10）

1912 民国１ 明治45
中華民国臨時政府成立（1）、津浦鉄道開通、周

自斉（北洋軍閥）就任山東都督（2）
濼口黄河鉄橋開通（11）

1913 民国２ 大正２ 袁世凱大統領に選出

1914 民国３ 大正3 孫文ら中華革命党結成
陸軍測量局魯豫晋陝の黄河流域地形図（1：

10万と1：5万）測量
日本軍の山東省侵入（9）

1915 民国４ 大正4 袁世凱帝位就任表明 濮陽馬屯附近黄河決口 対華21か条要求（1）

1916 民国５ 大正5
袁世凱死去（6）黎元洪就任中華民国大統領（7）

北洋軍閥の分裂開始（4）
温孟大堤構築、三省分治黄河

1917 民国６ 大正6 三游河防局排除、河務総局設立（濼口）

1918 民国７ 大正7

河北省北岸河務局設立（1）、順直水利委員

会設立（➡Ｍ17華北水利委員会）、山東河

務総局に属する測量組成立（M8ー14黄河河

道測量）

1919 民国８ 大正8 直隷黄河河務局成立（3）

1920 民国９ 大正9 安直戦争（7） 直魯豫晋陝干ばつ

1921 民国10 大正10 中国共産党創立大会

1922 民国11 大正11
山東還付条約（6）、日本軍が青島から撤退

（12）

1923 民国12 大正12 膠済鉄道管理局成立、膠済鉄道回収（1）、

1924 民国13 大正13

1925 民国14 大正14
孫文死去（3）、広州で国民政府成立（7）、張宗

昌の山東支配（M24-28）

1926 民国15 大正15 国民革命軍の北伐開始（7） 山東黄河三游河道図完成（7）

1927 民国16 昭和２
上海クーデター（4）、共産党、南昌蜂起（8）南

京国民政府成立（4）第一次内戦開始
山東出兵（第1次）（5）

1928 民国17 昭和３
第二次北伐開始（4）、張作霖爆殺（6）、北洋軍

閥の分裂完結（12）
河北水利委員会が黄河地形測量（11） 山東出兵（第2次）（5）、済南事変

1929 民国18 昭和４ 国民党政府軍隊が済南を接管
黄河水利委員会設立（1）、河南省に6つの

河務分局設立

1930 民国19 昭和５ 中原大戦（5-10）、韓復榘山東管理開始（9）

1931 民国20 昭和６ 黄河水利事業は内政部管理（4） 柳条湖事件（満洲事変）（9）

1932 民国21 昭和７ 冀魯豫三省黄河河務連合会成立（3） 満州国建国（3）

1933 民国22 昭和８

黄河下流域大洪水（8）、黄河水利委員会正

式成立（5）、下游地形図（1：1万）と水文

測量

塘沽停戦協定（5）

1934 民国23 昭和９ 共産党軍、長征へ（10）

1935 民国24 昭和10 山東省黄運連運工程処成立（6）

1936 民国25 昭和11 西安事変（12）
黄河水利委員会督察河務処成立（7）、陝県

～包頭航空撮影

1937 民国26 昭和12
第二次国共合作（9）、国民政府、重慶遷都

（10）、韓復榘山東管理終結、第一次内戦終結

黄河水利委員会孟津以下黄河河道地形測量

完成（M22.10-M26.9）➡地形図1：1万705

枚➡縮小1：5万43枚

盧溝橋事件（支那事変）（7）、山東省攻撃、鄭

県・開封爆撃（12）

1938 民国27 昭和13
南京「中華民国維新政府」樹立（3）、平漢鉄道

黄河鉄橋爆破（2）
蒋介石黄河破堤（6）

近衛「国民政府を対手とせず」（1）、開封占領

（6）、河北長垣黄河封鎖（3）

1939 民国28 昭和14 新（郷）開（封）鉄路開通（M28.5-M36.3）

1940 民国29 昭和15 南京「中華民国国民政府」樹立（3）

1941 民国30 昭和16 太平洋戦争開始（12）、鄭県占領（10）

1942 民国31 昭和17

1943 民国32 昭和18

1944 民国33 昭和19

1945 民国34 昭和20 第二次内戦開始（8） 敗戦（8）

日本年号中国年号西暦
中国



19 

 

第 4節 研究の史資料と方法 

 

本研究で利用する史資料は地図類，中国側の文献史料と日本側の文献資料の三種類から

なる。地図類は作成時期の地形，集落，景観などを直接反映した資料であるため，渡口の

復元及び定期市の復元に非常に有用な資料である。本研究では主に外邦図，歴史地図と民

国図を用いる。外邦図とは，1945年 8月までに，日本がアジア太平洋地域で作製してきた

地図のことである。陸軍測量部参謀本部により軍事目的で作製されたものである。これら

の地図は海外での直接の測量による作製に加え，外国製の地図の複製も盛んに行われた。

外国製の地図は合法的に入手した地図もあれば，敵から押収したものもあった。そのなか

で中国大陸の図幅は，量的に大きな割合を占める 109）。現在は東北大学大学院理学研究科

地理学教室，京都大学総合博物館・京都大学大学院文学研究科地理学教室，お茶の水女子

大学教育学部地理学教室，岐阜県立図書館地図資料室，国立国会図書館地図室，筑波大学

歴史・人類学専攻資料室などの諸機関に所蔵されている。地図のスケールは二万五千分一，

五万分一，十万分一，二十万分一，五十万分一などがある。本研究で利用する仮製北支那

十万分一図と北支那十万分一図は主に岐阜県立図書館地図資料室，国立国会図書館地図室

及び筑波大学歴史・人類学専攻資料室に所蔵されており，民国製地図は東洋文庫及び国立

国会図書館地図室に所蔵されている。 

歴史地図は河南省，河北省察哈爾東南部，山東省，陝西省，山西省，綏遠省東南部，江

蘇省及び安微省・淮河流域など広範囲にわたり，大宮権平により作製された地図である。

各地の歴史上の地名や出来事の場所を示すことを主題とした地図であるが，都市や集落の

名称，交通路など地図に一般的に記載される内容が記されている。スケールは九十万分一

で，経緯線も記入されている。大宮は外邦図の測量者でもあったため，歴史地図は一種の

外邦図もいえる。本研究では河南省（1937 年），河北省（1934 年），山東省（1934 年），

陝西省（1934 年），山西省（1934 年）の歴史地図を使用する。 

民国図は民国期に中国人により測量・作製された地図である。測量時期により二種類に

分けられる。一種類は 1913 年から 1921 年まで旧北京参謀本部陸地測量総局より測量さ

れたものである。もう一種類は 1921 年から南京参謀本部陸地測量総局が製図したもので

ある。これらの地図は日本により奪取され，現在は東洋文庫，国立国会図書館などに所蔵

されている。 
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中国側の文献資料は地方志，黄河水利委員会档案館が所蔵する民国史料と当時の刊行史

料からなる。地方志は，県を主とした地方行政単位ごとに，その地理・歴史を総合的に記

録した書籍であり，各地の知識人により編成された。その刊行は地方の紳士たちによるも

のであるため，各県の地方志の編纂年次は異なっており，民国全期に渡って作成された。

地方志の内容は多少差異がみられるが，一般的に與地志，建置志，典祀志，籍賦志，兵防

志，職官志などからなっている。一部の地方志には，建置志の項目に集鎮や集市について

記載されている。これは広範囲にわたる定期市の分布を復元できる貴重な資料といえる。 

黄河水利委員会档案科が所蔵する民国史料は，黄河の水運を研究するに非常に重要な一

次史料である。黄河水利委員会は河南省の省都鄭州にあり，中国国家水利部が黄河流域に

設置した専門機構として，黄河流域内の水利行政の管理などの機能を持っている。その档

案科には黄河流域に関する資料が多量に収蔵されている。その中で本研究で利用した民国

史料は主に 1930 年代に集中している。渡口の税金収入明細，渡河料金一覧など各渡口を

管理した河務分局によるものがあると同時に，南京国民政府時期の档案館に収蔵されてい

た日本東亜研究所，南満洲鉄道株式会社（以下，満鉄）などの黄河流路関係の調査史料も

ある。これらは黄河水運による商品流通を検討するのに非常に価値のある史料である。 

刊行史料は『中国実業誌』（全 25冊）と鄒平の定期市及び山東省の棉業流通を個人が調

査した史料を主としている。『中国実業誌』は中国全国の実業的統計の基礎を築くことを目

的とし，1932 年に国際貿易局が実業部の訓令受けて調査を行った結果をまとめたもので

ある。資料には，山東省の人口，土地面積，農産物などに関する集計データが記載されて

おり，当時の山東省における農産物の傾向を把握するには貴重な史料である。1933 年に楊

慶堃により調査された鄒平県の定期市に関する史料は 1933 年と 1934 年の『天津大公報』

に掲載され，定期市の支配圏，農産品の流通などが詳細に記されている。呉知の「山東省

棉花生産与運銷」は1935年の済南における棉花の流通を把握するのに価値のある史料で，

『政治経済学報』第 5 巻第 1 期（1936年）に掲載された。また，これは 2009年に出版さ

れた『民国時期社会調査叢編（二編）』の『郷村経済巻』（中冊）の「農産貿易与集市」の

項目にも収録されている。 

日本側の文献資料は旅行記と満鉄，東亜研究所などによる各種の調査資料からなる。近

代日本人が書いた旅行記は主に幕末から大正期までに集中している。作者は学者，ジャー

ナリスト，政治家，官員など多岐にわたっている。これらの旅行記には，主観的な立場で



21 

 

記されたものがあるが，客観的な立場で書かれたものも少なくない。特に，黄河の水運に

関する記述は実態に即して非常に詳しく描写されている。さらに，これらの旅行記は外国

人により記録されたものであるため，ある程度の客観性を持ち，信頼度も比較的に高いと

思われる。これらの旅行記は他の黄河流域に関する史料を補完するものである。 

南満洲鉄道株式会社調査部は 1907年から 1945年まで約 40年にわたって中国全土に対

して全面的な調査を行った。その中で，1935 年頃からの日本の華北侵略に呼応して，調査

対象を華北一帯にまで拡げた。調査は商業，都市の産業，鉱物資源などに関するものが多

いが，農村の実態調査にも力が注がれた。農村に関する調査は，県と集落を単位とする農

村一般調査，及び農家を単位に行われた農家調査からなる。調査は一種のスパイ活動と言

え，完全に信頼できるとは言えないが，客観性はかなり高いと考えられる。そのため，こ

れは近代の中国の農村を研究するのに非常に有用な一次資料である。 

東亜研究所は 1938年に企画院の外郭団体として設立され，1945年まで中国大陸に対し，

総合的な調査を行った。諸調査報告の中で，黄河に対する調査や山東省の農業，棉業など

に関するものが多く残されている。これは黄河の水運や沿岸の商品流通を検討する際の重

要な資料である。 

以上のような史資料を中心に，本研究の研究手法としては，歴史地理学の立場から，地

図資料の活用と事象の地図化に重点を置く。まず，黄河水運そのものについて，外邦図を

活用して地図記号と地名より黄河下流域の碼頭と渡口の位置を確定し，その分布を地図化

して提示する。次に，黄河下流域における鎮・村落の定期市―県城―済南という市場構造

の中で，地方志にもとづき，定期市の位置を地図上に示し，その空間的分布を把握すると

ともに，地図をベースにしながら中国人研究者により調査された定期市に関する史料，満

鉄と東亜研究所による調査資料などを読み解く。さらに，環渤海交易圏の一級市場である

青島の後背地であるとともに，黄河下流域における外来経済の衝撃を最初に受けた山東省

を取り上げ，商品流通において，比重が最も多かった農産物を中心に，档案資料，刊行史

料及び日本の調査資料などを利用して，黄河沿岸における農産物の流通範囲や経路を図化

して提示する。最後に，全体の研究結果を通して，黄河水運と黄河下流域の商品流通との

関係，並びに，黄河水運が華北経済地域に果たした役割を考察する。 

なお，本研究では研究対象を 1910年代から 1930 年代後半としたが，渡口の復元は 1915

～1925 年に測図された外邦図に基づいており，渡口の基礎研究はこの時期のものである。
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碼頭の復元は 1934 年の資料を中心にしており，定期市の地図化は民国期の地方志に基づ

くため，その時期の幅はやや広い。定期市における商品取引及び農産物の流通は 1930 年

～1937 年に出版された資料，あるいは当該時期に記録された内容が中心である。従って，

本研究の対象時期は，厳密に言うと，渡口の復元は 1920年代前後で，それ以外はほぼ 1930

年代である。復元された渡口と商品流通の事実とは十数年の差が存在するが，渡口は地域

の人々が日常に利用する船着き場であるため，短期的に大きな変化はなかったと考えられ

る。従って，1920 年代前後の渡口と関連させて，1930 年代の商品流通を考察するのに問

題はないと思われる。 

 

第 5節 本論文の構成 

 

 本論文の構成は以下の通りである。 

第 2 章では，黄河主流の航運に焦点を当て，まず黄河下流域の碼頭の分布を，地図を照

合して場所を同定し復元する。次に，『黄河富源之利用』に記録された 18 ヶ所の主要碼頭

の立地環境について，外邦図を参照しながら主に地形，周辺の交通路，集落との関係等の

面から検討する。さらに，黄河主流で利用された貨船と客船の種類，主要碼頭間の所用日

数及び時間について検討する。最後に濼口碼頭を中心とする黄河航運について検討する。 

第 3 章では，黄河主流の渡運について，外邦図に記載された黄河下流域の主流における

渡口に焦点を当て，旅行記に記録された渡口との比較を通して，外邦図の価値と限界を検

証し，渡口の分布を復元した上で，渡口の分布に影響を与えた要因を考察する。さらに，

河南省における渡運の運賃，渡船などの検討を通し，渡運が地域社会において果たした役

割を考察する。 

第 4 章では山東省を中心とする黄河沿岸について，黄河下流域の水運が定期市の物資輸

送に果たした役割を分析する。具体的には，清代から民国期までの山東省における定期市

密度の変化とその要因を分析し，続いて，臨清県における定期市の市日配置，規模と扱っ

た商品種類を検討し，次に，長清県，歴城県，斉河県，済陽県の 4県を対象に，清代と民

国期における定期市の分布を明らかにする。さらに，鄒平県における定期市を対象に，定

期市の立地，構造，利用者の範囲，取扱物資の品目及びその来源地を明らかにし，歴城県・

王舎人荘の定期市を事例に，定期市の利用実態を検討する。最後に，濼口碼頭を経由して
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各地に運ばれた物資の検討から，黄河沿岸の定期市における取引物資の移動に黄河水運が

果たした役割を考察する。 

第 5 章では山東省を中心とする黄河沿岸における農産物の流通に注目し，農産物の生産

を踏まえ，それがどのように，どこへ運ばれて行ったかを検討し，その移動に黄河水運が

果たした役割を考察する。具体的には，まず黄河沿岸における農産物の生産を把握する。

次に，黄河沿岸農産物の流通範囲と農産物の輸送を検討し，そして棉花を事例に農産物が

農民から定期市を経て済南市場に運ばれる過程を明らかにする。さらに，濼口碼頭から黄

河水運によって運ばれた農産物と鉄道との関わりについて検討する。 

第 6 章では，以上を総括した上で，序論で述べた従来の研究を踏まえて，本研究の成果

について論述する。 
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第 1章 注 

 

1）航運の拠点である碼頭は内陸の物資輸送の結節点となっていたが，両岸ではなく，片岸

のみにある場合が多かった。渡運の船着き場である渡口は，南北両岸にある場合もあれ

ば，片岸しかなかった場合もあった。また，碼頭と渡口は重なっていた場合もあった。 

2）張依依「京杭大運河対其沿岸聚落的空間分布影響研究―以済寧段為例」山東建築大学修

士学位論文，2019。 

3）賈孔会「三峡地区経済近代化史略」『三峡大学学報』（人文社会科学版）6，1999，29-32

頁。 

4）張博峰「近代漢江水運変遷と区域社会研究」華中師範大学博士学位論文，2014。 

5）侯峻・曲暁璠「近代遼河航運与沿岸城鎮的興起」『社会科学戦線』6，1998，192-198 頁。 

6）張済容「近代川江航運与重慶城市発展（1840-1937）」西北大学修士学位論文，2004。 

7）凌弓「近代上海航運発展与城市変遷」『社会科学』12，1996，48-51 頁。 

8）王桂寧「近代浙東運河航運与区域経済発展的研究（1895-1937）」杭州師範大学修士学

位論文，2019。 

9）苗英芳「大清河水系与津保内河航運研究」河北大学修士学位論文，2011。 

10）尹強「明清山東大小清河水路運輸考論（1368-1911）」曁南大学修士学位論文，2013。 

11）陳鉦「歴史上黄河航運的興与衰」『人民黄河』5，1990，67 頁。 

12）陳琦主編『黄河上游航運史』人民交通出版社，1999。 

13）樊如森「民国以来的黄河航運」『歴史地理』1，2010，285-300 頁。 
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第 2章 黄河下流域の碼頭の分布・形態と航運 

 

第 1節 本章の課題 

 

黄河下流域の航運に関する研究として，今堀 1）は，清代以降の，黄河上流域と中流域の

交差点である河口鎮に着目して，南海子での実地調査を行い，甘肅蘭州から山西省河曲県

の区間における皮筏，木筏，または高幇船や箱船などを輸送手段とした，毛皮，薬剤，塩，

雑糧などの輸送について考察した。南海子では，水運業者は船戸（船主），船夫，荷主から

なり，民国以来，船戸は約 130戸であった。経営はほとんど自営の形態で，貨物によって

運賃は異なった。また，船夫への賃金支給は份子制賃金 2）という形であった。南海子では

船牙行もあり，彼らは水運業の中で，貨物と船の間の周旋や通関業務の代行，税金の代納，

客商の宿泊など重要なサービス機能を果たしていた。船戸と荷人との間では輸送契約が結

ばれ，輸送途中で発生した各種の事情により，輸送賃や損害賠償などが決められた。今堀

は，最後に水運業ギルドとしての河路社の歴史，会員構成，役割及び経営方式を考察して

いる。船戸の権利と義務を詳記してはいるが，船戸を中心にした論述であるため，荷送人

の権利義務については不明瞭であるという欠点がある。 

樊如森 3）は，民国期の黄河航運を，上流域と中流域，下流域に分け，それぞれ考察した。

具体的には，上流域に関しては蘭州以下で航運が盛んであり，皮筏，木筏，七站船，五站

船，高幇船，小划子，汽船などの 7 種の船を利用して，羊毛，薬剤などが運ばれたこと，

また，造船や渡航の技術，輸送数量と速度は水路の自然条件によっても異なることを論じ

た。運営コストは大量の税金が納められたため非常に高く，中流域の航運は地形の関係で

非常に危険であった。それにも関わらず，河口鎮以下の黄河主流は，山西省から陝西省ま

での人と物資の交流の重要な通路となった。支流域の航運は山西省の汾水，陝西省内の渭

水及び渭水の支流としての北洛水，涇水に集中していた。下流域の航運に関しては，山東

省を中心に，各県における船型，航速，重要な埠頭市鎮，主要貨物及び運賃などを明らか

にしている。 

陳鉦 4）は先秦両漢時代から民国期まで，各時期における黄河流域での航運事業の発展と

衰退を述べ，特に各時期の社会背景，運河の興廃，漕運の量の増減などを中心に，黄河流

域における航運の変遷を分析した。民国期において，黄河下流域の航運はある程度の回復
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と発展を遂げ，民間経営を主とした。特に民国期の 1933～1937 年の間において，黄河下

流域の船舶の数量及び輸送量は最も多かったと指摘した。しかし，当該研究は各時期の黄

河航運の概略的な説明にとどまるのみで，黄河航運の具体的な実像は不明瞭なままである。 

陳琦 5）は，黄河上流域の水運に着目し，古代（遠古～1839 年），近代（1840～1949年）

と現代（1949～1990 年）の三つの時期に分け，先秦時代から春秋戦国時代までの渡運と

渡口及びその発展，航運の展開とその管理，船舶の種類とその発展について分析した。し

かし，当該研究は黄河の上流域にのみ着目し，下流域には触れていない。これら以外に，

王洸 6），馬場 7）は中国水運史の説明において，黄河水運について触れているが，その概略

を述べるにとどまっている。 

以上の黄河航運に関する研究を概観すると，上流域に関するものが多く，下流域に関す

るものは少ない。また，いずれの研究においても，航運の基礎である碼頭のあり方につい

ては触れておらず，碼頭の立地環境や船舶などに関する基本情報は明らかではない。従っ

て，本章では黄河下流域の航運の基礎研究として，まず碼頭の分布を復原し，次に黄河下

流域における主要碼頭の立地と形態を明らかにし，航運に利用された船舶の種類や運航速

度，主要碼頭間の所要時間などを検討する。続いて，黄河と平行している隴海鉄道による

物資輸送と黄河航運との関係を分析する。最後に，濼口碼頭を事例に，航運に従事してい

た水運業者や船舶の基礎情報を明らかにする。なお，黄河下流域の各碼頭で利用された船

舶は共通していたものがあるとともに，異なったものも存在した。従って，黄河下流域全

体の船舶の概要を把握するとともに，下流域で最も重要な碼頭である濼口で利用された船

について検討する必要がある。また，黄河下流域の船は貨物船と客船に分かれていたため，

それぞれ把握する必要がある。ただし，運航ルートについては，貨物船の運航ルートを明

らかにできる資料はないため，客船の運航ルートのみ検討する。 

 

第 2節 研究の史資料 

 

（1）『黄河富源之利用』 

『黄河富源之利用』は，1935年に膠済鉄道管理局により出版された。著者は崔士杰であ

る。崔士杰（字：景三，1888～1970 年）は中国山東省の出身で，1905 年に日本へ留学し，

1911 年に帰国した。1912年に再び日本へ留学し，1917年に東京帝国大学の博士学位を取
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得した後に帰国した。帰国後，政府に就職し，1929年から膠済鉄道理事会理事，膠済鉄道

管理委員会委員に勤めた 8）。『黄河富源之利用』は，崔士杰が膠済鉄道管理委員会委員に勤

めていた時期に出版されたものである。この本は当時の黄河下流域の水運の価値を見直す

ことを目的とし，黄河の水運に関して数多くの調査データが記されている。また，『黄河富

源之利用』の「第 3章 黄河商運」は吉武恒夫により翻訳され，1940 年に東亜研究所の報

告資料として出版された。しかし，翻訳版は原文通りではなく，原文を補足したり，省略

したりしている部分がある 9）。 

 

（2）『黄河航運計畫ニ就而』 

『黄河航運計畫ニ就而』10）は，当時の黄河水運を開発するという趣旨で，日本の河水汽

船株式会社により刊行されたものである。資料の作成年次は不明であるが，収録された「支

那黄河運漕業務創始ニ付補助金下附請願書」11）の年次が昭和 2 年となっていることから，

当該資料は 1927 年かその直後に作成されたと推測できる。資料には，「黄河略説」，「投資

会社設立ノ大要」，「造船予算」，「黄河航運画ニ就テノ大要」，「天来輪船局創立予算書」な

ど，計 16 本の調査報告書や予算書などが収録されている。そのうち，大部分は「投資会社

設立ノ大要」，「造船予算」など黄河の水運利用の計画書であり，実現したものではない。

ただし，「黄河民船沿岸距離水深實測」に「黄河下流沿岸ノ碼頭及其距離」という記述があ

り，それは当時の黄河を実際に測量したものと考えられるため，本研究ではこのデータを

使用する。 

 

（3）外邦図 

中国大陸に関する外邦図の分類は旧満州，北支那，南支那といった広範囲の地域に大別

され，黄河下流域の外邦図は北支那に所属している。日本国内の諸機関に所蔵される外邦

図の目録や，デジタルアーカイブ，外邦図自体を参照し，黄河下流域に関する中縮尺の外

邦図をまとめたのが第 2-1表である。 

第 2-1 表をみると，黄河下流域に関する中縮尺の外邦図は東亞二十万分一図，仮製北支

那十万分一図，北支那十万分一図，民国製二十万分一図，民国製十万分一図，北支那五万

分一図，二万五千分一図などがある。東亞二十万分一図は 1891 年から 1900年にかけての

参謀将校の旅行図により集成された。この種の図は，将校たちの旅行ルートを中心に描か
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れており，渡口は記載されていない。仮製北支那十万分一図は，1909年以降，日本陸地測

量部臨時測図部及びその後の支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部により実測・整備され

た十万分一測図原図をもとに仮整備されたものである 12）。当該の地図はほぼ中国全土にわ

たり測量・作製された。黄河下流域に関する外邦図としては最も揃っているとともに，後

述のように渡口の記載も詳細である。北支那十万分一図 13）は，仮製北支那十万分一図を十

万分一外邦図図式により整備したものと，一部の民国製十万分一図を改造したものの 2 種

類からなっている 14）。黄河下流域に関する図は大部分が欠落しているが，山東省の黄河沿

岸に関する図はほぼそろっている。この種の地図にはグリッドがあり，経度と緯度が記入

されていることから，石原は，地図様式は近代的であり，記載内容が正確であるとしてい

る 15）。 

北支那五万分一図は 1928年に撮影し，1929 年に陸地測量部参謀本部により測量・製図

された黄河沿岸空中写真測量要図である 16）。 

 

第 2-1 表 黄河下流域の外邦図一覧 

 

注：測量主体が中華民国の機関である場合は測量機関に下線を引いた。 

 

本章で利用した外邦図は 4 種類ある。まず，潼関，閿郷，霊宝と陝県の碼頭は 1928 年

種類 縮尺 測量主体 作製時期 現存状況 所蔵機関

東亞二十万分一図(旧

清国20万分1図)
20万分1 参謀将校 明治24～33年 山東省，河北省のもの有 国立国会図書館

百万分一東亞輿地図 100万分1 参謀将校 明治27～昭和8年 不明 不明

仮製北支那十万分一図 10万分1
臨時測図部・支那
駐屯軍司令部陸地
測量部参謀本部

明治43年～大正14

年
21枚揃い

岐阜県立図書館，お茶
の水女子大学，東北大

学など

北支那十万分一図 10万分1

支那駐屯軍司令部
陸地測量部参謀本
部・山東陸軍測量
局・参謀本部陸地
測量総局・陸地測
量部参謀本部

大正4年～昭和9年

／民国5年～民国20

年

山東省揃い，河南省なし。
岐阜県立図書館，お茶

の水女子大学

五万分一黄河沿岸空中
写真測量要図

5万分1
陸地測量部参謀本

部

昭和13年撮影・昭

和14年測量
潼関～陝州 岐阜県立図書館

民国製二十万分一図 20万分1 参謀本部製図局 民国16年
4枚（「開封」「汲県」

「濮県」「荷澤」）
国立国会図書館

民国製十万分一図 10万分1

河南陸軍測量局・
日本陸地測量部参

謀本部複製

民国10年前後，昭

和13～15年複製

河南省数枚，河北省なし，
山東省揃い（民国製5万分1

図の縮製図が主。）

国立国家図書館，筑波
大学など

北支那五万分一図 5万分1
河南陸軍測量局測
量，日本陸地測量
部参謀本部複製

測図年紀表記なし，
昭和13年複製

13枚(河南省・河北省)

河南省と河北省に関す
る地図は『中国大陸五
万分一地図集成6，7』

に収録。山東省に関す
る地図は台北近史档案

館に所蔵

二万五千分一図 2.5万分1 河南陸軍測量局 民国3～6年 12枚(河南省) 筑波大学図書館
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に撮影，1929 年に陸地測量部参謀本部により測量・製図された北支那五万分一図を利用す

る。当該地図は黄河中上流域から下流域の陝州まで全部で 29 枚作製された。本研究では

そのうちの「一号」「東二号」，「東三号」，「東四号」「東五号」「東六号」を資料とする 17）。

次に鉄謝鎮，洛水口，汜水と黄河南岸站の碼頭は，1938年に陸地測量部参謀本部により作

製された河南省十万分の一図の中の「孟津県」，「温県」と「鄭県」を利用する 18）。柳園口，

蘭儀口，黄荘と臨濮集の碼頭は，大正初期に測量され，1920年代に増補改版された仮製北

支那十万分の一図のシリーズの中の「開封」，「蘭儀」，「曹州」，「長垣」と「濮県」を資料

とする。当該地図は支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部によって作製された 19）。姜溝，

斉河，濼口，済陽，蒲台，利津，塩窩と河口の碼頭は，主に岐阜県立図書館に所蔵されて

いる「北支那十万分一図」の内の「東阿県」，「禹城」，「済南」，「商河」，「博興」，「利津」，

「左家庄」，「黄河口」及び「汀河北部」の計 9枚の地図を用いる。当該シリーズの地図の

大部分は支那駐屯司令部陸地測量部参謀本部により，1916 年前後測図され，1930 年代に

修正改版された。地図には経緯度が描かれ，精確度がより高い地図である 20）。 

 

第 3節 黄河下流域の碼頭の分布 

 

本研究では，黄河下流域の始点は孟津からとするが，陝西省の潼関はその下流域の航運

と密接な関わりがあるため，ここでは潼関から下流を検討対象とする。潼関から黄河の入

海口までの碼頭は第 2-2 表に示す通りである。第 2-2 表は『黄河航運計畫ニ就而』を元に，

『黄河富源之利用』を参考にした上で作成した。 
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  第 2-2 表 黄河下流域における碼頭 

 

碼頭名 所在省 所在県
黄河南岸
あるいは
北岸

上欄の碼頭か
らの距離
（里）

備考

　潼関 陝西 潼関 南岸 ―

　閿底鎮 河南 閿郷 南岸 30

　十二河 河南 閿郷 南岸 20

　永楽鎮 河南 永済 北岸 10

　閿郷 河南 閿郷 南岸 35

　楊家湾 河南 閿郷 南岸 30

　稠桑鎮 河南 霊宝 南岸 35

　霊宝 河南 霊宝 南岸 40

　郭橋 山西 平陸 北岸 40

　陝州 河南 陝県 南岸 60 以上第一区計130里

　茅津渡 山西 平陸 北岸 100

　垣曲 山西 垣曲 北岸 190

　王庄鎮 河南 孟津 南岸 230

　百合鎮 河南 孟津 南岸 10

　白坡 河南 済源 南岸 不明

　鉄謝鎮 河南 孟津 南岸 10

　西虢 河南 孟県 北岸 15

　洛水口 河南 鞏県 南岸 75

　汜水 河南 汜水 南岸 30

　趙荘 河南 武渉 南岸 40

　黄河南岸站 河南 滎澤 南岸 50
以上第二区750里　潼関より

南岸站まで1,050里

　花園口 河南 鄭県 南岸 35

　楊橋 河南 中牟 南岸 40

　趙厰 河南 陽武 北岸 25

　黒岡渡 河南 開封 南岸 30

　柳園口 河南 開封 南岸 25

　蘭儀口 河南 蘭封 南岸 70

　黄荘 直隷 濮陽 南岸 60

　臨濮集 山東 曹県 南岸 40

　董口集 山東 曹県 南岸 20

　葛北楼 山東 濮県 北岸 40

　張家荘 山東 範県 北岸 60

　丁家荘 山東 壽張 北岸 30

　黄家口 山東 壽張 南岸 30

　陶城鋪 山東 東阿 北岸 40

　姜溝 山東 東阿 南岸 30

　旧城 山東 東阿 北岸 10

　丁家口 山東 平陰 南岸 10

　滑口 山東 平陰 北岸 15

　望口山 山東 肥城 南岸 40

　朱官荘 山東 長清 南岸 60

　庫河 山東 長清 南岸 20

　陰河 山東 長清 南岸 10

　斉河口 山東 斉河 北岸 40

　楊荘 山東 歴城 南岸 20

　濼口 山東 歴城 南岸 17
以上第三区は黄河南岸站よ
りここに至る計817里
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第 2-2 表 続き 

 

（『黄河航運計畫ニ就而』26-27 頁，に基づき作成し，「黄河航運史料」と『黄河富源之利用』

を参考にした） 

注：1）1 里は 576m。                               

2）『黄河航運計畫ニ就而』では「麻湾」から「李家荘」に至る距離は「15 里」と記載されてい 

るが，「黄河航運史料」と『黄河富源之利用』では「48 里」と記されている。九十万分一の

「山東省歴史地図」（1934）より二つの碼頭の距離を測ると，「48 里」の方が正確と思われる。

そのため，ここでは「48 里」を採用した。 

3）旧字体は新字体に直した。 

4）黄河南岸站は『黄河航運計畫ニ就而』では黄河南岸と称されている。 

5）※の蒲台は『黄河航運計畫ニ就而』には記されていないが，『黄河富源之利用』の中の「黄 

河主要港実測」の一覧表に入っているため，ここでは補足した。 

 

　傅家荘 山東 歴城 南岸 35

　済陽 山東 済陽 北岸 65

　旧斉東 山東 斉東 南岸 68

　清河鎮 山東 青城 北岸 40

　趙口 山東 青城 北岸 36

　委家口 山東 滨県 北岸 30

　十里鋪 山東 蒲台 南岸 22

　※蒲台 山東 蒲台 北岸 不明

　道旭 山東 蒲台 南岸 10

　麻湾 山東 蒲台 南岸 48

　李家荘 山東 利津 北岸 48

　利津 山東 利津 北岸 10
以上第四区は濼口よりここ
に至る計379里

　扈家灘 山東 利津 北岸 15

　甯家荘 山東 利津 南岸 15

　塩窩 山東 利津 北岸 25

　旧八里荘 山東 利津 南岸 20

　鉄門関 山東 利津 南岸 20

　河口 山東 利津 30 以上河口区計135里
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第 2-1 図は，第 2-2 表を元に碼頭の分布を示した図である。潼関から黄河の河口までは

計 63 ヶ所の碼頭がある。それらはすべて外邦図上の地図記号か地名で確認できた。ただ

し，この 63ヶ所の碼頭は当時のすべての碼頭を網羅しているとはいえない。後述の第 5 章

の第 5-8 表に示した五集碼頭，浦州碼頭，白渡口碼頭，玉山碼頭，華口碼頭，東阿碼頭，

平陰碼頭，長清碼頭，范県碼頭の各碼頭は，第 2-2表には記されていない。第 3章で示す

渡口の中には碼頭として使われているのもあったため，これらの中には，渡口が碼頭とし

て利用されていたものがあったと考えられる。また，筆者の黄河沿岸集落の船夫を対象と

する聞き取り調査によると，河南省と河北省の省境に「東埧頭」という大きな碼頭がかつ

て存在したが，この資料には記されていない。『黄河航運計畫ニ就而』は先に述べたように，

河水汽船会社が黄河水運を開発するために作成した資料であり，碼頭を網羅的に調べるこ

とを目的としていたものではない。このような資料的限界があるものの，当時の資料の中

では碼頭が最も詳しく記されている。そのため以下ではこの資料の記載に依って検討を進

める。 

『黄河航運計畫ニ就而』では，63 ヶ所の碼頭を 5 つの区間に分けている。第一区は潼関

から陝州までで，計 330 里（190km）である。この区間において，潼関，閿底鎮，十二河，

永楽鎮，閿郷，楊家湾，稠桑鎮，霊宝，郭橋，陝州の計 9 ヶ所の碼頭が設置されている。

永楽鎮と郭橋が黄河の北岸に設置されている以外，残りの 7 ヶ所の碼頭はすべて黄河南岸

に位置している。また，黄河は潼関から東に直角に曲がり河南省に入るが，一部分は山西

省と河南省の省境になっており，北は山西省で，南は河南省である。黄河の北岸に位置し

ている郭橋は山西省に所属している。潼関は陝西省と河南省の境に立地し， 碼頭の規模と

しては，黄河中流域と下流域をつなぐ最も物資集散の盛んな碼頭であった。山西省，陝西

省の農産品などはここで民船を利用して，黄河下流域に輸送された 21）。 

 第二区は茅津渡から黄河南岸站までで，計 750 里（約 433km）である。当該区間に設置

された碼頭は，西から東へ茅津渡，垣曲，王庄鎮，百合鎮，白坡，鉄謝鎮，西號，洛水口，

汜水，趙荘と黄河南岸站の計 11 ヶ所の碼頭である。そのうち，北岸に位置しているのは茅

津渡，垣曲，西號と趙荘の 4 ヶ所であり，茅津渡と垣曲は山西省にある。また，茅津渡か

ら孟津県まではほとんど山間地域であり，流水の段差が激しく，水運に適しない地形のた

め，碼頭の数量は少ない。孟津県から黄河は平原地帯に入り，地形が緩やかになるため，

碼頭の数が増えてくる。孟津県には王荘鎮，百合鎮，白坡，鉄謝鎮の 4 ヶ所の碼頭がある。
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鉄謝鎮は山間地と平原が交差するところに位置し，東西南北の物資交流の一つの拠点とな

り，航運と渡運双方において重要な位置を占めていた。黄河南岸站は碼頭であると同時に，

北京から漢口まで通貫する平漢鉄道の駅が設置されていたため，黄河沿岸と平漢鉄道沿線

の物資の交流地点であった。 

第三区は花園口から濼口までで，計 817 里（約 471km）である。西から東へ花園口，楊

橋，趙厰，黒崗渡，柳園口，蘭儀口，黄荘，臨濮集，董口集，葛北楼，張家荘，丁家荘，

黄家口，陶城鋪，姜溝，旧城，丁家口，滑口，望口山，朱官荘，庫河，陰河，斉河口，楊

荘と濼口の計 25 ヶ所の碼頭が設置されている。花園口から蘭儀口までの各碼頭は河南省

にあり，黄荘は直隷省に位置し，臨濮集から濼口までの各碼頭は山東省内に所属している。

黄河の北岸に設置されているのは趙厰，葛北楼，張家荘，丁家荘，陶城鋪，姜溝，滑口，

斉河口の 8 ヶ所の碼頭であり，それ以外の 17 ヶ所の碼頭は全て南岸にある。これらの碼

頭のなかで，最も重要なのは濼口である。濼口では天津から浦口までの津浦鉄道が南北に

通過するため，潼関から濼口までの黄河流域及び津浦鉄道沿線の物資はここに輸送され，

ここから東西南北方向に輸送された。 

第四区は傅家荘から利津までで計 379 里（約 218km）である。傅家荘，済陽，旧斉東，

清河鎮，趙口，委家口，十里鋪，蒲台，道旭，麻湾，李家荘，利津の計 12 ヶ所の碼頭があ

る。当該地区において北岸には碼頭は済陽，清河鎮，趙口，委家口，蒲台，李家荘と利津

の 7 ヶ所あり，南岸には傅家荘，旧斉東，十里鋪，道旭と麻湾の 5ヶ所ある。第一区から

第三区では黄河南岸における碼頭が圧倒的に多いことに比べ，当該区において碼頭は南北

両岸に均等に分布している。そのうち，利津は黄河航運において最も下流に位置する重要

な碼頭である。 

扈家灘以下は河口区で，計 135里（約 78km）である。扈家灘，甯家荘，塩窩，旧八里

荘，鉄門関，河口の 6ヶ所の碼頭がある。黄河沿岸の貨物輸出にはあまり利用されていな

かったが，塩や咸魚などの海産品を内陸に輸入する場合に多く用いられた 22）。 

 

第 4節 主要碼頭の立地と形態 

 

 本節では『黄河富源之利用』に収録された「黄河主要港実測」23）の一覧表をもとに，黄

河沿岸の主要な碼頭である潼関，閿郷，霊宝，陝県，鉄謝鎮，洛水口，汜水，黄河南岸站，
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柳園口，蘭儀口，黄荘，臨濮集，姜溝，斉河，濼口，済陽，蒲台，利津の計 18 ヶ所の碼頭

の実態を解明する。同時に外邦図をもとに，これらの碼頭と地形や周辺の交通路との関わ

りなど，碼頭の立地環境を検討する。この 18 ヶ所の碼頭はすべて上述の『黄河航運計畫ニ

就而』に記録されている。なお，数ある碼頭の中で，同資料でこの 18ヶ所が主要碼頭とし

て扱われているのは，いずれも交通の要所にあり，附近には県の中心である県城が位置し

ているためと考えられる。 

碼頭の立地を検討する地図を選択する際には，可能な限り 1930 年代に近い年代のもの

を選んだが，18 ヶ所の碼頭に関する地形図で，同じシリーズのものをそろえるのは困難な

ため，1920 年代の地形図を一部使用した。1920 年代と 1930 年代の地図では，集落名な

どが多少変化している可能性があるが，黄河沿岸の地形はあまり変わりがないと考えられ

る。なお，地形図の記載のみからすべての碼頭の具体的な場所を比定することは困難であ

るため，『黄河富源之利用』に収録された一部の主要碼頭に関する河岸要図をもとに場所を

特定した。 

 また，資料により，同じ碼頭でも名称には差異がある場合もある。『黄河富源之利用』で

は「陝県」と記された碼頭が「陝州」と称されることや，「平漢鉄道黄河南岸車站」と記さ

れる碼頭が「黄河南岸站」と称される場合がある。これらの事例は，本研究では，「陝州」，

「黄河南岸站」という名称に統一して扱った。 

 まず，「黄河主要港実測」の一覧表から主要碼頭における河床幅，河幅，水深，水の流速

などに関する基本情報を抽出し，それらを第 2-3 表にまとめた。以下では上述の 18 ヶ所

の碼頭について河床幅，河幅，水深，水の流速などを把握した上で，「黄河主要港実測」に

記録されたそれぞれの碼頭に関する情報をもとに，外邦図を照合しながら，それぞれの立

地環境を分析する。 

 

潼関  

 潼関は黄河下流域における碼頭の中で最も西の位置にある。ここに設置された碼頭は，

潼関県城の名称を借りて称されている。当該碼頭は黄河と渭水の合流の所に位置し，陝西

省に所属する。北岸では新（新疆），甘（甘粛省），陝（陝西省），晋（山西省）の四省物の

産が集められ，渡運により黄河南岸站あるいは汜水まで輸送され，そこで陸上げされ，さ

らに鉄道で各地に輸送された 24）。 
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 碼頭の具体的の位置は『黄河富源之利用』の「潼関県城河岸略図」（第 2-2図）からうか

がえる。第 2-2 図から，碼頭の位置は潼関県城の東北の黄河の南岸にあることがわかる。

また，南岸の碼頭から黄河の北岸までが線で１本につながっており，これは南北を渡河す

るルートと考えられる。従って，潼関は碼頭としての機能を果たしていたとともに，渡口

としても機能していたことがわかる。 

碼頭の設計について，1930年代に黄河下流域の水運を開発しようとした際に，停船場の

場所の選択及び建築について， 崔景三は「碼頭の建築は河岸のすぐ傍で，地面が水面と水

平になるところを拠点とし，四角の池を掘り，黄河の河水とつながる道を切り開く。池の

深さは，100～600 担の積載量の民船及び輪船を収容できる程度が適切である。池の四周

に，斜面の貨物の荷卸し場を建てる。その傾斜度は運搬しやすいように緩やかにしなけれ

ばならない。また，池のある側の岸に，貨物を貯蔵する倉庫を建築する。碼頭は平漢鉄道

の黄河南岸站，山東省の濼口と利津が最も建築するに相応しい場所である」25）と記述して

いる。碼頭は第 2-3 図のように設計されている。この碼頭の設計図をみると，池は黄河か

ら 200ｍ離れたところに掘られ，その東西の長さは 400ｍで，南北は 200ｍである。また，

池から黄河に通じる水路は 50ｍの幅である。池の周りに，斜面の荷卸し場が造られ，背後

に倉庫が設置される。しかし，このような形態の碼頭は図上では確認できず，この設計図

は構想の段階に止まり，実際にこのような碼頭は建設されなかったようである。 
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第 2-3 表  黄河主要碼頭に関する実測データ 

 

（崔景三『黄河富源之利用』膠済鉄道管理局，1935，35-42 頁，に基づく） 

 

 

第 2-2 図  潼関県城河岸略図 

（崔景三『黄河富源之利用』膠済鉄道管理局，1935，附図十，に基づく） 

碼頭名 所在省
河床幅
（ⅿ）

河幅
（ｍ）

水深
（ⅿ）

流速

（ⅿ/s）

潼関 陝西 700 550 6 2

閿郷 河南 1,400 600 3 2

霊宝 河南 1,400 600 3 2

陝州 河南 1,400 600 3 2

鉄謝鎮 河南 2,500 1,500 5 3

洛水口 河南 2,000 1,000 4 1

汜水 河南 2,000 1,000 4 2

黄河南岸站 河南 3,000 1,000 3 1

柳園口 河南 2,000 1,000 6 2

北岸700 1 1

中流100 2 2

南岸50 2 0

黄荘 河北 1,400 600 3 2

臨濮集 山東 600 500 4 2

姜溝 山東 500 450 3 2

斉河 山東 500 400 7 3

濼口 山東

平時500

増水期
2,200

400 7
平時2

増水期4.4

済陽 山東 500 400 5 1

蒲台 山東 800 700 4 1

利津 山東 800 700 5 1

蘭儀口
（龍門口）

河南 8,000
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第 2-3 図 黄河沿岸碼頭設計概要図 

（崔景三『黄河富源之利用』膠済鉄道管理局，1935，附図五，に基づく） 

 

第 2-4 図 潼関 

（「一號」五万分一黄河沿岸空中写真測量要図，1938 年撮影・1939 測量， 

岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者作成） 

 第 2-4 図から，潼関は渭水と黄河の合流部分に位置し，黄河が北から東へ曲がる直角の
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河道南岸にあることがわかる。背後には山地が迫っており，対面側には黄河水流のなかに，

砂洲が広く分布している。対岸は山西省であり，山西省とは，南岸の碼頭を兼ねる潼関の

渡口が，北岸の渡口である風陵渡とつながっている。また，潼関の県城は東西を貫く隴海

鉄道が通り，西の西関鋪には潼関車站が設置されている。このように，潼関の碼頭には渭

水や黄河中流から航運で運ばれる物資や，南岸の隴海鉄道や，北岸の風陵渡から渡運で運

ばれる貨物が集積することが可能であった。したがって，潼関は当該地域における主要な

物資の集散地であったと考えられる。 

 

閿郷  

 閿郷は河南省の閿郷県にある。閿郷も県城の名称を借りて名づけられている。当該碼頭

は河南省の最西部に位置する。潼関から閿郷までの間には船着場が複数あり，南岸には閿

底鎮，十二河があり，北岸には永楽鎮，鄭家渡がある。これらの船着場間を船が航行し，

船により運ばれた貨物は潼関で取引された後には，すべて閿郷で取引された 26）。 
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第 2-5 図  閿郷 

（「東二号」，「東三号」，「東四号」五万分一黄河沿岸空中写真測量要図， 

1938 年撮影・1939 測量，岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者作成） 

 

 第 2-5 図から，閿郷県城は黄河南岸の岸辺に位置していることがわかる。対面する黄河

には砂洲が広く分布している。県城の南側にはやや傾斜の緩い山地があり，西から東へ貫

通している隴海鉄道がこの傾斜地のなかを通っている。閿郷県城の西と東南には一つずつ
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駅が設置されている。西は高柏車站という駅で，県城から約 5km 西の十里鋪という集落に

あり，当該駅から閿郷県城につながる鉄道がある。また，閿郷県城の東南に約 1.5kmの所

に閿郷車站も設置されている。県城はこの駅と大きな道でつながっている。このように閿

郷の碼頭と隴海鉄道は結びついており，両者によってで物資輸送は連携していたと考えら

れる。 

 

霊宝  

 霊宝は河南省の霊宝県にある。ここの碼頭も県城の名称を借りて称されている。黄河は

第 2-6 図にみるおうに県城の西から直角に北方へ曲がり，霊宝県の北で N 字形になり，さ

らに東へ流れている。 

 

第 2-6 図  霊宝 

（「東四号」，「東五号」，「東六号」五万分一黄河沿岸空中写真測量要図， 

1938 年撮影・1939 測量，岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者作成） 
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霊宝県城は黄河の東岸に接する位置にある。「黄河主要港実測」には「黄河はここまで甚

だしく曲がっている。県城は河の東岸にある。その南に船着場がある。やや傾斜して陸地

とつながっているため，何の設備もない。対岸は非常に傾斜が大きいため，渡船する場が

ない。閿郷からここに至るまで船着場は楊家湾，稠桑鎮のみある。主要物産は棉花及び紅

棗である。」と記録されている 27）。この記録から霊宝の碼頭を図上に示した（第 2-6 図）。

碼頭は県城の南のやや広い平地に設置され，隴海鉄道の「霊宝車站」という駅に近接して

いる。周辺の立地環境をみると，南方には台地が広がり，隴海鉄道が黄河と台地の傾斜地

との間を通っている。鉄道はさらに霊宝県城外の西から北へ半円の形で曲がって東へ真直

ぐに延びている。また，霊宝県城の南にも台地が広がっている。当該台地と黄河沿いの間

に多少の平坦地があり，この平坦地の大きな道が霊宝県に通じ，台地に分布している集落

と，県城および鉄道につながっている。そして，当該道は霊宝県の南方で東へ分岐して陝

州とつながる。この 2 つの道は沿線で産出された農産品を碼頭や駅に運ぶ主要道であると

考えられる。 

 

陝州（陝県とも称される） 

 陝県の碼頭は黄河の南岸に位置しており，陝県に所属している。碼頭の位置は「平陸の

東に五十里（28.8km）離れた所に茅津渡にあり」28）と記述されていることから，「山西省

歴史地図」で確認される茅津渡から西へ約 30km を測り，陝州の碼頭を比定した（第 2-7

図）。地形図からみると，陝州の黄河の河幅は狭い。碼頭は陝県県城の北方にあり，碼頭の

背後に県城の北門がある。隴海鉄道が西南から延び，県城の西南に陝州車站という駅が設

置されている。そして，陝州県城から西南方面へ大きな道が通り，当該道は陝州車站とつ

ながっている。陝州県城及びこの大きな道沿いの集落の物産は，陝州車駅に集めることが

できたと考えられる。また，『黄河富源之利用』に記録されている通り，潼関で集められた

物産が船でここに輸送され，その半分はここから陸上げされ，隴海鉄道により黄河南岸站

まで運ばれ，さらに平漢鉄道を利用して各地に配送された 29）。 
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第 2-7 図  陝州 

（「東六號」五万分一黄河沿岸空中写真測量要図，1938 年撮影・1939 測量， 

岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者作成） 

 

 鉄謝鎮  

 鉄謝鎮は河南省の孟津県にあり，黄河の南岸沿いの市鎮である。碼頭の名称は市鎮の名

称を借りて称されている。崔景三（1935：37）はこの碼頭について，「附近に山岳は多く，

平原はない。自然に傾斜して（黄河沿いの）低地とつながっているため，水流が緩慢な所

で船が停泊できる。対岸にある孟県の西虢村と共に商業が盛んな地である。」と記している。 
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第 2-8 図  鉄謝鎮 

（「孟津県」河南省十万分一図八十六号，1938 年製版，1938 年 4 月発行， 

国立国家図書館所蔵，に基づき筆者作成） 

 

 地形図から鉄謝鎮は孟津県城の北西に約 4km，黄河と台地の間の平坦地に位置している

ことがわかる。黄河は西の山間地域から流れてきて，孟津県に入ると地形が平坦になるた

め，河幅が急に広くなる。第 2-3表をみると，この辺りで河床幅は 2,500m，河幅は 1,500m，

水深は 5m，流速は 2.5m/秒である。河床幅が急に広くなるため，中流域から運ばれてきた

砂がここで沈んで，砂洲が形成されている。対岸に孟県があり，第 2-8 図によると，鉄謝

鎮東の趙村から黄河北岸までの渡船があり，北岸では三つの道が，孟県の治戍台，全義，

店上村，社南に通じている。これらの集落は孟県の県城につながる道の沿道に分布してい

る。また，図上で示されていないが，孟県の白坡渡から鉄謝鎮の牛庄までは大きな渡船の

ルートもある。これらの渡船によって，黄河北岸の貨物を南岸に輸送することが可能であ

った。 

 

洛水口  

 洛水口の碼頭は河南省の鞏県に位置している。碼頭は洛河（洛水とも称される）が黄河
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に注ぐ入口の所に設置されているため，洛水口と名付けられたと思われる。 

 

第 2-9 図 洛水口 

（「温県」河南省十万分一図七十九号，1938 年製版，1938 年 4 月発行， 

国立国会図書館所蔵，に基づき筆者作成） 

 

第 2-9 図で洛水口をみると，洛河は南から北へ流れて黄河に流入しており，洛水口の碼

頭は洛河が黄河へ注ぐ部分の，突き出した場所に位置していることがわかる。碼頭のやや
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西の方には砂洲がある。また，「黄河主要港実測」の記述には，対岸に船着場である七里鋪

があると記されているが，第 2-9 図と対照すると，その位置は洛水口の碼頭と対面する洛

河の東岸の七里鋪大滝であると推測される。附近の地形は平坦で，黄河北岸沿いには温県

に所属する小集落が密集している。また，南岸と，洛河に沿った西側には，小集落が数多

く分布している。これらの集落はすべて鞏県により管轄されている。鞏県の県城は洛水口

の碼頭の南に約 4kｍの所にあり，洛河の東側に位置している。隴海鉄道は西南から洛河を

渡り，孝義鎮を経由して，東北へ鞏県県城を通っている。鞏県においては，洛河の東岸に

黒石関車站が設置されるとともに，鞏県県城の東に鞏県車站という駅が設けられている。

このように，黄河水運や隴海鉄道で輸送されてきた物資などは鞏県に集められ，各地へ輸

送されていたと考えられる。しかし，洛陽へ輸送される貨物の多くは鞏県で積み下ろしさ

れるため，この碼頭は徐々に重要性を失っていた 30）。 

 

汜水 

 汜水の碼頭は河南省の汜水県に所属し，支流である汜水が黄河へ入る河口に設置されて

いたため，河の名称を借りて名付けられたと考えられる。『黄河富源之利用』には「汜水河

岸要図」（第 2-10図）が 1枚収録され，その図から碼頭の具体的な位置が把握できる。 
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第 2-10 図  汜水河岸要図 

（崔景三『黄河富源之利用』膠済鉄道管理局，1935 年，附図十六，に基づく） 

 

 第 2-10 図から，汜水碼頭の停船場は汜水が黄河に注ぐ東岸に設置されていることがわ

かる。停船場の直ぐ南に汜水県の県城があり，これは第 2-11図上で確認できる。 
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第 2-11 図  汜水 

（「温県」河南省十万分一図七十九号，1938 年製版，1938 年 4 月発行， 

国立国会図書館所蔵，に基づき筆者作成） 

 

第 2-11 図をみると，汜水は黄河南岸の平坦地に位置しており，対岸は温県である。崔景

三は「ここは汜水の河口であり，隴海鉄道汜水駅に僅か三里（1.7km）の位置にある。水

陸交通の連絡は非常に便利である。近年，平漢（鉄道）黄河南岸站の代わりに，ここで陸

上げされ，鄭県に輸送されるものが非常に多い。船着場は自然な傾斜をしているため，何

の設備もない。附近は平地があるが，それ以外は全て丘陵である。北岸に趙荘がある。河

北省の鉄材，薬材，雑穀等の多くはほとんどここから南岸に輸送される。」31）と記してい

る。第 2-11 図では，隴海鉄道が汜水県県城の南を通り，汜水車站という駅が設置されてお
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り，碼頭は駅と汜水によってつながっている。碼頭周辺の水陸交通の利便性は高かったこ

とがうかがえる。 

 

黄河南岸站 

黄河南岸站は河南省の滎澤県にある。碼頭は平漢鉄道に設置された「黄河南岸車站」と

いう駅の附近にあるため，駅名を借りて称されたと考えられる。第 2-12図から碼頭（図中

で停船場）の具体的な位置が分かる。当該図から，碼頭の停船場は駅のやや東に設置され，

平漢鉄道から 500ｍ離れた位置にある。その位置を地形図上で示したのが第 2-13 図であ

る。 

碼頭の立地環境についてみると，北側には黄河があり，北岸まで黄河鉄橋が黄河を渡り

南北をつないでいる。北岸には黄河北岸車站という駅が設置されている。黄河鉄橋の下に

は，砂洲が広がっている。この辺りにおいて，黄河の河床幅 3,000m，河幅 1,000m，水深

3m，水の流速 1.5m/s である（第 2-3表）。また，黄河を境として，北は武陟県で南は栄澤

県である。碼頭は滎澤県県城まで平漢鉄道によってつながっている。さらに鉄道に沿って

南方には鄭県がある。鄭県は東西を貫通する隴海鉄道と，北京から漢口までつながる平漢

鉄道の交差地であり，黄河南岸站碼頭から約 20kmの所に位置しているため，黄河下流域

において最大の物資集散地であった。鉄道や黄河水運によって輸送された物資はここで集

められ，さらに各地域に運ばれていった。崔景三は「駅の近くには数十戸があり，全て輸

送業に従事している。ここから陸上げされた貨物は全部行商されるため，ここでは取り引

きされない。北岸に洋橋驛があり，物産を積み下ろしするため一本の支線が設置された。

しかし，流水の変遷により，近来は南岸が主に用いられている。ここの黄河を上航するこ

とは出来ないため，黄河を下航する民船はここで貨物と船を同時に販売するのである」32）

と記述している。駅の近くの数十戸の住民は全て輸送業に従事しているとの記述から，こ

こでの物資輸送が盛んであったことが推測できる。 
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第 2-12 図 平漢鉄道の黄河南岸河岸図 

（崔景三『黄河富源之利用』膠済鉄道管理局，1935 年，附図二十五，に基づく） 
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第 2-13 図 黄河南岸站 

（「鄭県」河南省十万分一図六十七号，1938 年製版，1938 年 4 月発行， 

陸地測量部参謀本部，国立国会図書館所蔵，に基づき筆者加筆） 
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柳園口 

 柳園口の碼頭は河南省の開封県に所属している。柳園口は碼頭の名称であると同時に渡

口の名称でもある。周辺は全て平地であり，山地がない。黄河が上流域から運んできた砂

は孟津県から徐々に堆積し，開封に至ると黄河は河床が地面より上にある天井川になる。

そのため，この辺の黄河沿岸には堤防が造られた。柳園口について，崔景三（1935：38）

は「開封と対岸にある封丘，延津との交通の要所であり，官渡船 33）が三隻ある。平漢（鉄

道）黄河南岸站以東には花園口，楊橋，趙厰，黒崗渡などの船着場があり，全て渡船があ

り，民船も停泊できる。開封まで十八里で，平漢鉄道の交通が盛んであり，黄河による輸

出入の物産も非常に多い」と記している。この記述より黄河南岸站から柳園口まで，停船

に適した所が数多くあり，上航や下航してきた民船は常に停泊できることがわかる。 

第 2-2 表では，「柳園口」は黄河の南岸にあることになっている。しかし，第 2-14 図で

は黄河南岸には当該地名が表記されていない。ただ，開封北方の黄河南岸には「劉揚口」

という地名が記されている。黄河水利員会档案科に所蔵されている地図では，同じ場所は

「柳園口」34）と記されている。「劉揚口」は中国語の発音では「柳園口」と非常に似てい

るため，地図上の「劉揚口」は柳園口であると推測できる。地図上の表記は当時製図した

ときの間違いと考えられる。第 2-14 図をみると，碼頭周辺の広い範囲の地域はすべて平地

であり，南岸には二重堤防は地図で確認できないが築かれていた。黄河を隔てた対岸にも

柳園口という船着場が設けられている。これによって黄河南北両岸の物資や人々の交流が

行われていたと考えられる。碼頭は開封から 10kmしか離れておらず，碼頭と開封の間は

数本の道によってつながっている。従って，黄河の水運によって輸送された物資は容易に

開封まで運ぶことができたと考えられる。また，第 2-14 図では開封から東に向かって大き

な道があり，これは開封に運ばれた物資が東に位置する鄭県の平漢鉄道を使って輸送され

るのに便利な条件を提供したと考えられる。 
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第 2-14 図 柳園口 

（「開封」假製北支名十万分一図開封四号，1911 年測量，1914 年製版， 

1923 年修正改版，1923 年 6 月 25 日発行，支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部， 

岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者加筆） 

 

蘭儀口 

 蘭儀口は河南省の蘭封県に所属している。崔景三は「蘭儀口は龍門口とも称される。全

ての船は主に洛陽及び黄河南岸站まで往復する。河辺に住んでいる住民は僅か数十戸であ

る。東に五里（2.88km）離れた所に義寨があり，商業が頗る盛んであり，船に関わる仕事

に従事している人は大部分ここに住んでいる。商邱方向へ輸出入する貨物の多くはここを

経由する」35）と記している。 
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第 2-15 図 蘭儀口 

（「蘭儀」假製北支名十万分一図兗州二十四号，1916 年測量，1917 年製版， 

1923 年増補改版，1925 年増補改版，1925 年 10 月 25 日発行， 

支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部，岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者加筆） 

 

第 2-15 図にみるように，黄河はここから北東へ流れている。蘭儀口は龍門口とも称され

るが，碼頭の位置は崔景三の「砂洲により三つの流路に分かれている。民船の停泊は大部

分が南流の曲がる所である」36）という記述から，第 2-15 図で龍門口と表記されたところ

ではなく，その西南の黄河が東北へ曲がっているところであると推測できる。図をみると，

そこは二つの砂洲により黄河は三つの流路に分かれている。三つの流路の河幅，水深と水

の流速について，第 2-3 表をみると，河幅は北岸では 700m で，中流では 100m で，南岸

では 50m である。水深は北岸から南岸までそれぞれ 1m，2m，2mである。水の流速は北

岸では 1m/s，中流では 1.5 m/s，南岸では 0.2 m/s である。当該データから南岸の流路の

幅は狭いとともに，水の流速は最も緩やかであり，水深は 2m で，北岸の 1m と比べ深い

ことがわかる。従って，南岸は停船に適した場所と考えられる。それと同時に，第 2-15図
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では，碼頭の印である錨マークがここに描かれ，この封蘭河口という碼頭がここに設置さ

れていた。封蘭河口は蘭儀口の碼頭を意味している。 

封蘭河口の南方には三義寨があり，三義寨の西には曲興集，東には蘭封県の県城がある。

これらの集落や県城の間は大きな道によってつながっている。また，隴海鉄道は県城の南

を通り，県城の南門の近くに「蘭封県」という駅が設置されている。このように蘭儀口の

碼頭によって運ばれた物資と隴海鉄道で輸送された物資はここで交流することができたと

考えられる。 

 

黄荘  

 黄荘の碼頭は河北省における唯一の碼頭であり，東明県に位置している。崔景三は「最

初，民船は全て黄荘に十二里（約 7km）の所にある孟居村に停泊していたが，何度も水害

に見舞われ，河口が埋められたため，碼頭を黄荘に移した」37）と記載している。ここの碼

頭は集落の名称を借りて名づけられたと考えられる。その理由は第 2-16 図からうかがえ

る。 

 第 2-16図では「黄荘」は直接表記されていないが，「黄荘集」という名称の集落がある。

『黄河富源之利用』には「ここは濮陽まで七十二里ある」38）という記述から「黄荘集」は

黄荘であると判断できる。第 2-2 表によると，黄荘碼頭が設置されている所の黄河の河床

幅は 1,400m，河幅は 600m，水深は 3m，水の流速は 1.5m/s である。しかし，地形図をみ

ると，黄荘は黄河の主流から分岐した支流の所にあり，黄河主流とやや離れている。以上

のことから碼頭は黄荘集という集落の所に設置されていたのではなく，集落東方の黄河主

流沿いの南岸に設けられていたと考えられる。また，黄河はここで北の方へ分流し，それ

は「新黄河」と地図上では表記されている。「新黄河」は更に北へ流れていくと，数本の支

流に分かれ，西は濮陽県県城まで流れ，東は範県県城及び寿張県県城を経由して，桃中堡

で黄河の主流と合流する。このように黄河北岸の広い範囲の物資この支流の水運によって

黄荘碼頭に運ぶことが可能であったと考えられる。 

 

臨濮集 

臨濮集の碼頭は山東省の濮県にある。第 2-17 図で臨濮鎮と表示されている集落の河岸

にあったと考えられ，碼頭は当該集落の名称を借りていると考えられる。ここは曹州周辺
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の貨物の集散地であり，商業は濼口に次いで栄えていた 39）。 

 第 2-17 図から黄河は臨濮鎮から北へ流れ，碼頭は黄河の東岸に位置していることがわ

かる。臨濮鎮の背後には小集落が網のように広く分布しており，これらの集落は道によっ

てつながっている。附近の黄河は河床幅 600m，河幅 500m，水深 4m，水の流速 1.5m/s

であり（第 2-3 表），水の流速はそれほど速くないため，停船に便利な条件を提供した。ま

た， 渡口のマークから，対岸まで渡船があったことが分かる。従って，臨濮集碼頭は背後

にある数多くの集落の物資，あるいは黄河が上航または下航して運んできた物資の中継地

になるとともに，これらの物資を当該碼頭から黄河西岸に輸送する役割を果たしていたこ

とが推測できる。 

 

 

第 2-16 図 黄荘 

（「曹州」假製北支那十万分一図兗州十八号，1924 年測量，1917 年製版， 

1923 年及 1925 年増補改版，1925 年 5 月 25 日発行， 

支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部，岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者加筆） 
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第 2-17 図 臨濮集 

（①「曹州」假製北支那十万分一図兗州十八号，1924 年測量，1917 年製版，1923 年及 1925 年増補改

版，1925 年 5 月 25 日発行，支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部，岐阜県立図書館所蔵。②「濮県」

假製北支那十万分一図兗州十七号，1916 年測量，同 1917 製版，1925 年増補改版，1925 年 5 月 25 日

発行，支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部，岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者加筆） 

 

姜溝 

姜溝は山東省東阿県にある。昔は大運河の南入口であったため，通商が極めて盛んであ

った。運河は河道が塞がれたので，鉄道が完成した後は，（周辺の）商業は衰退してきた。

ここは以前厘金局 40）が設置され，全ての船はここに停泊すると税金を納めなければいけ

なかった 41）。 
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第 2-18 図 姜溝河岸要図 

（崔景三『黄河富源之利用』膠済鉄道管理局，1935，附図十九，に基づく） 

 

第 2-18 図から停船場は溝姜の北側にあり，その幅は 600m あること，黄河の北岸まで

は渡船が通っていること，河幅は 250m で，水流速が 1m/s であることが読み取れる。第

2-19 図では姜溝の碼頭は示されていないが，東阿県の東に「姜家溝」という地名が表示さ

れている。その北側は黄河の主流であり，しかも，船着場のマークが描かれている。対岸

には魚山がある。「ここは東阿から八里（約 5km）にある。……附近の魚山，阿武，陶城埠

などではすべて随時に停船ができる」42）から姜溝の碼頭は「姜家溝」の位置にあったと判

断できる。碼頭の周辺の地形をみると，対岸の黄河北側は全て平野であるが，南側には丘

陵地が広がっている。「姜家溝」は丘陵地の麓に位置している。姜家溝の西には黄河の主流

から分流する大清河が南へ延び，東平湖と黄河をつないでいる。交通路に関しては，姜家

溝から東阿県県城まで大きな道がつながっており，県城からは大きな道が南東と南西方向
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へ伸びている。北へ黄河を渡船で渡り，黄河北岸の魚山を経由して北西方向へ伸びている。

これらの交通の便により，姜溝碼頭は周辺の物資を黄河水運により上流域や下流域へ輸送

するのに非常に便利であったことがうかがえる。崔景三の「毎日三四十隻の船が出入りす

る」43）の記述から水運が盛んであったことが推測できる。 

 

第 2-19 図 姜溝 

（「東阿県」北支那十万分一図西八行北一段兗州十二号 昭和九年製版 

（中華民国十六年参謀本部陸地測量総局製山東省五万分一図） 

同九年十二月二十五日発行 陸地測量部参謀本部，岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者加筆） 

 

斉河  

斉河は斉河県に所属して，黄河の北岸に位置している。碼頭名は県城の名称を借りて称

されている。碼頭は南北の要衝にあり，かつて交通は非常に盛んであった。津浦鉄道が敷

設された後は，近隣の都市間の連絡に用いられるのみであり，車馬の往来は絶え間がなか

った 44）。 
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第 2-20 図をみると，斉河は平原に位置している。碼頭の位置は黄河が東北へ曲がってい

る所にあり，周辺に小集落が密集している。これらの集落は斉河まで小道によってつなが

っている。また，斉河を下航していくと，山東省における物資集散の最大の碼頭としての

濼口がある。斉河碼頭周辺の交通については，斉河から数キロ離れた北方を津浦鉄道が通

っている。さらに，斉河を経由する大きな道が北から黄河を渡り済南へ延びている。当該

道は黄河を横断しているが，斉河碼頭から黄河南岸に至る渡船があり，その渡河ルートは

黄河両岸の道をつないでいる。 

 

 

第 2-20 図 斉河 

（「禹城」北支那十万分一図西八行北二段済南十号昭和九年要部修正略測図同六年製版同九年片眼描入， 

同十年修正改版同十一年一月二十五日発行，岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者加筆） 

 

濼口  

濼口は山東省の歴城県に所属しており，濼口碼頭と称されている。崔景三は「済南城郭

の外にあり，黄河全流域において最も重要な碼頭である。北岸は北濼口と称され，渡船も

ある。東にある津浦路の支線が黄台橋とつなぎ，小清河の航運による貨物を積み下ろし易
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いようにしている。常に民船が数十隻停泊している。曹州以東の各地の物産は毎年の輸入

総額が七十五万噸で，輸出が二十五万噸内外である」45）と記述している。 

また，東亜同文書院の学生による当該碼頭に関する記録もある。それには「下流に下る

につれて河岸に村落を見ること多くなる午前十一時頃嘗て見ない人家の集りを見た，碼頭

も良く設備され帆柱林立の有様少し下手に黄河第二鉄橋も見ゆ。こここそ濼口である鉄道

も分岐して碼頭まで来ておる黄河有数の民商港である。……（上陸）船方が荷物を運搬し

て停車場まで来て呉れたからである，停車場は極近かった午後五時半の汽車にて済南に向

う六時十分には着いた」46）とある。 

第 2-21 図をみると，濼口碼頭の北側には広大な平野が広がり，南側には多少の丘陵があ

る。周辺の集落については，碼頭の南に濼口鎮があり，濼口鎮と数キロ離れた南方に山東

省の省城である済南が位置している。また，濼口鎮以南には小集落が密集している。これ

らの集落や市鎮と濼口碼頭との交通は便利である。まず濼口鎮を経由して黄河南北両岸を

結ぶ大きな道があり，当該道は済南まで直通している。図では，黄河を横断する所に渡船

がある。渡船の船着場は，南岸は濼口鎮で，北岸は北濼口である。濼口碼頭はこの渡船ル

ートの東側に設置されていた。さらに東には，津浦鉄道が鉄橋で黄河を横断して済南を経

由している。濼口鎮の東の黄河南岸には濼口という駅が設置されている。濼口駅と濼口碼

頭との間は鉄道の引き込み線によりつながっている。従って，津浦鉄道による貨物は濼口

駅で下して，鉄道を利用して濼口碼頭まで運ばれ，黄河水運により沿岸に移出されていた

ことが考えられる。そして，黄河水運により濼口碼頭に集荷された貨物は鉄道の引き込み

線を経由して濼口駅に運搬され，津浦鉄道により輸送されたと考えられる。濼口碼頭と小

清河の黄台橋碼頭の間にも鉄道がある。当該鉄道は津浦鉄道の支線であり，濼黄支線と呼

ばれ，1913 年 1 月から 6 月の間に建設された。濼黄支線により，黄河水運と小清河水運

はつながるようになった。また，済南では膠済鉄道が浦津鉄道と交差しており，済南城に

は各駅が設けられていた。このように，濼口碼頭は交通の要所に位置しているため，黄河

下流域において最も重要な物資集散地であった。なお，濼口碼頭については次節において，

黄河航運との関係で詳述する。 
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第 2-21 図 濼口 

（①「禹城」北支那十万分一図西八行北二段済南十号 1934 年要部修正略測図，1931 年製版同九年方眼

描入，1935 年修正改版 1936 年一月二十五日発行 支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部， 

岐阜県立図書館所蔵。②「済南」北支那十万分一図西八行北二段済南五号 1915 年略測図， 

1934年及 1935 年要部修正，略測図 1931 年製版，1934 年方眼描入，1936 年修正改版，1936 年 11 月

25 日発行，支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部，岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者加筆） 

 

済陽  

 済陽は山東省の済陽県にあり，黄河の西岸に位置している。済陽は県城の名称で，碼頭

には固有の名称はなく，県城の名称を借用していると考えられる。当該碼頭に関して『黄

河富源之利用』には「両岸にすべて堤防が揃っている。修築された岸壁の工事も完全であ

る。北岸の内外に堤防が四本ある。船着場は自然に傾斜している陸地と接続した所にある。

棉花，落花生の産出が頗る多い。上航が困難であるため，その多くは陸路により輸送され

る」47）と記述している。 
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 碼頭の位置は地形図上では明確に示されていないが，済陽の東側に黄河東西の両岸を渡

河する船着場が設置されているため，西岸の船着場の所に碼頭が設置されたと推定される。

済陽の立地環境をみると，県城の背後に小集落が数多く分布しているが，対岸には集落は

あまり密集していない。県城の背後の集落は済陽まで小道によってつながっている。また，

黄河西岸沿いに大きな道が済陽を経由して南北を貫通している。さらに，済陽県城の周辺

は小集落のみであるため，当該碼頭はそれほど盛んに用いられたのではないことが推測で

きる。 

 

 

第 2-22 図 済陽 

（「済南」北支那十万分一図西八行北二段済南五号 1915 年略測図， 

1934年及 1935 年要部修正略測図， 1931 年製版 1934 年，方眼描入 1936 年修正改版，1936 年 11 月

25 日発行，支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部，岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者加筆） 

 

蒲台  

 蒲台碼頭は黄河の北岸に位置しており，蒲台県に所属している。ここの碼頭の名称は県

城の名称を借用したものである。第 2-23 図にみるように，蒲台碼頭は黄河の北岸に設置さ

れていることが明らかであるが，停船場は南岸の十里鋪にもある。県城の蒲台までは道で

つながっている。碼頭の背後には堤防が造られている。対岸にある十里鋪にももう一つの
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停船場がある。その背後にも堤防が設置されている。図によると，鋪台碼頭が対面する黄

河の河幅は狭い所では 600～700m，蒲台碼頭の停船場から十里鋪の背後の堤防までは 700

～800mあり，水深は 3～4m である。 

 

 

第 2-23 図 蒲台河岸要図 

（崔景三『黄河富源之利用』膠済鉄道管理局，1935，附図二十，に基づく） 
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第 2-24 図 蒲台 

（「博興」北支那十万分一図西七行北二段青州十九号，1915 年略測図 1935 年要部修正略測図，1931 年

製版 1934 年方眼描入，1936 年修正改版同年 11 月 25 日発行，支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部，

岐阜県立図書館所蔵；「利津」北支那十万分一図西七行北二段青州十八号，1915 年測図 1930 年製版（中

華民国 5 年山東陸軍測量局調査）1934 年方眼描入 1934 年 6 月 25 日発行，支那駐屯軍司令部陸地測量部

参謀本部，岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者加筆） 

 

 第 2-24図をみると，碼頭は平野に立地しており，蒲台県城とは約 2km 離れている。蒲

台県城までは大きな道によってつながっている。また，当該道も黄河を横断して，博興県

の県城まで延びており，黄河を渡る際に渡船が用いられた。 

 

利津 

利津は黄河の北岸に位置しており，利津県に所属している。碼頭は利津の県城に近いた

め，その名称が借用されたと考えられる。第 2-25 図から利津碼頭の停船場は黄河北岸にあ

ることがわかる。碼頭の幅は約 700m である。また，利津県の県城からは 700m 離れてお
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り，県城に通じる道があり，停船場と県城の間には堤防が設けられていた。ここの河幅は

600m であり，水深は 4.5～5m で，水の流速は 0.8m/s である。対岸には黄河と 100m 離

れた所に堤防があった。当該碼頭の水運について，崔景三は，ここは黄河の最後の碼頭で

あり，輸出される塩及び咸魚など，及び輸入される雑貨は全てここで小船を利用し，海洋

の大船に運ばれると記している 48）。 

第 2-26 図では利津碼頭の位置は明確に表記されていないが，第 2-25 図と比較すると，

碼頭は利津県城のやや東にあると推測できる。地形図では，そこは黄河の両岸をつなぐ渡

船の船着場でもある。周辺は平野であり小集落が分布し，黄河の東側の各集落間は小道に

よってつながっているが，利津県城から，北西と南西へ大きな道が延びている。 

 

 

第 2-25 図 利津河岸要図 

（崔景三『黄河富源之利用』膠済鉄道管理局，1935，附図二十一，に基づく） 
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第 2-26 図 利津 

（「利津」北支那十万分一図西七行北二段青州十八号，1915 年測図， 

1930 年製版（中華民国五年山東陸軍測量局調査）1934 年方眼描入同年 6 月 25 日発行， 

支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部，岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者加筆） 

 

第 5節 航運の船舶 

 

黄河下流域の航運で貨物の輸送や人の移動に用いられていたのは民船である。資料上は

すべて民船と記されている。貨物と旅客が別々の船を利用していたかは不明であるが，こ

こでは貨物船と客船に分けて検討する。『黄河富源之利用』と東亜研究所の『黄河誌水文工

程篇（翻訳）』に記された民船は貨物船，東亜同文書院の旅行記に出てくる民船は客船とみ

なした。『黄河富源之利用』の第三篇「黄河商運」は 1940年に東亜研究所に翻訳され，『二

委北五中間報告 第 29 号『黄河富源之利用』（翻訳）第三輯（黄河之航運）』として出版さ

れた。本節ではこれも参照する。『黄河富源之利用』と『黄河誌水文工程篇』は共に 1935

年に出版されたもので，東亜同文書院の学生の黄河の航運に関する記録は 1920 年代前後

のものである。なお，資料制限のため，貨物と旅客は別々の船を利用していたかどうかは

不明である。資料では船はすべて民船と称されたが，本研究では貨物の輸送に利用された
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船を貨物船，旅客が利用した船を客船とみなして分けて検討する。 

 

（1） 貨物船 

 貨物船は潼関から河口まで，河道の状況によって船の構造や積載量，用途なども異なり，

船の種類も異なっていた。潼関より陝州を経て孟津に至る間には山地が多く，両岸の傾斜

は非常に大きい。潼関から陝州までの間は，水深が浅いとともに，流路はかなり湾曲して

いるため，2～4万斤級の喫水の浅い船あるいは 4～5 千斤ないしは 1 万斤級の船板などの

運行に限定される。また，潼関以東の水路状況は河床幅 500～600m，河幅 400～500m，

水深 1～7m，平均流速 1m 余であるが，三門峽に至れば流速は急に増加し毎秒 4m，落差

は 3 尺（1m）に至る。貨物船の下航は非常に危険である。また，両岸は絶壁で，通過する

下航船は鉄謝鎮で停泊することを習慣としていた 49）。 

 潼関から孟津に至る区間の貨物船は積載量が 2 万斤内外の毛板船 50）で，下航目的地に

到着すると，貨物及び船体共に販売し陸路で帰郷する。この理由は多人数による曳船以外

にはこの間は溯航不能であるためである。また，水路で帰航をしようとしても，鉄謝鎮以

西は絶壁であるため曳船は極めて困難である。従って，船を放棄して陸路で帰るしかない。

そのため，船板の造船は非常に粗悪であり，三門峽を通過する際に損傷は 5％に及んだ。

造船価格も極めて廉価で 1隻 30～40元であった 51）。 

崔景三によると，陝西省の咸陽から陝州までの間には「行船」が運行していた 52）。資料

上では当該種の船が潼関から陝州まで運行することに言及されていないが，陝西省の咸陽

は渭水の河岸に位置し，陝州までは船行するには，まず渭水で潼関まで行き，さらに潼関

から黄河を下り，陝州まで船で行くしかない。そのため，行船は潼関から陝州の間でも運

行されていたと推測できる。 

行船の喫水は 1～1.5尺（33～50cm）で，積載量は 6～7 万斤である。船材は槐木一寸板

で，価格は 400 元である。船の寿命は 4～5 年である。行船の総数は約 250 隻あったが，

陝県に泊まるものは 50 隻前後あった。上航と下航の所要時間について，陝州から咸陽に

至る上航は約 1 ヶ月で，咸陽から陝州までの下航では 4～5 日位であった 53）。 

陝州では「元船」も運行されていた。元船は毛板船とも称される。喫水は 1.5尺（約 50cm）

内外で，積載重は 2～3 万斤（1～1.5万 kg）である。平底で喫水が浅く，棉花輸送を主と

し，通常の積載量は棉花百包内外，船材は 5 分板（約 5cmの木板），構造は極めて粗悪で，
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造船費は 100 元前後である。黄河南岸站あるいは汜水まで下航して，そこで 10～20 元前

後にて船体を売りに出す。購入者は旧船をばらして建築材料として使うか，渡船あるいは

牛骨船に改造する。1 隻の船は船夫 5 人で，三門峽を通る際には，さらに数人を雇って船

を曳く必要がある。下航所要の時間は，芝門から龍門を通り陝州まで下航するのは 4～5日

位かかる。陝州から黄河南岸站までは 4～5 日位で，朝邑から平漢鉄道の黄河南岸站まで

は 7～8日前後必要である。また，咸陽から陝州までの間は 7～8 日である。また下航の元

船で陝州に泊まるものは約 120隻，三河口は 50 隻余で，潼関と渭南ではそれぞれ 20 隻位

で，咸陽では 10 隻前後である 54）。 

 行船と元船以外に，黄河水利委員会が各水文站 55）に命じた黄河の船に関する調査によ

って，陝州では「条船」も運行されていたことがわかる。条船は長さ 6.5ｍ，上部の幅 4.6

ｍ，底幅 3.8ｍ，高さ（船底より船の最高部に至る）1ｍである。空船の時の喫水は約 0.2

ｍ，積載時の喫水は約 0.6ｍである。棉花 100 包，雑貨 150 担を積荷とすることが可能で

ある。水流に従えば速度は毎時 35 里，溯航すれば毎時 2里である。一船に船夫 10人を必

要とする。船の価格は約 100元である。山西省の平陸，茅津，三門などで航行していた 56）。 

 鉄謝鎮から下流に行くと，黄河は河南省，河北省，山東省を流れる。当該三省は華北平

原の中心であり，農畜産物の生産量は全国においても最大である。その産物は水運により

東西へ輸送される。従って，この部分の黄河水運は全流域においても最も輸送量が多いと

ころである。水深は気候によって異なるが，増水期において，積載量 10 万斤の大型船は河

南省の洛水口から山東省の濼口まで運行する。減水期においては，喫水 3 尺以上の民船で

も運行が困難であった 57）。 

 洛水口と蘭儀口の間で航行していた船は「魏標船」及び「象鼻船」である。当該 2種類

の船は共に平底で帆はない。積載量は 2～3 千斤から 2～3万斤である。また，洛水口下流

で航行する民船の積載量は 20～30 担前後で，洛水口上流で航行する民船の積載量は 12，

13担前後である。民船一日の賃金は銅元で約 1,500文であった 58）。 

 河南省から山東省の間では，「楊木頭」，「西河船」，「鹽划子」，「方船」など数種の船が利

用されていた。構造様式は大同小異である。各船共に帆柱があり，積載量は 4～5万斤（な

いしは 15 万斤である。そのうち，鹽划子型が最も多い。構造は海洋戒克船に類似し，喫水

は浅い平底船で堅牢である。船の登録隻数は不詳であるが，山東省では約 3,000隻と称さ

れる 59）。第 2-4 表は山東省濼口商会による民船に関する調査である 60）。 
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第 2-4 表 濼口商会による民船種類 

 

注：1）当該表は『黄河富源之利用』に掲載された「濼口商会民船調査表」，1935，56 頁によるが，

船の喫水に関するデータは『黄河航運計畫ニ就而』による。 

      2）1 尺＝33.3cm。 

 

 この調査表は濼口商会の民船に関する調査のため，濼口を中心に運行する船に関するデ

ータと考えられる。大船の長さは 50 尺（16.7ｍ），幅は 8尺（2.7ｍ）か 16 尺（約 3.5ｍ），

深さは 7 尺（約 2.3ｍ）であり，積重量は 20 噸内外で，相当大きな船であることがうかが

える。中船は，長さは 30尺（約 10ｍ），幅は 6 尺（約 2ｍ），深さは 5 尺（約 1.7ｍ），積

重量は 10 噸である。小船は長さ 15 尺（約 5ｍ），幅は 6 尺（約 2ｍ），深さは 4 尺（1.3

ｍ）で，積重量は 5噸内外である。上述のデータから，各種の船は相当多くの貨物を載せ

ることができた。 

 第 2-4表に記載した民船の運賃について，『黄河航運計畫ニ就而』によると，1 担 1里に

付き，上航する場合には銅元 30枚で，下航する場合には，銅元 15 枚である。上航は人力

により曳航するものならば船夫は多数を要し，運賃は高い。民船の速度は，1日 10 時間と

すれば，上航は無風の時に，30里運行でき，1時間の速力は 1 里弱である。順風の時には

200 里運行でき，1 時間の速力は 6 里弱である。下航する場合には，無風の時に 250 里航

行でき，1 時間の速力は 7 里強で，順風の時には 1 時間の速力は 12 里強である 61）。原資

料は上記のように記してあるが，実際に計算すると異なる。1 日 10 時間とすれば，上航は

無風の時に，30 里運行でき，1 時間の速力は 3 里のはずである。同じように計算すると，

順風の時には，上航の 1 時間の速力は 10 里である。下航する場合には，無風の時に 1 時

間の速力は 25里で，無風の際よりは速力は早いはずのため 25里以上と考えられる。 

 以上では河南省から山東省の間で使用された貨物船について検討したが，以下では蘭儀

口，東阿県，濼口及び利津で航行していた民船を検討する。 

 蘭儀口で使用された民船は「大汴梁牛」と称される。当該種の船は大型のものは長さ 12m，

幅 2.6m，高さ 2.5m ある。喫水は積載時に 0.72m で，空船時に 0.3m である。載積量は

船種
長さ
（尺）

幅
（尺）

深さ
（尺）

喫水
（尺）

積載量

大船 50 8～16 7 6 20噸内外（300担）

中船 30 6 5 4 10噸内外（150担）

小船 15 6 4 3 5噸内外（80担）
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450 担である。順風の日は水流に従えば，速度は 1 日 400 里で，逆航すれば 1 日に 30 里

である。船夫は 12 人を必要する。建造価格は 6,000 元であり 62），蘭封，濼口の間を航行

した 63）。 

 東阿県で使用される民船は「楊木頭」と称される。船の大小は種々あり，比較的大型の

ものは長さ 4 丈 4尺（13.3m），幅 1 丈 2 尺（3.7m），高さ 4 尺 4 寸（1.45m）である。喫

水は載積時に 3 尺 2 寸（1.06m），空船の時に 1 尺 3 寸（0.4m）である。載積量は 80 担

（1 担は天平称 280斤，約 140kg）である。順風の時に，下航速度は 1日 250里で，上航

速度は 1 日 20 里である。船夫は 5 人必要で，建造価格は 350～500 元であり，船は陽穀

と濼口の間を航行した 64）。 

 濼口では主に「大塩划」という民船が利用されていた。当該種の船は大型のものは長さ

16m，幅 3.5m，高さ 1.67m である。喫水は積載時に 1.1m で，空船の時に 0.4m である。

積載量は 400 担である。順風の日に下航速度は 1 日 300里で，上航速度は 1日 15里（約

9km）である。船夫は 11 人必要で，造船価格は 8,000 元であり 65），主に曹州と濼口の間

を航行した 66）。また，濼口では大塩划のほか利用されていた船も数種類があり，それは第

7節で詳細に検討する。 

 利津で用いられる民船は「改巧」と称される。当該船は大型のものの長さは 3 丈 5 尺（約

10.7m）で，幅は 7 尺（約 2.3m），高さは 7 尺（約 2.3m）である。喫水は積載時に 5 尺

（約 1.7m），空船時は 2.5尺（約 0.8m）であり，積載量は 380 石である。乗客 80名を収

容するものもある。順風の日に下航速度は 1 日 300里余で，上航速度は 1 日 30 里である。

船夫は 7 人必要で，造船価格は 1,800元である。主に龍口，煙台一帯を航行した 67）。 

  

（2） 客船 

『東亜同文書院大旅行誌』で黄河下流域に触れた記録は全部で 31 ヶ所ある。黄河に関

する記録内容は，黄河南北両岸間の渡し，西から東への黄河下り，黄河鉄橋についてなど

である。そのなかで，西から東への黄河下りに関する記録は 4 ヶ所ある。1ヶ所目は 1914

年 8 月 7 日に第 12期生の山東班により記録された「青馬黄帆」68）に収められ，山東省の

蒲台を出発して利津に向かう黄河下りに関するものである。2 ヶ所目は 1916年に第 14 期

生の直隷山西班により記された「古晋高原行」69）である。ただし，斉河県から済南に入る

途中で黄河の濁水を渡り，沿岸の柳の様子について記した非常に簡略な記述のため，本研
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究では人の輸送のルートを把握する際にのみ利用する。3 ヶ所目は 1917 年に第 15期生の

「一樹之陰一河之流」70）に記録されている。当該旅行記が黄河に触れているのは農工科第

一班による 7 月 18 日から 23 日の 6 日間の記録である。ただし，18 日は雨のため船に乗

れなかった。19 日の夜に船に乗り，20 日から黄河下りをはじめた。その内容は河北省の

東明県高村を出発して下流の済南へ船行した記録である。船に乗る時間，行船の実態など

が詳細に記されている。これは黄河下流域における人の輸送を解明するのに非常に価値の

ある資料といえる。4ヶ所目は 1924年に第 21 期生が記録した 7 月 7 日の潼関から陝州へ

の黄河下りに関するものである。この記録は当該期生の江河文比物較調査班により記され

た「古聖を慕ひて」71）に収められている。船の出発時間，船着場附近の水深状況などが記

されている。また，同第 21期生の湘蜀重要物産調査班も 6 月 30日に潼関から陝州へと下

っている。その経過は「大陸巡禮」72）に収められている。 

これらの資料から黄河下流域における人の輸送に関する船の運行ルートがうかがえる

ほか，船の様子，賃金，出発及び碇舶時間，船の運航状況なども明らかにできる。以下で

はこれらの資料を用いながら検討を進める。その際，旅行記の記録年とは関係なく，上流

の碼頭から下流の碼頭への順序で検討を行う。 

 

1）船の構造 

 湘蜀重要物産調査班の学生達は潼関から陝州へ下り，彼らは船に関して以下のように述

べている。 

 

一坪半もあったろう，狭い一室に六人，余りに苦しいとは思ったものの後の減賃交渉

に好口實と思って我慢して乗る。船は長さ三間吃水二呎程のものにて中には三十人程も

座する事の出来る中型の民船である 73）。 

 

 当該旅行記に記された船の長さは三間（約 5.4m）で，喫水は二尺程（0.6m）であった。

船室の面積は一坪半（7.3m2）であり，6人が座ると，狭くて非常に苦しい。また，船は 30

人程坐ることができた。これは中型の民船と記されている。 

 当該船の賃金については潼関から陝州まで 6 人で 25弗
ママ

であった。15 弗に値引き交渉し

たが，結局陝州に着いた後，20弗払った 74）。 
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 この中型の民船に関して，江河文比物較調査班の学生も潼関から陝州まで下った際に，

「小い船ではあるが絶えず通って居る。自分達は潼関から陝州迄下ったのである」75）と記

している。この記録から潼関から陝州の間で中型の民船だけではなく，小さい船も数多く

あったことがうかがえる。   

 

 2）客船の運行ルート 

 旅行記からは黄河東西の運行ルートが 5 つ認められる。1 つ目は 1924 年の湘蜀重要物

産調査班及び同年の江河文比物較調査班の 2つのグループの学生が潼関から船で陝州へ行

った際のルートである（①）。2つ目は同じ江河文比物較調査班の記録に「蘭封から済南迄

民船の便があるが可成的
マ マ

民船に乗らない方が良い」と記されていることからわかる蘭封か

ら済南までの行船ルートである（②）。3 つ目は東明県高村から済南までのルートである

（③）。このルートは 1917年の農工科第一班の学生達が経験したものである。4 つ目のル

ートは斉河県から済南までのルートである（④）。これは 1916年に直隷山西班の学生達が

辿ったルートである。5 つ目は 1914 年の山東班が蒲台を出発して利津に到着した際のル

ートである（⑤）。これらのルートを示したのが第 2-27 図である。上記のルート以外に，

他の碼頭間でも人を輸送するルートも当然存在したと考えられるが，現段階では明らかな

ルートは上記の 5つである。 
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3）船の運行 

船の出発時間については 1924 年の記録にある「午前四時陝州を發出した」76），「三時頃

船は纜を解き静かに中流に向って躍り出した」77），「（7 月 20日）ホーホホーと云う音度取

の聲と次で起るカラカラと帆を巻き上げる滑車の音とが幾度か繰り返された時に異域に結

ぶ夢は破られた。時計を見れば午前の四時」78），「（7 月 21 日）船は（午前）四時頃解纉」

79），「（7 月 22 日）例の通り出帆は早い」80）などがある。これらの記述から当時の船の出

発時間は午前 3 時あるいは 4 時が基本で，出帆が早いことが共通している。 

碇舶時間については「黄昏とある小さな村落の岸に碇舶した。」81），「毎度毎度午後四時

頃にはまたとある里に碇舶した」82）から夕方頃に船を停船していたことがわかる。 

 船の運行実態について，潼関附近では，「黄河の水流は誠に面白く水深きかと思えば忽ち

にして浅く又忽ちにして深く，而も毎日毎時，刻々其の深浅の地を異にし，多年の経験あ

る船夫も一度注意を怠らんか，船は浅灘に乗り上げて陝州まで一日の行程を三日も四日も

費す事ありと言う。船夫は常に錨にて水深を測り梶をとりつつ進み行くのである。而して

尚一二の船夫は常に河中にありて水深を測り舟行に便にし，其の困難も又思い知る事が出

来るのである。」83）のように記述されている。この記述から潼関の近くで黄河は，水深は

深かったり浅かったり，常に変化していたことがわかる。経験豊富な船夫でも十分に気を

付けなければならなかった。また，船を運行する際に，常に錨で水深を測り梶をとりつつ

進み行く必要があった。さらに，1人か 2 人の船夫が常に河の水深を測り行船していった。

このようなことから船行の困難さがうかがえる。 

 同じ潼関の付近を描写した江河文比物較調査班の 1924 年の「古聖を慕ひて」では，以

下のように記されている。 

 

潼関附近は大層浅い。深い所で五尺位淺浅い所は二尺一尺位の所もある。そして船頭

は丸裸で河の中へ入りその深浅を見るのである。それは仲々難儀である。……その上河

道毎日毎日変るのだからやりきれない。時々浅灘へ乗り上げた 84）。 

  

 この記述から，潼関附近の行船ルートにおいて，水深は深い所では 5 尺（約 1.5ｍ）で，

浅い所では 2 尺～1 尺（0.6～0.3m）であったことがうかがえる。このような深浅の変化が

激しい所で行船する際には，船頭は丸裸で河の中へ入りその深浅を確かめた。 
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 続いて蒲台から利津までの行船状況をみると，「青馬黄帆」の記録者は「急流は 2 人の船

夫の怪腕と相俟って見る見る間に汀に立つ人影消え蒲台城壁また烟霧の中に消え失せた。

……船の微動は搖籃の如く一同心地よげに假寐に入った。」85）と記してある。この記録か

ら船は 2 人の船夫により運行され，行船中，2 人は協力しながら船を目的地に進ませてい

たことがわかる。 

 次に，東明県高村から済南への船の運行状況を検討すると，農工科第一班の学生が 1918

年 7 月 18 日の大雨の日に船を乗ろうとするときに，黄河の水は溢れて大船の航行は危険

なため，乗船を拒否された 86）。従って，大雨の日には，船は運行しなかったと推測できる。 

彼らが乗船したのは 7 月 20 日であった。急流の中，船の運行実態は以下のようであっ

た。 

 

此時には帆は全部あげられていた船の舳は依然として上流に向いている。風は下流よ

り吹いて帆は当たる疑惑の眼みはっていたが一向回転しない，海岸に養われた船は舳を

先頭にして進むものとのみ思うことに慣れておる私には不思議でならぬ。陸地と対照す

れば確かに船は下流に進んでいる，……我等の思う様にして――下航すれば暗所多き黄

河，此の急流では航行の危険と困難とがあるのである。だから帆によって速力を加減し

て困難と其の危険とをさけつつあるのであった。……午後四時とある所についた帆はお

ろされて船は岸邊につながれた，此にて当日の航路は終ったのである。問うに航程二百

支里 87）。 

 

 この記述から行船中，船の舳を上流に向け，帆をあげ，下流から吹いてきた風の力を利

用して速力を加減しながら，航行の危険を避けつつ下流に進んでいたことがわかる。そし

て，河岸に船をつなげる際には，帆をおろしている。1 日の運行距離は 200里で，約 120km

であった。 

 7 月 21 日の行船状況は，「下流から吹き上ぐるそよ風は此の船の航行を安からしめてい

たが，午前八時頃から無風の状態となりやがて強い風が上流から吹き下ろしてきた海の船

ならば順風帆にはらむの快走であるが此の船には逆風であるので帆の巻き下げがせわしく

なり舵棒の押引が多忙となって，よそ目にも航行困難の程が推知された。遂に家もない少

しく水流のよどめる所にいかりをおろした。時丁度正午。」88）と記述されている。当日の
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風は，8 時頃前には下流から吹き上がる逆風であったが，8時頃から無風の状態になり，や

がて上流から強い順風が吹いてきた。船は逆風の場合には順調に運行できたが，順風の場

合には，帆を巻き下げて舵棒の押引きをしなければならなかった。 

 7 月 22 日は，例の通り出帆が早かった。船は水上を曲って進むに従って舵を転じ，帆を

巻き下げ進んでいった 89）。行船中，他の船の運行状況も記録している。それは「稍や大き

な村落のある辺には其の岸に必ず船の群り集って居るのが見えた。時々に航する船にも出

会った，高いマストの頂から長い綱をつけて五人十人で足に力瘤を入れて引っ張って行く

のだが苦労の程察せられる，これから見ると黄河の航行は下航には船頭が頭を痛め上航に

は船方が肉体的に苦み上下航共に難儀の極である。下航に四日を要する所も上航には半月，

あるいは其れ以上を要すると言っていた 90）」のであった。この記録から上航する際の船は

高いマストの頂から長い綱をつけて 5～10 人で引っ張って行ったことがわかる。また，東

明県から済南まで，下航するときに 4 日を要し，上航するには半月あるいはそれ以上かか

ったこともわかる。 

上述のことより，船は下航する場合に潼関附近では，水深の変化により，船夫が水中で

水深を測りながら進む必要があること，山東省では風力を借りて，帆を上げ船を運行して

いたこと，上航する場合には，人力で船を引っ張っていたこともあった。 

 

第 6節 主要碼頭間の所要日数及び所要時間 

 

（1）上航 

河口から潼関までの間には，前節で述べたように，数多くの種類の民船が利用されてい

た。船の種類によって，航行の速度も差異があった。例えば，1 日 10時間であった上航し

た場合の楊木頭，塩划子，西河船による航行距離は第 2-5表に示したようになる。 
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第 2-5 表 楊木頭，鹽划子，西河船による 1 日の上航の航行距離 

（単位：里） 

 

（崔景三『黄河富源之利用』膠済鉄道管理局，1935，57 頁，に基づき筆者作成） 

 

 同じく船の種類は明らかでないが，河口から潼関に至る間の各主要碼頭間の上航所要日

数は第 2-6 表の通りである。主要碼頭間の上航を示したのが第 2-28 図（小文字のアルファ

ベット）である。 

 

第 2-6 表 黄河下流域における主要碼頭間の上航所要日数 

 

注：上航所要日数は，順風で計算されている。無風であれば，人力によるしかなく所用日数は異なる。 

また逆風の時には運行が不能である。 

（崔景三『黄河富源之利用』膠済鉄道管理局，1935，57-59 頁，に基づき筆者作成） 

 

第 2-6 表にみるように上航所要日数は，河口から利津までは 1～2 日，利津から蒲台ま

では 1～2 日，蒲台から斉東までは 1～2 日，斉東から済陽までは 1～2 日，済陽から濼口

までは 1～2 日，濼口から姜溝までは 4～8 日，姜溝から蘭儀口までは 8～20 日，蘭儀口か

ら柳園口までは 2～3 日，柳園口から黄河南岸站までは 2～5 日，黄河南岸站から汜水まで

楊木頭 鹽划子 西河船

順風 80～90 100 120～130

逆風 航行不能 航行不能 航行不能

無風 30（人力） 30（人力） 30（人力）

民船の航行
ルート

碼頭名
上航所要日数

（日）

o 河口……利津 1～2

n 利津……蒲台 1～2

m 蒲台……斉東 1～2

l 斉東……済陽 1～2

k 済陽……濼口 1～2

j 濼口……姜溝 4～8

i 姜溝……蘭儀口 8～20

h 蘭儀口……柳園口 2～3

g 柳園口……黄河南岸站 2～5

f 黄河南岸站……汜水 2～3

e 汜水……洛水口 1～3

d 洛水口……鉄謝鎮 3～5

鉄謝鎮……陝州 上航不能

陝州…潼関 上航不能
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は 2～3 日，汜水から洛水口までは 1～3 日，洛水口から鉄謝鎮までは 3～5 日であった。

また，鉄謝鎮から上流は，山間地域のため，水の落差が激しく，鉄謝鎮から陝州まで，及

び陝州から潼関までの区間は上航が不可能であった。 

このように，河口から潼関まで黄河下流域における民船の上航の所要日数は河口から濼

口までの主要碼頭の間では 1～2 日かかったことがわかる。濼口から姜溝までの所要日数

は 4～8 日で，姜溝から蘭儀口までは 8～20 日かかることより，濼口から蘭儀口までの間

では，民船の場合，上航は困難であったといえる。また，蘭儀口から鉄謝鎮までの間では，

主要碼頭間の所要日数は 2～5 日位であった。 
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 次に，『黄河航運計畫ニ就而』に記された碼頭間の上航所要日数を示したものが第 2-7表

である。 

 

第 2-7 表 黄河下流域における主要碼頭間の上航所要日数 

 

（崔景三『黄河富源之利用』膠済鉄道管理局，1935，24 頁，に基づき筆者作成） 

 

 第 2-7表にみるように，黄河河口から濼口までは 5～11 日，濼口から黄河南岸站までは

11～30日，黄河南岸站から孟県までは 8～11 日を要した。このように，長距離の区間にお

いては，濼口から黄河南岸站までの間が，上航するには最も日数がかかった。 

 黄河下流域の全区間の碼頭ではなく，山東省における一部の主要碼頭間の上航所要時間

は 91）から知ることができる。同書による山東省における主要碼頭間の上航所要時間は第

2-8 表に示した通りである。 

 

第 2-8 表 山東省における主要碼頭間の上航所要時間 

 

（福田英雄『華北の交通史: 華北交通株式会社創立史小史』 

ティビーエス・ブリタニカ， 1983，228 頁に基づき筆者作成） 

 

民船の航行
ルート

碼頭名
上航所要日数
（日）

c1 黄河河口……濼口 5～11

b1 濼口……黄河南岸站 11～30

a1 黄河南岸站……孟県 8～11

民船の航行
ルート

碼頭名
上航所用時間
（時）

k2 利津……十里堡 9.0

j2 十里堡……清河鎮 15.0

i2 清河鎮……台子 6.5

h2 台子……済陽 12.0

g2 済陽……濼口 16.0

f2 濼口……斉河 6.0

e2 斉河……滑口 28.5

d2 滑口……姜溝 6.0

c2 姜溝……陶城鋪 5.0

b2 陶城鋪……董口鎮 32.5

a2 董口鎮……臨濮集 4.0
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 資料では第 2-8 表の前に，「黄河下流域航行の民船は楊木頭，西河船，塩划子，方船など

数種あるが，いずれも海洋戎克船に似て帆柱があり，大きさは大体 2万斤積程度のものが

多く，その数は約 2,000 隻であった」92）と記述している。従って，当該表における上航所

要時間は楊木頭，西河船，塩划子，方船などによる所要時間であると考えられる。 

また，第 2-8 表に示された碼頭名は第 2-1 表の一覧表の中の碼頭名と多少異なる所があ

る。上表の「十里堡」「台子」「斉河」「董口鎮」などの碼頭は，第 2-1表ではそれぞれ「十

里鋪」「旧斉東」「斉河口」「董口集」と表記されている。「十里堡」は「十里鋪」とみなす

ことができ，「斉河」は「斉河口」，「董口鎮」は「董口集」であることは外邦図から確認で

きる。これらの碼頭は時代の変化につれて呼び方は多少変化した。「台子」は「旧斉東」で

あることは東亜研究所が出した『省別に見たる黄河流域地誌其の一（山東省）』の記述から

確認できる。その記述は以下の通りである。 

 

  台子（旧斉東） 

  斉東県城は元，河岸を距る五支里の南にありしが，一八九三年の大洪水にて人家全部

流失し，其の県城の跡は全く沙泥と化せしを以て其後県衙門は河岸を距る南三十支里の

地に改築し，人家も多く此に移れり，是を新斉東と称せり，元の県城後は台子又は旧斉

東と称し一鎮店に過ぎず，河岸に沿ひて一村落あり，新斉東，台子の門戸にして此に入

るものは皆此村にて下船す。碼頭としての設備全くなし，而も碇泊民船十隻ありき 93）。 

 

 第 2-8 表によって，山東省における主要碼頭間の上航所要時間をみると，利津から十里

堡までは 9 時間，十里堡から清河鎮までは 15 時間，清河鎮から台子までは 6.5 時間，台

子から済陽までは 12 時間，済陽から濼口までは 16時間，濼口から斉河までは 6時間，斉

河から滑口までは 28.5 時間，滑口から姜溝までは 6時間，姜溝から陶城鋪までは 5時間，

陶城鋪から董口鎮までは 32.5 時間，董口鎮から臨濮集までは 4 時間必要である。このよ

うに，山東省において，陶城鋪から董口鎮までの上航所要時間は最も多く，斉河から滑口

まではそれに次いで多かった。清河鎮から台子，濼口から斉河，滑口から姜溝，濼口から

斉河，董口鎮から臨濮集までの上航所要時間は 4～6 時間位で，大きな差はなかった。 
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（2）下航 

主要碼頭間の下航所要日数及び時間は第 2-9 表，第 2-10 表と第 2-11 表に示した通りで

ある。なお，第 2-9 表は第 2-6 表，第 2-10 用は第 2-7 表，第 2-11 表は第 2-8 表と対応す

る関係にあるため，各碼頭間で航行していた船は上航の場合と同じである。 

 

第 2-9 表 黄河下流域における主要碼頭間の下航所要日数 

 

注：1)下航の場合は，水速が速いため，船の運航は非常に速い。 

   2)表の所要日数は順風あるいは無風で計算されたものである。 

（崔景三『黄河富源之利用』膠済鉄道管理局，1935，57-59 頁，に基づき筆者作成） 

 

 第 2-9 表から黄河下流域における主要碼頭間の下航所要日数を検討すると，潼関から陝

州まで船は通航するが，所要日数は不明である。潼関から鉄謝鎮までは 10日内外，陝州か

ら鉄謝鎮までは不明である。しかし，潼関から鉄謝鎮の間に陝州は位置するため，潼関か

ら陝州まで，及び陝州から鉄謝鎮までの所要日数は 10 日以内と推測できる。また，鉄謝鎮

から洛水口までは 1 日，洛水口から汜水までは 1 日，汜水から黄河南岸站までは 1～2 日，

黄河南岸站から柳園口までは 1～3 日，柳園口から蘭儀口までは 1～2日，蘭儀口から姜溝

までは 2～5 日，姜溝から濼口までは 1～3 日，濼口から済陽までは 1日，済陽から斉東ま

では 1日，斉東から蒲台までは 1 日，蒲台から利津までは 1日，利津から河口までは 1 日

を要した。 

民船の航行
ルート

碼頭名
下航所要日数

（日）

A 潼関……陝州 不明

B 潼関……鉄謝鎮 10日内外

C 陝州……鉄謝鎮 不明

D 鉄謝鎮……洛水口 1

E 洛水口……汜水 1

F 汜水……黄河南岸站 1～2

G 黄河南岸站……柳園口 1～3

H 柳園口……蘭儀口 1～2

I 蘭儀口……姜溝 2～5

J 姜溝……濼口 1～3

K 濼口……済陽 1

L 済陽……斉東 1

M 斉東……蒲台 1

N 蒲台……利津 1

O 利津……河口 1
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 このように，黄河下流域の主要碼頭間の所要日数をみると，潼関から鉄謝鎮までは下航

の所要日数は最も多く，それ以外はほぼ 1日である。また，汜水から濼口までの間は，１

～3 日が普通で，それ以外より多少日数は長く要したことがわかる。 

 

第 2-10 表 黄河下流域における主要碼頭間の下航所要日数 

 

（河水汽船『黄河航運計畫ニ就而』192-，24 頁，に基づき筆者作成） 

 

 また，孟県から黄河南岸站までは 2～8 日，黄河南岸站から濼口までは 5～12 日，濼口

から黄河河口までは 5～6 日必要であった。このデータから，孟県から黄河河口までのな

かで，中間に当たる黄河南岸站から濼口までの間は所要日数が最多であったことがわかる。 

 

第 2-11 表 山東省における主要碼頭間の下航所要時間 

 

（福田英雄『華北の交通史: 華北交通株式会社創立史小史』 

ティビーエス・ブリタニカ，1983，228 頁，に基づき筆者作成） 

 

 山東省における主要碼頭間の下航所要時間は，臨濮集から董口鎮までは 1時間，董口鎮

から陶城鋪までは 8 時間，陶城鋪から姜溝までは 1.5 時間，姜溝から滑口までは 1.5時間，

滑口から斉河までは 7 時間，斉河から濼口までは 1.5 時間，濼口から済陽までは 4 時間，

済陽から台子までは 3時間，台子から清河鎮までは 1.5 時間，清河鎮から十里堡までは 3.5

民船の航行
ルート

碼頭名
下航所要日数
（日）

A1 孟県……黄河南岸站 2～8

B1 黄河南岸站…濼口 5～12

C1 濼口……黄河河口 5～6

民船の航行
ルート

碼頭名
下航所要時間
（時）

A2 臨濮集……董口鎮 1.0

B2 董口鎮……陶城鋪 8.0

C2 陶城鋪……姜溝 1.5

D2 姜溝……滑口 1.5

E2 滑口……斉河 7.0

F2 斉河……濼口 1.5

G2 濼口……済陽 4.0

H2 済陽……台子 3.0

I2 台子……清河鎮 1.5

J2 清河鎮……十里堡 3.5

K2 十里堡……利津 2.0
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時間，十里堡から利津までは 2時間であった。このように，山東省における主要碼頭間の

下航所要時間数は，董口鎮から陶城鋪までの間と，滑口から斉河までの間は下航する場合

に，最も時間がかかったが，それ以外の隣接している主要碼頭の間では 1～4 時間で到着

できたことがわかる。 

 

第 7節 黄河中下流域における航運 

 

（1）鉄道と黄河航運 

 

前章の第 1-5 図に示したように，隴海鉄道は黄河南岸を黄河と並行して東西に走ってお

り，潼関に駅が設けられている。潼関は渭水と黄河の主流が合流しているところに位置し，

甘粛省，新疆，山西省と陝西省の四省の物産が集散する最も大きい市鎮であった 94）。この

四省が産出した棉花，獣皮，羊毛，甘草，水菸，藥材などは黄河の水運で運ばれ，陝州あ

るいは黄河南岸站で陸上げされ，鄭県まで鉄道で輸送され，さらに漢口，天津，上海，済

南などへ運ばれた 95）。潼関以外において，隴海鉄道により輸送された主要貨物は地方によ

っても異なる。具体的には，「観音堂より洛陽方面に向かうもの，薬材，牛皮（以上主とし

て甘粛より来る）羊皮，羊毛（観音堂以西にて産するも甘粛を以て最多とし，牛皮，羊皮，

羊毛はほ噸ど漢口に送られる）。開封より東西に向かうもの牛皮，芝麻，落花生（共に開封

附近において産す）米，麦（歸徳地方の主要産物，上海に出さる）金針菜，瓜（鄭州附近

に産し周家口に集まり上海，漢口に送られる）」96）などがあった。しかし，その輸送貨物

は「陝西甘粛の土貨及び上海，天津よりの洋貨に沿線附近の土貨を主とするも運賃高率な

ること，且黄淮の水運とにより其勢力南北河南に及ばずして未だ十分なる貨物を吸収し能

はず」97）という記述から，隴海鉄道はある程度黄河水運による貨物輸送を奪ったが，運賃

が高かったため，全てを奪ったわけではないことがうかがえる。 

 潼関から下流では，河南省黄河北岸に位置する清化鎮から道清鉄道が建設された。道清

鉄道が開通する前には，河南省北部，山西省南部の石炭は驢馬により輸送されたが，交通

が不便なため，多量に送出はできなかった 98）。また，道清鉄道を建設する目的は，イギリ

スの福公司が，植民地である中国の黄河の北部，すなわち河南の一部及び山西省における

石炭，鉄などの諸鉱物が豊富な地域に鉄道を走らせることにあった 99）。当該鉄道の開通に
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より，河南省の一部及び山西省の石炭，鉄などの鉱物は衛河水運によって天津まで運ぶこ

とができるようになった。そのため河南北部と山西省南部で産出された鉱物の輸送には黄

河の水運は利用されなくなったと考えられる。 

 黄河は清化鎮の東南で支流である洛河と合流している。鞏県の県城が洛河沿いの黄河に

非常に近いところにある。隴海鉄道は洛河を渡り，さらに鞏県県城の南方を通っており，

洛河と交差しているところに黒石関駅，鞏県県城の南方に鞏県駅が設置された。このよう

に隴海鉄道は，洛水を経由して黄河の水運とつながっていたことが推測できる。 

水運により黄河南岸站まで輸送された貨物は，南方へ輸送される場合，鄭県で平漢鉄道

に積みかえられて漢口，上海まで送られる。北方へ輸送される場合には，同じく鄭県で平

漢鉄道に積みかえられて新郷，石家荘，北平を経由して，天津まで運ばれた。さらに平漢

鉄道は新郷で道清鉄道とつながっていた。また，平漢鉄道は黄河南岸站の南方にある鄭県

で隴海鉄道と交差している。隴海鉄道により平漢鉄道で運ばれてきた貨物は，西は潼関，

陝西省まで，東は江蘇省の徐州まで輸送された 100）。 

河南省における黄河水運の物資の輸出入範囲は，上流は済源より下流は河北省境に至る

範囲で，黄河北岸の幅 30kmに及ぶ地域，ならびに同範囲の南岸の隴海鉄道以北の地域で

ある 101）。この範囲における隴海鉄道による黄河沿岸の物資輸送は第 2-12 表に示した通り

である。 

表を見ると，隴海鉄道を利用して輸送されたのは主に小麦，落花生，雑穀，棉花，石炭

などである。輸送先は主に徐州，大浦，開封，鄭州，洛陽，潼関のような隴海鉄道沿線の

都市であった。消費地もこれらの都市および附近地域であった。水運との関係を見ると，

蘭封県は，隴海鉄道による輸送するものは 3 分の 2で，水運による輸送は 3分の 1 であっ

た。中牟県では落花生は鉄道により 7 割輸送されたが，残りの物資は黄河水運に依ってい

た。鄭州は当地の瓜種，米のほか，他所より輸送されてきた物資が大部分を占めた。また，

鞏県では石炭は水運に依るものが多かった。 
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第 2-12 表 隴海鉄道による黄河沿岸物資輸送 

 

（東亜研究所・華北交通会社『元黄河（済南流路）調査報告』1940，56 頁，に基づく） 

 

 

 

 

 

 

駅名 発送品名 発送概数（噸） 到着地 消費地 水運との関係，其の他

落花生 745

瓜種 176

小麦 675

板類 66

雑穀 410

胡麻，胡麻油 1,423

落花生 1,490

麦粉 1,740

生油 120

乾鮮果 820

落花生 684

材木 509

梨 3

小麦 5,941

棉花 15,816

瓜種 435

米 452

石炭 400

乾柿 314

石炭 2,000

山薬 1,890

棉花 214

牛羊皮

乾柿

石炭

石灰

徐州
上海

当地出産の物資は瓜種，米位にて
他は皆他より輸送のものにして連
運物資大部分を占む

蘭封

蘭封県及考城県出産の物資大部分
を占む。本県に於ける輸出貨物は
常時直運に依るもの三分の二，河
運に依るもの三分の一を含す。但
し民国二一年に於ける落花生は河
運に依り輸出したるもの車運より
多し

徐州
大浦

徐州
上海

徐州
鄭州
大浦
潼関

徐州
上海

開封以西

開封県及陳留県出産の物資大部分
を占む。当県は原来消費都市にし
て，開封に於ける生産量と移出量
との割合は水陸して僅に10対2な

りと称せり

開封

石炭は水運に依るものも相当あり

徐州
開封
洛陽

徐州
上海
開封
洛陽

本県及北岸広武県の産物大部分を
占む

氾水

15

徐州
開封
大浦

徐州
開封
上海
鄭州

薬材は黄河北岸―沁陽，温，孟，

陟県一帯に産出す（水運にても相
当出費）牛羊皮も黄河北岸より来
るもの多し乾柿も又沁陽，温県よ
り来る

徐州
開封
上海

徐州
開封
上海

中牟県鄭州及黄河北岸輸出産の物
資なり。落花生は鉄道にて輸送さ
るもの七割,残余は河運に依る

中牟

鄭州
徐州
大浦

滎陽

22,679鞏県
開封
洛陽
潼関

開封洛陽
潼関の間
及黄河両
岸各県
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第 2-13 表 蘭儀口碼頭を経由して移出された物資 

 

（東亜研究所・華北交通会社『元黄河（済南流路）調査報告』1940，55 頁，に基づく） 

 

第 2-13 表は蘭封県の蘭儀口碼頭を経由して黄河水運により移出された物資である。表

にみるように，水運により輸送された物資は石炭，石油，砂糖，煙草，燐寸，雑貨，綿布，

綿糸，白米と土塩であった。物資量を見ると，石油と石炭が多かった。仕向地は石炭，砂

糖，煙草，燐寸，綿糸は黄河南岸駅下流沿岸一帯であり，石油，雑貨，棉布は黄河南岸駅

下流域沿岸一帯と鞏県であり，白米と土塩は黄河南岸駅と鞏県であった。このように，蘭

儀口碼頭を経由して黄河水運によった貨物の移出先は黄河沿岸を中心としていた。 

蘭封県の物資輸送に関して，第 2-13表と第 2-12 表を対比すると，輸送物資の種類では，

蘭儀口駅を経由した鉄道で輸送された貨物は胡麻・胡麻油，落花生，小麦，雑穀などの農

産物を主としており，蘭儀口碼頭を経由して水運で移出されたものは石油，石炭などの重

量が重いものを中心としていた。黄河水運による物資の輸送先は黄河南岸駅下流域一帯を

主としており，蘭儀口碼頭から黄河南岸駅までの間は，隴海鉄道が並行しているが，石油，

石炭などが黄河水運に依った理由は，重量が重く，水運の運賃は鉄道より廉価であったた

めと考えられる。このように，商品の種類によって，鉄道と黄河水運は役割分担が行われ

ていた。また，商品の移出先をみると，隴海鉄道による貨物の輸送先は鉄道沿線の地域を

主としていたが，黄河水運による貨物の輸送先は黄河沿岸を中心としていた。このことか

らも鉄道と黄河水運はお互いにある程度役割分担が行われていたといえる。 

 

物資名 数量（噸） 仕向地

石炭 650 黄河南岸駅下流沿岸一帯

石油 700 黄河南岸駅下流沿岸一帯，鞏県

砂糖 150 黄河南岸駅下流沿岸一帯

煙草 50 黄河南岸駅下流沿岸一帯

燐寸 30 黄河南岸駅下流沿岸一帯

雑貨 350 黄河南岸駅下流沿岸一帯，鞏県

綿布 120 黄河南岸駅下流沿岸一帯，鞏県

綿糸 90 黄河南岸駅下流沿岸一帯

白米 50 黄河南岸駅・鞏県

土塩 300 黄河南岸駅・鞏県
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（2）濼口碼頭を中心とする黄河航運 

 

1）濼口碼頭の構成と景観 

本節で主資料とする『元黄河（済南流路）調査報告』は山東省の土木，水運，農務，林

業，河川，黄河沿岸集落などの調査からなっている。水運に関する部分は 1940 年に，東

亜研究所及び華北交通会社により調査された。主に，黄河の済南流路を中心に，黄河の河

道が変化する前（1938 年）とその後とを比較して，船舶，水運業者，碼頭の状況などを調

査した記録である。 

山東省の濼口は民船貿易の要衝にあり 102），濼口の東 500ｍのところを南北に津浦鉄道

が通っている。また，津浦鉄道の支線は小清河の黄台橋とつながっており，濼口は小清河

を上航してきた塩やその他の荷物の輸送に便利な場所でもあった 103）。また，津浦鉄道の

支線は黄台橋で膠済鉄道とつながり，直接青島まで輸送できた 104）。濼口における黄河の

水運は，下航して運ばれた貨物が多く，上航によって輸送された貨物は下航の 3分の 1

にも達しなかった。濼口で集散された物産の多くは鉄道で青島，天津などへ転送された。

また，その一部は黄台橋で小清河の水運により渤海沿岸に輸送された 105）。なお，黄河は

渤海に注いでいるが，渤海に適切な停泊港がないため，濼口から河口まで船は直行できな

かった。また，濼口は平原の中央に位置しているため，周辺地域では農産物が非常に豊富

である。住民は旧式大車（荷車）を用いて，黄河沿岸まで農産品を運んで，それらは水運

によって各地に輸送された。 

濼口碼頭は上流より馬家道口，上関，中関，下関，趙家床の 5 区に分かれていた。繫船

区域は 3km に及んだ。上関碼頭は済南出入貨物の揚積に便用され，中関碼頭は塩専用であ

った。下関碼頭は主として船車連絡碼頭として利用されていた。当碼頭は黄河下流民船の

中心地にして 1 日の出入船隻平均約 200隻で，最高 500隻に及んでいた。 
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第 2-29 図 清末の濼口碼頭 

（「生活日報」2016 年 3 月 11 日 A01 掲載） 

 

第 2-29 図は清末山東省の濼口碼頭の写真である。どの区域の写真か不明であるが，黄河

の河岸に十数隻の船が並んで停泊しており，船には全て帆柱が付いている。岸には多量の

貨物が入っている布袋が堆積しており，遠くには布袋を背負って船に積み上げる人が確認

できる。また，白い服を着ている人は十数人おり，これらの人は旅客か商人と考えられる。

近くには小車（押し車）が一台あり，貨物が載せてある。写真右上隅停の黄河の河中には，

一隻の船があり，数人が乗っている。これは黄河を横断する渡船と考えられる。河岸は陸

地が自然に傾斜し，水辺の水深は浅く，船は陸地に多少離れているところに停泊している。

この点からは，当時の濼口碼頭は非常に繁栄していたことがうかがえる。 

 

2）水運業者 

水運業者に関して，元濼口民船公会に加入していた山東省における船主の数は 2,000 人

であった。当該公会は黄河航行船主を以て会員とする。これらの船主の生活様式は，地域

によって異なっていた。濼口付近では船による収入は唯一の生活手段であり，土地を所有

する者は稀であった。東阿付近の船主は船による収入のみではなく，5 畝内外の土地を所

有する者が約 20 名いた。これらの水運業者の家族は長江など中国の他の河川における家

族とは異なり，船内に起居することなく，陸上に住居を持って生活を行った。その理由は
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黄河の河道変化が激しく，危険を避けるためであった。 

 船の運営は，濼口付近では船夫を雇って行い，東阿付近では份子船 106）が多かった。船

夫の種類は舵夫，書記，水夫の 3 種に分けられる。舵夫は 1 人で船の操縦に従事する。書

記は 1人で，食料品の買入，貨物の積み下ろしなどを交渉する。水夫は船の大きさによっ

て異なり，3 人いることが多かった。彼らは帆の操作及曳航を行い，民船は大きいほど水

夫の数が多かった。 

船夫の雇用は，年工，短工と臨時傭の 3 種類に分けられる。年工は旧暦の 1 月 15 日～

10 月 15 日の間に一定の賃金で雇われた。船主が食事を提供し，舵夫，書記と一部の水夫

はこの類に属した。短工は「拉套子」とも言われていた。1 往復に付き一定の賃金を定め

雇傭契約を締結し，食事は船主により提供された。臨時傭は 1 日を雇用単位として賃金が

定められていたもので，食事は自己負担であった 107）。 

水運業者の 1 年間の支出と収益について，濼口に於ける船主の収支状況を例に説明する

と，1年間の総運賃収入は 1,020 元で，そのうち，船夫 4人（年工 1 人 短工 3 人）の給

料は 162 元で，食費は 5 人（船主を含む 1 人 1 日当 25 銭）で 260元であった。修繕費は

（大修繕の年割を含めて）250 元で，船価償却費（負債利子を含む）は 60 元であった。輸

送公司手数料は運賃の 1 割で 102 元であり，濼口民船公会費は 6 元であった。濼口碼頭使

用料は 2 元，合計 842 元であった。収支差引残額は 178元で，これが船主の収入であった

108）。 

 

3）船舶 

濼口を中心とする上・下流に於ける民船の種類は，戎克船，塩划子船・槽子船・排子船・

楊木頭船・西河船・方船及び小划子船であった。その中で，塩划子船及槽子船が最も多く，

全体の 80％以上を占めた。民船の船型は大きいものは 40～50噸であり，小さいものは約

5 噸であったが，通常は 20 噸～25 噸のものが多かった。利津から濮県，濼口から利津ま

での間は 25～40 噸型の塩划子と小型海洋戎克船を主としていた。東阿を中心とする民船

は濼口―寿張の間は 20噸の塩划子が利用されていた。寿張以西は濼口から上航して臨濮集

まで，さらに蘭儀口までは 20 噸以下の楊木頭が主に使用されていた。河南省より下航す

る船は方船，西河船を用いた。船の積載量は，大車としての馬車一台（二頭立）の積載量

が普通 1,000斤～1,300 斤であるのに対して，その数十倍の積載量を有していた 109）。 
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民船の速度は船型によって多少異なるが，上航する場合には，おおよそ順風の時に 1時

間に 5km，無風の時に 1.4km 運航した。逆風の時は運航不可能であった。また，無風の時

には船を引く必要があった。下航する場合には，順風では，1 時間に 10km，無風の時は

6km，逆風の時は 5km 運航できた。下航する場合の速度は上航よりかなり早かった。 

 

第 2-14 表 山東省内の黄河輸送状況 

 

（実業部国際貿易局『中国実業誌（山東省）』第 17 冊， 

宗青図書公司印行，1934，95（子）～96（子），に基づき筆者作成） 

 

第 2-14 表は，黄河が貫流する山東省の各県の黄河による輸送状況を示したものである。

樊如森も民国期の黄河下流域の航運を考察した際にこの表を引用している 110）。しかし，

表の引用にとどまり，内容に対する考察はなされていない。第 2-14 表に記載された通航船

の種類をみると，東平県が大划子，楊木頭，大無畏を使用する以外には，ほとんど帆船で

県名
県内の長
さ（km）

　河幅
（公尺）

通行船 航行速度 経過地 積載貨物 運賃

荷澤県 10 1,400 帆船 3～6km/h ―
花生米、洋油、紙
菸、煤炭、鶏蛋

毎担運一日五角

濮県 ― 帆船 170km/日 ― 小麦、花生、黄豆 毎担運一日約五角

鄄城県 46 1,152 帆船 ―
臨濮集、董家口、
旧城鎮

小麦、花生、黄豆 ―

范県 ― 帆船 ― 陸家集、羅家楼 ― ―

寿張県 ― 帆船 ―
孫家口、十里堡、
戴廟鎮

― ―

東平県 6 800
大划子、楊木
頭、大無畏

― ―
麦、豆、煤油、雑

貨、布疋
―

東阿県 68 960 帆船 17km/h 東阿県城、香山
食塩、煤炭、油類、

麦、豆
―

平陰県 34 1,526 帆船
滑口、大義屯、胡
渓渡、康口、陶嘴

食糧、炭
毎百斤貨物順水運
六十公里約三角

肥城県 17 1,000 帆船 15km/h 傅家岸 花生米、麦子、雑貨
毎百斤運一日約四
角

長清県 72 1,600 帆船
下航17km/h，

上航6km/h

韓家道、北店、小
溜、譙家道、陰
阿、董家寺、呉家
渡

糧食、棉布、木料、
石料

毎担六公里二角至
三角

斉河県 23 1,000 帆船 ―
豆腐窩、斉河県
城、紅廟、丁家口

糧食、雑貨
百斤運五十公里約
三角

歴城県 31 800 帆船 ―
王家郷、濼口鎮、
任家郷

糧食、木料、棉花、
葦箔

―

済陽県 68 1,440 帆船、舢板 ― 済陽県城 石料、木料 ―

章邱県 21 1,700 划船、帆船 7km/h 胡家岸 糧食、食塩
毎千斤五十公里約
八角

斉東県 50 1,400 帆船、舢板 ― 台子 石料、木料 ―

恵民県 68 300 帆船 ―
楡林鎮、帰仁鎮、
清河鎮

洋麺、煤油、花生、
花衣、黒豆、小米、

清河鎮至洛口毎百
斤一元

青城県 29 832 帆船 ― ― 糧食 毎百斤六公里二角

濱県 27 1,150 帆船
順流17km/h，

逆流5km/h
尉家口、北鎮

洋油、白麺、紙烟、
雑貨

毎百斤運五十公里
一角

蒲台県 23 1,000 帆船、舢板 ― 道旭、十里堡 麺粉、糧食、雑貨 包船一日約四元

利津県 114 1,000 帆船 順流100km/日
小街、利津県城、
王家堡

黄豆
包船一艘往洛口約
二十餘元
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ある。また，済陽健，章邱県と蒲台県は帆船以外に，舢板あるいは划船も用いていた。積

載貨物は県によって異なるが，落花生，小麦，豆、塩、煤炭、鶏卵などがあった。運賃は

荷澤県と濮県は 1 担 1 日で 5 角（0.5 元）であった。平陰県では，下航する場合，100 斤

の荷物を 60km 輸送するのに 3 角を要した。これは大車で 100 斤の荷物を 40km 輸送す

る場合（平陰から東平）の運賃 1.6 元 111）と比べ，相当低廉である。また，船と牛車の 1 日

の貸し切りの金額を比べると，蒲台では船は 1日約 4 元かかり，濮県から荷澤，荷澤から

鄆城の牛車は 1 日 3 元かかった。船の 1日の貸し切り賃金は高いが，その積載量は牛車よ

り数十倍高いため，同じ重量の貨物の場合，船の運賃は牛車の数十分の一となる。前述の

1933 年の山東省における小麦の値段を当てはめると，大車の 100 斤の荷物を 40km 輸送

する場合の運賃は 27.6kg，牛車 1 日の貸し切りの金額は 51.7kg の小麦に相当する。船に

よる黄河水運は，陸路の大車輸送に比べ，1 回の積載量がかなり多く，運賃は低価格であ

った。 

 

第 8節 小括 

 

本章は黄河下流域における航運について検討した。潼関はその下流域の航運と密接な

関わりがあったため，潼関から下流を検討対象とした。まず，碼頭の分布を検討した。潼

関から入海口までの主流における碼頭は『黄河航運計畫ニ就而』によると，全部で 63 ヶ

所である。そのうち，山東省には 36 ヶ所，河南省には 15 ヶ所，河北省には１ヶ所であ

る。3省のなかで，黄河下流は，山東省内が最も長いが，河南省内の長さと大きな差はな

く，碼頭の分布からは，山東省内で航運が比較的盛んであったことがうかがえる。また，

山東省の碼頭は黄河の両岸ともに分布していたが，河南省における碼頭は黄河南岸に多く

分布していた。その理由として，河南省の南岸に洛陽，鄭州，開封などのような大きな都

市があり，人々の移動や物資の交流は北岸より頻繁であったことが考えられる。そして，

本章で地形図に示したように，碼頭の近くに隴海鉄道の駅が設置されており，碼頭と鉄道

駅の間の交通は便利な状況にあった。鉄道と水運の物資の相互輸送のためには，南岸に碼

頭があるのは好都合であったとも考えられる。 

次に，『黄河富源之利用』に記録された 18 ヶ所の主要碼頭について，外邦図と対照した

上で，地形，周辺の交通路，集落等との関係の面からその立地環境について検討した。全
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体的にみれば，全ての碼頭は相対的に平坦な場所に立地していた。さらに，その場所は，

物資の集散に便利な交通条件にあった。具体的には，潼関，閿郷，霊宝，陝州，鉄謝鎮，

洛水口，汜水，黄河南岸站，柳園口，蘭儀口，濼口などの碼頭の附近には鉄道が通ってい

た。また，潼関，洛水口，汜水，濼口は黄河支流の近傍に位置していた。さらに，背後に

大きな県城や市鎮を有する碼頭としては，潼関，閿郷，霊宝，陝州，鉄謝鎮，洛水口，汜

水，黄河南岸站，柳園口，蘭儀口，臨濮集，姜溝，斉河，濼口，済陽，蒲台，利津などが

あった。また，黄河を南北に跨ぐ大路との接点に，姜溝，斉河，濼口，蒲台は位置してい

た。このように，黄河碼頭は大路や黄河支流と黄河本流との交差点，鉄道の近傍，あるい

は後背地に重要な市鎮があり，集落が密に分布している平坦地に立地していたといえる。 

続いて，黄河と並行している隴海鉄道による物資輸送と黄河水運との関係を分析した。輸

送物資の種類について，蘭封県の事例では鉄道輸送は農産物を中心に，黄河水運は重量が

重い石油，石炭などを輸送していた。商品の移出先は，隴海鉄道による貨物の輸送先は鉄

道沿線の地域を主としていたが，黄河水運による物資の輸送先は黄河沿岸を中心としてい

た。したがって，鉄道と黄河水運はお互いにある程度役割分担が行われていたといえる。

また，鉄道が開通した後，黄河水運と鉄道との関係は，水運物資の一部が鉄道に代替され

るなど競合関係にあったが，鉄道駅と碼頭の分布からみると，両者の交通は便利な条件に

あり，物資輸送の面で連携関係にもあったと考えられる。  

最後に，濼口碼頭を事例に，航運に従事していた水運業者や船舶の基礎情報を明らかに

した。山東省の濼口は民船貿易の要衝にあり，黄河主流の航運に利用された民船は，黄河

周辺の地形や河道状況によって種類も異なっていた。山間地域では，廉価であった使い捨

ての船が主として利用されていた。河南省の鉄謝鎮から蘭儀口までの間は平底で無柱の船

を中心としていた。山東省では民船の種類は豊富であったが，構造はほぼ似ており，喫水

は浅い平底船で堅牢であり，積載量は多かった。旅客の輸送については，資料的制約のた

め，旅行記に記録された事実限定して検討した。旅行記に記録された民船は中型の船と小

型の船があり，いずれも帆が付いていた。運行する際には，帆を利用して風力を借ること

が一般的であった。 

主要碼頭間の所用日数及び時間について上航する場合は，河口から濼口までの主要碼頭

の間では 1～2日を要した。濼口から姜溝までの所要日数は 4～8 日で，姜溝から蘭儀口ま

では 8～20日であり，最も日数が多かった。蘭儀口から鉄謝鎮までの間では，主要碼頭間
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の所要日数は 2～5日位であった。また，大きな区間でみると，黄河河口から濼口までは 5

～11 日，濼口から黄河南岸站までは 11～30日，黄河南岸站から孟県までは 8～11 日を要

した。上航する場合の所要時間は，山東省の事例では，陶城鋪から董口鎮までが最も長く，

32.5時間を要した。斉河から滑口まではそれに次ぎ，28.5時間であった。清河鎮から台子，

濼口から斉河，滑口から姜溝，濼口から斉河，董口鎮から臨濮集までの所要時間は 4～6時

間位で，大きな差はなかった。 

下航する場合の主要碼頭間の所要日数は，潼関から鉄謝鎮までが最も多く，10 日内外で

あった。それ以外は約 1 日であったが，汜水から濼口までの間は，1～3日が一般的であっ

た。また，大きな区間でみると，孟県から黄河南岸站までは 2～8 日，黄河南岸站から濼口

までは 5～12 日，濼口から黄河河口までは 5～6 日位必要であった。山東省では，主要碼

頭間の下航所要時間数は，董口鎮から陶城鋪までの間と滑口から斉河までの間では 8時間

であり，最も時間がかかったが，それ以外の隣接する主要碼頭の間における所要時間は大

部分において 1～4時間であった。 

最後に黄河下流域において商品の集散地として繁栄していた濼口碼頭を中心とする黄

河航運を検討した。元濼口民船公会に加入していた船主の数は山東省のみで 2,000人に達

した。濼口を中心とする上航・下航に用いられた民船の種類は多くあり，船の積載量は多

かった。 
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第 3章 黄河下流域の渡口の分布と渡運 

 

第 1節 本章の課題 

 

黄河の渡運は水運の一環として，1970 年代まで両岸の人々の交流や物資の運輸の担い

手として重要な役割を果たしていた。かつては孟津県から河口に至る黄河下流域において

は多数の渡口が存在していた。しかし，1970 年代以降の架橋（黄河鉄橋や黄河公路橋など）

の進展により，渡口の機能は徐々に失われ，今日ではほとんど消滅してしまった。 

黄河の渡口に関する先行研究は，古渡口の位置を考証した劉満 1），魏晋賢 2）など多数あ

る。渡口の位置を復元し，その機能を検討した研究も存在する。王子今 3）は秦漢時代の 21

ヶ所の渡口を考証し，渡口の分布から当時の経済の中心である河内と河南及び魏郡と東郡

の間における南北交通の重要性を指摘した。張興兆 4）は魏晋南北朝時代，黄河の渡口は晋

西南，洛陽附近と延魏津―滑県の間に比較的集中して分布し，この分布は黄河沿岸の経済

活動及び当時の政治，軍事と密接な関係があったと指摘した。白利権 5）は河口鎮から鄭州

に至る区間を中流域とみなし，先秦時代から民国期までの主要渡口の空間と時間的分布の

特徴を検討し，渡口の分布に影響を与えた要素は地形のみでなく，経済や政治等の発展も

関係していると指摘した。また，個別の渡口の事例の検討を通し，黄河中流の古渡口の経

済，軍事，政治等における役割を検討した。 

上述の渡口に関する諸研究は，渡口の分布は軍事とも関連していたが，経済活動と最も

密接に関わっていたことを示唆している。しかし，これらの諸研究は清以前の時代に注目

しており，近代に着目した研究は少ない。白利権 6）は清代・民国期の黄河中流域における

主要渡口を検討しているが，下流域における渡口には触れていない。従って，近代の下流

域の渡口についてはまだ系統的な研究がなされていないといえる。また，従来の渡口に関

する研究はすべて中国の文献資料を利用して進められてきており，海外にある資料をほと

んど視野に入れてこなかった。 

以上のような問題意識より，本章では外邦図に記載された黄河下流域の主流における渡

口に焦点を当て，旅行記に記録された渡口との比較を通し，外邦図の価値と限界を検証し

た上で，渡口の分布を復元する。さらに渡口の分布の特徴を把握し，その分布に影響を与

えた要因を検討する。そして，黄河の渡船による渡運の実態，運賃を検討し，渡船が地域
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社会において果たした役割を考察する。 

 

第 2節 外邦図における渡口の記載 

 

本節で渡口の分布を復元する際には仮製北支那十万分一図を用いるが，これ以外にも第

2 章の第 2-1 表に示したように，黄河下流域に関する中縮尺の外邦図としては，東亞二十

万分一図，北支那十万分一図，民国製二十万分一図，民国製十万分一図，北支那五万分一

図，二万五千分一図などがある。東亞二十万分一図と民国製二十万分一図には渡口の記載

はないが，それ以外の地図にはすべて渡口が記されている。そこで以下では，仮製北支那

十万分一図の渡口記載を他の外邦図の記載と比較することにより，その資料吟味を行う。 

北支那十万分一図は，仮製北支那十万分一図を十万分一外邦図図式により整備したもの

と，一部の民国製十万分一図を改変したものからなっている。しかし，黄河下流域に関す

る図は大部分が欠落しているため，本章の資料としては適切ではない。ただし，北支那十

万分一図にはグリッドがあり，経度と緯度も記入されており，石原 7）は近代的で，記載内

容も正確であるとしている。従って，北支那十万分一図と仮製北支那十万分一図における

渡口の記載はどのように異なるかが問題になる。この点に関して，同じ場所の両方の図を

比較して検討する。 

第 3-1 図は支那駐屯軍司令部により測図された仮製北支那十万分一図の「木欒店」であ

る。第 3-2 図は北支那十万分一図の「汜水県」である。両図とも河南省の汜水県城の北に

ある黄河流域を示した地図である。後述のように鈴木８）は，地形図における船マークは渡

船場を表す記号と説明している。つまり，船マークのある所は渡口と認められる。地図を

みると，船マークは対岸まで点線によりつながっており，この点線は渡河の際の渡船ルー

トと考えられる。 

第 3-1 図をみると，汜水県県城の北に黄河の南岸には「汜水口子」と「古栢嘴」の二ヶ

所の渡口がある。「古栢嘴」は「汜水口子」の東に約 4km の所にある。「古栢嘴」の対岸に

「古栢嘴口」という渡口がある。渡船ルートをみると，「汜水口子」は北岸までつながると

ともに，東北の「古栢嘴口」までもつながっている。「古栢嘴」は北岸の「古栢嘴口」まで

渡船ルートによりつながっている。また，第 3-1 図の黄河の河道には，砂が堆積した砂洲

があり，渡船ルートはそれを避けて対岸まで描かれている。 
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第 3-2 図をみると，汜水県県城の北に，船マークが描かれているのは全部で 4 ヶ所ある。

黄河の南北両岸に 2 ヶ所ずつ分布している。南岸には，汜水県県城のすぐ北にある渡口は

名称が記されていない。当該渡口の東の約 4km の所に「満溝」という渡口がある。また，

北岸にある 2 ヶ所の渡口とも名称が記載されていない。渡船ルートをみると，南岸の渡口

は，それを対応する北岸の渡口とつながっている。 

 

 

第 3-1 図 外邦図における渡口の記載（仮製北支那十万分一図「木欒店」） 

（支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部「木欒店」仮製北支那十万分一図開封十四号， 

1920・1921 年，岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者作成） 
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第 3-2 図 外邦図における渡口の記載（北支那十万分一図「汜水県」） 

（陸地測量部参謀本部「汜水県」北支那十万分一図西九行南一段開封十六号， 

1934 年，国立国会図書館所蔵，に基づき筆者作成） 

 

第 3-1 図と第 3-2 図を対照すると，第 3-1 図では船マークが 3 ヶ所記されているが，第

3-2 図では 4 ヶ所記載されている。第 3-1 図の南岸に記載された「汜水口子」と「古栢嘴」

の 2 ヶ所の渡口は第 3-2 図では全く同じ場所に船マークが描かれている。北岸の渡口につ

いては，第 3-1 図と比べ，第 3-2 図の渡口はやや西に移動している。また，第 3-1 図の「汜

水口子」の対岸の渡船ルートが至る岸には船マークが描かれていないが，そのやや西には

第 3-2 図では船マークが描かれている。これは仮製北支那十万分一図（1920，1921 年測

図）を作製した際に漏れた,あるいは当時は船マークで記される渡口としては機能していな

かった渡口と考えられる。従って，仮製北支那十万分一図に記された渡口には漏れている

ものがある可能性がある。 

続いて民国製十万分一図についても，仮製北支那十万分一図と同じスケールの地図のた

め，渡口の記載がどのように異なるかが問題になる。第 3-3 図は陸地測量部参謀本部によ

り 1938 年に製版された河南省十万分一図である。地図上では測量機関は記載されていな

いが，他の河南省の十万分一図の底図原図と同様に河南陸軍測量局により測量された可能
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性が高い。第 3-3 図をみると，汜水県県城の北の黄河南岸に船マークが描かれている。そ

のすぐ南に小文字で「汜水口」と書いてある。これは当該渡口の名称と考えられる。「汜水

口」の東約 4km の所に,船マークはないが，「孤北嘴」と書かれている。中国語では，「孤

北嘴」の発音は「古栢嘴」に非常に近い。従って，ここは船マークが書かれていないが，

渡口であると推測できる。北岸には，「汜水口」の対岸に「温県口」が記載され，2 ヶ所は

点線によってつながっているため，「温県口」は渡口名と考えられる。「故北嘴」と点線に

よりつながった対岸には船マークはないが，同じ場所に第 3-1 図と第 3-2 図には船マーク

が記されている。そのためここも渡口と考えられる。また，黄河南北両岸の 4 ヶ所をつな

ぐ点線は渡船のルートと推測できる。このように，民国製十万分一図は船マークにより記

載された渡口はなく，大部分は渡船ルートのみ記載されている。 

北支那五万分一図，二万五千分一地形図は仮製北支那十万分一図より大縮尺であるため，

記される地理情報はより詳細である。次に渡口の記載に関して，仮製北支那十万分一図と

北支那五万分一図および二万五千分一地形図の記載がどのように異なるかを検討する。 

 

 

第 3-3 図 温県（民国製十万分一図） 

（陸地測量部参謀本部「温県」河南省十万分一，1938 年，国立国会図書館所蔵，に基づき筆者作成） 
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第 3-4 図 栄澤（仮製北支那十万分一図） 

（支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部「榮澤」仮製北支那十万分一図開封九号， 

1911・1920 年，岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者作成） 

 

 

第 3-5 図 原武県（北支那五万分一図） 

（陸地測量部参謀本部「原武県」北支那五万分一図開封五十一号，1938， 

（科学書院編『中国大陸五万分一地図集成 6』1996 年，所収図），に基づき筆者作成） 
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第 3-6 図 辛砦（二万五千分一図） 

（陸地測量部参謀本部「京水鎮」原武県近傍六号，1917， 

（科学書院編『中国大陸二万五千分の一地図集成Ⅰ』1989 年，所収図），に基づき筆者作成） 

 

第 3-4 図は仮製北支那十万分一図の「榮澤」であり，第 3-5 図は北支那五万分一図の「原

武県」，第 3-6 図は二万五千分一地形図の「辛砦」である。第 3-4 図は支那駐屯軍司令部に

より測図されたが，第 3-5 図は参謀本部陸地測量総局により測量されており，第 3-6 図は

河南省陸地測量局により測図されたものである。第 3-5 図と第 3-6 図とも元は民国製地図

であり，日本の陸地測量部参謀本部により複製された。第 3-4 図と第 3-5 図，第 3-6 図は

図名が異なるが，表示した範囲はすべて「京水鎮」の北にある「花園口」より東の約 8km

に至る区間である。 

第 3-4 図をみると，「金水鎮」（京水鎮の誤記）の北の黄河南北両岸に船マークが記載さ

れて，両渡口とも「花園口」と名付けられている。また，両渡口は渡船ルートによりつな

がっている。「花園口」の東約 8km の所に，黄河北岸に船マークが記載され，「馬頭口」と

記されている。しかし，渡船ルートでつながる南岸には船マークがなく，「石橋」という名
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称が書かれているのみである。 

第 3-5 図に記載された渡口をみると，「京水鎮」の北に黄河南岸には「花園」という渡口

があり，北岸に「花園台」がある。両渡口は渡船ルートによりつながっている。ここから

約 8km 離れた東に，南北両岸とも「馬頭口」と記載される渡口がある。第 3-4 図と比べ，

4 ヶ所の渡口名は多少異なっているが，同じ渡口をさすことがわかる。渡口の位置につい

て，第 6 図の黄河南岸の「馬渡口」は第 3-3 図の「石橋」よりやや東にずれているが，他

の 3 ヶ所はほぼ同じである。このように，北支那五万分一図で表される渡口は仮製北支那

十万分一図でも記載されていることが確認できる。 

第 3-6 図では，「京水鎮」北の黄河両岸に船マークがあり，両渡口名とも「花園口」であ

る。また，その東の約 8km の所に南北両岸とも船マークが記されている。2 ヶ所の渡口と

も「馬渡口」と名付けられている。第 3-6 図を第 3-4 図と比較すると，第 3-6 図の黄河南

岸の「馬渡口」は第 3-4 図の「石橋」よりやや東にずれているが，それ以外の 3 ヶ所の渡

口の位置はほぼ合致している。従って，二万五千分一地形図に記載された渡口は仮製北支

那十万分一図にも記されているといえる。 

以上のように，仮製北支那十万分一図は，黄河下流域に関して，広域に渡って地図が製

作されているのみならず，渡口の記載も他の図と比べ正確さに劣るものではないといえる。

民国製十万分一図を仮製北支那十万分一図と対比すると，民国製十万分一図は船マークに

より記載された渡口はなく，大部分は渡船ルートのみ記載されている。北支那五万分一図，

二万五千分一図は仮製北支那十万分一図より大縮尺であるため，記される地理情報はより

詳細である。しかし，渡口の記載に関して，仮製北支那十万分一図と北支那五万分一図の

記載と比較すると，渡口名は多少異なっている所があるが，その位置はほぼ同じである。

また，二万五千分一図と比較すると，渡口名と 1～2 割位の渡口の位置がややずれている

が，大部分の渡口の位置は合致している。従って，二万五千分一図に記載される渡口は仮

製北支那十万分一図にもおおよそ記されているといえる。 

仮製北支那十万分一図に対して，石原は「地図様式は近代的に見えるが記載内容は極め

て不正確で，地名が間違っていたり方位がおかしかったりして（後略）地形測図をより簡

便な「手帳式」にするものであった」と批判している 9）。しかし，中村は仮製北支那十万

分一図について，方角・地名に誤りが多くみられるが，北支那十万分一図，民国製十万分

一図，旧ソ連製地形図と比べ，植生や堤防跡などの描写が比較的詳細であるとしている 10）。
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このように仮製北支那外邦図は精度の問題はあるが，比較的詳細に描写されている部分も

ある。従って，本研究で黄河下流域の渡口の分布を広範囲に渡って復元する際には当該外

邦図を資料とする。 

黄河下流域の仮製北支那十万分一図は，前述したように 1910 年から 1920 年代前半に

かけて測図・修正された。「十万分一外邦図図式」は 1908 年に制定されており，1920 年

以前に測図された一部の外邦図に当該図式が適用されている。ただ当該図式には渡船場を

示す船のマークはない。しかし，一部の外邦図の図枠外の右下に「図式ㇵ明治四十二年改

正ノ外邦図図式ニ拠ル（該図式外ノ記号ㇵ総テ内国図式ノ規定ニ拠ル）」と記載されており，

「十万分一外邦図図式」に船マークがなくとも，外邦図には内地の図式に依拠して船マー

クが記されている。そして，1920 年以後の外邦図の図式には船マークが記されるようにな

る。その外邦図の船マークは内地の地形図の図式の船マークと全く同じである。内地の地

形図も外邦図も全て日本陸軍参謀本部陸地測量部により作成されたため，外邦図の図式と

内地の地形図の図式は同じで，地図記号の意味も同じと判断できる。 

第 3-7 図の外邦図の 1921 年の図式をみると，船マークは 2 種類ある。1 種類は船形の

艫の所に線が 2 本描かれ，もう 1 種類は船形の艫の所に線が 1 本描かれている。鈴木は，

船マークは渡船場を表す記号と説明し，渡船場について，「常に一定地に於いて渡船の準備

をなし行客の要求に応じ得るのを図示する規定である。一時的の渡船場の如きは之を示さ

ない。」と述べている 11）。有末は明治 40 年代以降の地形図を用いて利根川の渡船場の変遷

を検討した際に，この船マークを渡船場として取り扱っている 12）。そのため，外邦図では

船が常在している場所に船のマークが付いていると考えられる。図式では船のマークは艫

の所に線が 2 本描かれているのが両岸出船，線が 1 本描かれているのは片岸出船という意

味であるが，外邦図ではそのような区別はなく，船マークは単なる渡口を示すと考えられ

る。図式以外に外邦図では，船マークの代わりに「渡口」という名称が地名の後に付けら

れている所もある。本研究では船マークが記される場所と「渡口」の名称がついた場所を

渡口とみなすことにする。 



114 

 

 

第 3-7 図 外邦図の図式（1921 年） 

（陸地測量部参謀本部「澤州」假製北支那十万分一図開封二十二号， 

1921 年，筑波大学歴史・人類学専攻資料室所蔵，に基づく） 

 

ところで，渡口の記載に関して，1913 年の兵要地理調査要領には測量時の留意点を以下

のように規定している。 

 

道路 人馬車通過の難易とくに峠，橋梁，渡場等其他隘路ノ調査幅員路盤（土質構造 

等）傾斜，曲，半径及路外通過ノ難易等前各項ノ季節及天候等ヨリ受クル影響，地方 

交通ノ状態，修理ノ景況 

地形 高地ハ傾面及頂上ノ人馬車通過ノ難易 

河川溝渠等幅員，水深，流速，底質，両岸ノ景況及徒渉シ得ヘキ浅瀬ノ有無竝状況，

渡船場（渡船ノ種類，員数，積載量，航行時間)沼湖ハ之ニ準ス。 

季節天候等ニヨリ受クル影響 

森林ハ樹木ノ大小種類，人馬車輌通過ノ難易 13） 

 

この規定から，測図の際に渡船場は重点調査項目の一つであったことが分かる。また，

測量手の作業の経過に関する報告では，黄河沿岸については，渡口の位置だけでなく 14），

渡河の所要時間 15），河幅，河水の流速，船の数，形，積載量 16）なども詳細に記録されて

いる。このように仮製北支那十万分一地形図が作製された際に，渡口は重点調査項目であ

ったため，地図上でもその場所が詳しく記されたと推測できる。 

河南省での測量に関して，測量手の黄河の渡口に対する判断を示す直接の資料はないが，

『潜入盗測』には，村上千代吉という測量手が 1920 年に山東省銅城県付近を測量した際
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の毎日の日記が掲載されている 17）。その内容は以下のようである。 

 

九月二八日，（東河県より）午後一時頃大黄河を渡河し，二里にして范家堡に投宿し 

た。十月一日，晴天，約四里にして張秋鎮に着す。 

二日，再び黄河を渡るべく東南した。一小艘を雇って上流に向かって約一里ほど引舟 

を作す。十里舗に渡り打点を取り，紅廟に宿す。 

三日，黄河の大堤上を商業しつつ，西南走すること約四〇華里，黒虎庙に到る。 

「堤近の小市街にして土坐に宿す」。18）  

（引用文中の（ ）は筆者補足，「 」は原文まま） 

 

測量手が渡口の存在を判断する際，秘密測量であったため，地元民への聞き取りは難し

かったと考えられる。上述の村上の日記により，測量手は渡船を利用して渡河したり，黄

河の堤を歩き，渡船があるかどうかをみて渡口の有無を判断したと考えられる。 

 

第 3節 旅行記における渡口の記載との対比 

 

本節では孟津渡を事例に，近代日本人の旅行記に記録された渡口の位置を検討した上で，

外邦図に描かれた渡口と対比し，外邦図の価値と限界を検証する。 

近代日本人が書いた旅行記は主に幕末から昭和期までに集中している。従来これらの史

料は日中関係，日本人の中国観の変化という側面の研究において多く利用されてきたが，

中国の交通史に関する歴史地理学の研究においては，あまり利用されていない。しかし，

これらの旅行記は外国人により記録され，ある程度の客観性を持ち,信頼度も比較的高いも

のと思われる。本研究で利用した旅行記は第 3-1 表に示した通りである。 

 

第 3-1 表 孟津渡を記録した旅行記一覧 

 

旅行記名 執筆者 記録年次 収録書名

支那文明記 宇野哲人 1918（T7） 『幕末明治中国見聞録集成8』

晋山豫水 農工科河南山西班（第16期生） 1918（T7） 『東亜同文書院大旅行誌12』

中原紀行 河南山西経調査班（第19期生） 1922（T11） 『東亜同文書院大旅行誌14』

太行の月に騎す 河南陝西山西直隷南蒙古経済調査班（第21期生） 1924（T13） 『東亜同文書院大旅行誌16』
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孟津渡は今日では河南省洛陽市孟津県にある。孟津県の西側の黄河両岸は山地であり，

孟津県から中原地区に入り，地形は緩やかになっていく。このような地形は渡口の発達を

促した。従って，南北に数ヶ所の渡口が古来存続している。孟津渡は当時黄河南岸の孟津

県と北岸の孟県にあった数ヶ所の渡口の総称と言われている 19）。1920 年及び 1921 年に

測図された「孟県」という外邦図には孟津県北の黄河南北両岸の渡口が 3 ヶ所認められる。 

第 3-8 図に示したように，渡口は南岸に 2 ヶ所あり，2 ヶ所とも船マークが描かれてい

る。1 ヶ所は鉄謝鎮の東約 1km の所で，もう 1 ヶ所は鉄謝鎮の西約 2km の喬疙疸と桃園

の間にあった。北岸には船マークがないが，白坡渡口という場所がある。その場所には南

岸の渡口までつながったルートが記されており，ここは渡口の場所と考えられ，地名も当

時の渡口から名付けられたと考えられる。 

孟津渡の位置について，黄河南岸の孟津県にある渡口に関しては，1922 年に東亜同文書

院第 19 期生の河南山西経済調査班が黄河の南岸から北岸へ渡河した際に，「渡場はすぐ近

くに，白い壁を廻らした，広い林があった。今から思えば，後漢の光武帝の陵たと思う」

と記している 20）。地形図では光武帝陵が鉄謝鎮の西に表記されていることより，孟津渡の

渡口は鉄謝鎮の西にあったと判断できる。この点は 1918 年の第 16 期生の農工科河南山西

班の記録である「十三日は孟縣行き，茲に茲に愈よ有名な孟津の渡しに黄河を過ぎる。……

縣城を後に柳や柿の間を縫うて進むこと西北十里にして渡船場に着く」21）によっても裏付

けられる。一方，1924 年の河南陝西山西直隷南蒙古経済調査班の記録には「実は渡船場は

鉄謝鎮の東門外にあるので，孟津よりは五六華里もある。」22）とあり，鉄謝鎮の東門外に

もう一つの渡口があったことがわかる。従って，鉄謝鎮の西と東門外に渡口が 1 ヶ所ずつ

にあったものと考えられる。 
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第 3-8 図 外邦図にみる孟津渡 

（支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部「孟県」北支那十万分一図開封十九号， 

1920・1921 年，岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者作成） 

注：〇は旅行記に記された渡口の場所を示す。 

 

南岸の渡口に対し，黄河北岸の孟県にある渡口の位置について，宇野は,「（下孟渡口は）

孟県から四十五里，河南府と孟県の中央に在る。下孟渡口は俗に白坡口と云う，所謂孟津

である。また盟津とも書く。昔武王か殷紂を朝歌に征した時，これを渡ったので又武濟と

も云う。」と記録している 23）。この記録により，下孟渡口は白坡口，盟津又は武済とも称

され，孟県から西 45 里の所にあり，河南府と孟県の中央にあったことがわかる。第 3-8 図

と対照すると，当該渡口の位置は白坡渡口と一致するといえる。黄河南岸における船着場

について，同氏は「但し下孟渡口の対岸は俗に牛荘と云ひ，桟雲峡雨日記に所謂鉄謝鎮よ

り三四里の上流にある」24）と記してある。これは第 3-8 図をみると,鉄謝鎮西の桃園と喬疙

疸の間にある渡口の位置と同じであると判断できる。 

旅行記に記録された渡口を外邦図による渡口と対比すると，まず，黄河北岸にある白坡

渡口と南岸の喬疙疸と桃園の間にあった渡口は一致している。次に，旅行記に記載された

鉄謝鎮の東門外にある渡口は外邦図においては東門外ではなく，鉄謝鎮の東に約 1km の
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所に記されている。当該渡口は外邦図上での位置は旅行記に記載された場所と多少ずれが

ある。そして，旅行記には光武帝陵のすぐ近くにあると記される渡口は外邦図上では表示

されていない。なお，筆者の実地調査 25）によると，鉄謝鎮の北に「鉄謝渡口」と呼ばれる

幅 2～3 km に及ぶ船着場がかつて存在したことが確認でき，これは光武帝陵のすぐ近くに

あった渡口と東門外にあった渡口を合わせたものと考えられる。また，白坡渡口は黄河北

岸における大きな渡口で，1977 年に洛陽公路大橋が開通するまで利用されていたこと，南

岸の喬疙疸と桃園の間にあった渡口は小規模で，白坡渡口からの船の船着場の一つとして

主に利用されていたことが確認できた。 

以上のように，旅行記に記録された 4 ヶ所の渡口の内，3 ヶ所は外邦図上で確認できる。

その内の 2 ヶ所の渡口の位置はほぼ一致しているが，1 ヶ所は多少ずれている。孟津渡で

は，外邦図に記載された渡口は旅行記及び実地調査の結果と比べ，全ては記入されていな

いが，4 分の 3 は記されていた。このことから，黄河下流域における渡口は，外邦図から

すべてはではないが，その多くは把握できると考えられる。外邦図と旅行記で渡口の位置

が異なる原因については，旅行記と外邦図との記載年次は 3，4 年の差があり，黄河の流路

は固定していなかったため，その変動に伴い，渡口の位置も変わった可能性が考えられる。

また，外邦図は秘密測量であったため，渡口をすべて把握するのは困難であり，調査漏れ

があったとも考えられる。このように，仮製十万分一図はすべての渡口が記されているわ

けではなく，漏れている所もあると指摘できる。 

 

第 4節 渡口の分布の復元 

 

本節では，主に岐阜県立図書館に所蔵されている仮製十万分一外邦図を基に，黄河下流

域主流の沿岸における渡口を復元する。岐阜県立図書館に所蔵されている外邦図で利用し

たのは「中国北支 18 河南省」「中国北支 19 河南省」「中国北支 13 山東省」と「中国

北支 14 山東省」に分類されるものである。その一覧は第 3-2 表の通りである。 

該当する外邦図は 21 枚であり，1909 年から 1911 年までに測図されたのは臨時測図部

によるもので，後は支那駐屯司令部参謀本部陸地測量部により測量された。これらの図に

おいて黄河下流域主流の河道に関するものは 26）1910 年代に測図されたものが 15 枚，1920

年代に測量されたものは 4 枚，1916 年と 1924 年に測図されたのが 2 枚である。 
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第 3-2 表をみると，1915 年に測図されたものは主に荏平から黄河口までの区間で，山東

省の東半部に集中している。河南省東部の滎澤より山東省の東阿に至る区間の各地図は

1910 年代から 1920 年代にわたり測量された。地図の測図年次は約十年間の差が存在する

が，当該 21 枚の図は「章邱」と「博興」の間で 1 枚欠如している以外は全部つなげるこ

とができる。そこで，これらの地図を利用して，1920 年代前後の黄河下流域の主流におけ

る渡口の復元を試みた。前述した渡口の認定方法に基づき，黄河下流域の主流における渡

口を第 3-3 表にまとめた。 

 

第 3-2 表 黄河下流域主流の河道が含まれる外邦図一覧 

 

注：同図名の地図は複数の年次にわたり測図された。黄河下流域主流の河道を測図した年次は表中に示

した「黄河測図年次」である。 

 

 

 

 

図名 元測図年次 　　作製補修年次 省別 作製機関

　　孟県 1920・1921〔T9・T10〕 1920・1921（T9・T10） 河南省 支那駐屯軍司令部

　　木欒店 1920・1921〔T9・T10〕 1920・1921（T9・T10） 河南省 支那駐屯軍司令部

　　榮澤 1911・1920〔M44・T9〕 1923(T12) 河南省 支那駐屯軍司令部

　　開封 1911・(1915)〔M44・（T4）〕 1923(T12) 河南省 支那駐屯軍司令部

　　蘭儀 1916・(1920・1924)〔T5・(T9・13)〕 1923・1925(T12・14) 河南省 支那駐屯軍司令部

　　長垣 1916・(1924)〔T5・(T13)〕 1925(T14) 河南省 支那駐屯軍司令部

　　曹州 1924・(1916・1920)〔T13・(T5・T9)〕 1923・1925(T12・14)
直隷省・
山東省

支那駐屯軍司令部

　　濮県 1916・(1923)〔T5・(T12)〕 1925(T14)
直隷省・
山東省

支那駐屯軍司令部

　　梁山
1916・1920・(1910・1923)〔T5・T9・

(M43・T12)〕

1917・1923・1925(T6・

T12・T14)
山東省 支那駐屯軍司令部(臨時測図部)

　　陽穀
1915・1916・1920・(1909・1923)〔T4・

T5・T9・(M42・T12)〕
1925(T14) 山東省 支那駐屯軍司令部(臨時測図部)

　　聊城県 1911・1915〔M44・(T4)〕 1916・1923(T5・T12) 山東省 臨時測図部(支那駐屯軍司令部)

　　東阿 1915・1911〔T4・(M44)〕 1916・1923(T5・T12) 山東省 支那駐屯軍司令部(臨時測図部)

　　荏平 1915(T4) 1915(T4) 山東省 支那駐屯軍司令部(臨時測図部)

　　済南 1915(T4) 1915(T4) 山東省 支那駐屯軍司令部

　　済陽 1915(T4) 1915(T4) 山東省 支那駐屯軍司令部

　　章邱 1915(T4) 1915(T4) 山東省 支那駐屯軍司令部

　　博興 1915(T4) 1915(T4) 山東省 支那駐屯軍司令部

　　利津 1915(T4) 1915(T4) 山東省 支那駐屯軍司令部

　　石家溝 1915(T4) 1915(T4) 山東省 支那駐屯軍司令部

　　塩窩 1915(T4) 1915(T4) 山東省 支那駐屯軍司令部

　　黄河口 1915(T4) 1915(T4) 山東省 支那駐屯軍司令部
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第 3-3 表 黄河下流域主流における渡口 

 

注：1）－は集落名や市鎮名ないとともに，渡口も設置されていない。 

2）▲は船マークがないが，渡口名で渡口を表す。 

3）集落名のみは地図上で船マークが記載されていないことを表す。 

4）旧体字を新体字に変更した。 

南岸 北岸 南岸 北岸

河南省 孟津県・孟県 ● 桃園 ▲白坡渡口 山東省 東阿県 張庄

河南省 孟津県 ●趙村 ― 山東省 東阿県 ●陳庄

河南省 孟津県 ●大王庙 ― 山東省 東阿県

河南省 孟津県 ●杜化工 ― 山東省 東阿県 朱家庄

河南省 孟津県・孟県 ●盆峪渡口 ●蕭営渡口 山東省 東阿県 ●解家山 ●圍山

河南省 孟県 ― ●馬営口 山東省 東阿県 ●燕刘庄 関山

河南省 汜水県 観音堂 山東省 東阿県 ●班鳩庄 范家堡

河南省 汜水県 山東省 東阿県 ●龐家溝 余山

河南省 汜水県 ●古栢嘴 山東省 東阿県 ●江家口

河南省 榮澤県 ●栄澤馬頭 ●栄澤口 山東省 東阿県 ●

河南省 鄭県・原武県 ●花園口 ●花園口 山東省 東阿県 ●大口 ●厳家庄

河南省 鄭県・原武県 石橋 ●馬頭口 山東省 東阿県 丁家口 ●張道口

河南省 中牟・陽武県 ●楊橋口 ●楊橋口 山東省 東阿県 ― ●滑口

河南省 中牟・陽武県 ●趙家口 ●趙家口 山東省 平陰県 ●林庄 土涯子屯

河南省 開封・陽武県 ●海晏口 ●海晏河口 山東省 平陰県 ●進翟村 炕口

河南省 開封・邱封県 ●劉楊口 ●柳園口 山東省 平陰県 十家庄 ●湖溪渡

河南省 開封・邱封県 蔡家庄 ●陳喬鎮 山東省 平陰県 孫窩 ●黄家渡

河南省 陳留県・邱封県 ●北張庄 馬房 山東省 肥城県 ●龐家道口 ●傅家岸

河南省 蘭封県・邱封県 ●龍門口 ― 山東省 長清県 古家道 ●楼集

直隷省
（河北省）

長垣県 ●蘭屯 東楊寨 山東省 長清県 ●後橋子 △馬頭

直隷省
（河北省）

長垣県 ●竹林集 ●欧岩 山東省 長清県 △董寺

直隷省
（河北省）

東明県・長垣県 ●金庄 ●姜砦 山東省 長清県 ●

直隷省
（河北省）

東明県 ●馬集 馬庄 山東省 長清県 程官庄

直隷省
（河北省）

東明県 ●七朱口 ●楊橋 山東省 長清県 ●呉家渡 ―

直隷省
（河北省）

東明県 ● 山東省 長清県 ●孟立庄 ―

直隷省
（河北省）

東明県 ●高村集 山東省 長清県 △戴家庄

直隷省
（河北省）

東明県 ●包頭 ●長安庙 山東省 長清県 ●

山東省 濮県 ●王庄 柴馬砦 山東省 長清県 ●紫営

山東省 濮県 ●劉庄 曹村 山東省 長清県 ― ●張村鎮

山東省 濮県 ●屈口 史砦 山東省 長清県・斉河県 ●郭家庄 曹家営

山東省 濮県 ●高庄寨 ●連集 山東省 長清県・斉河県 ― ●呉福森

山東省 濮県 ●恵頭 連城寺 山東省 長清県・斉河県 ●紅廟 袁家道口

山東省 濮県 ●馬庄 ●孫村集 山東省 長清県・斉河県 紀庄 ●斉河

山東省 濮県 董口鎮 ●河家 山東省 長清県・斉河県 韓家道口 ●紅庙

山東省 濮県 ●固橋集 五香庄 山東省 長清県・斉河県 ●邱庄 ●董家庄

山東省 濮県 ●楽庄 葛家楼 山東省 長清県・斉河県 ●鄭家庄 ●邱家崕

山東省 濮県 ●柴固屯 郭庄 山東省 歴城県 ●李庄 ●王家営

山東省 範県 ●范庄 ― 山東省 歴城県 ●徐家庄 ●朱家圏

山東省 範県 ●徐家碼頭 ●張河涯 山東省 歴城県 ●濼口鎮 ●北濼口

山東省 範県 ●許庄 崔家庄 山東省 歴城県 ●茄子庄 ●潘家庄

山東省 範県 ●謝寨 儲家窪 山東省 歴城県 ●張褚庄 ●潘家堂

山東省 範県 ● ●馮潭 山東省 歴城県 ●小街 ●小刘家庄

山東省 範県 ●東潘集 ●西潘集 山東省 歴城県 ●黄家庄 ●謝家庄

山東省 範県 ●尖堌推 ●尖堌推 山東省 歴城県 ●大王家楼 ●袁家庄

山東省 寿張県 ●侯家楼 ― 山東省 歴城県 ●刘家庄 ●流水庄

山東省 寿張県 戚李庄 ●李家楼 山東省 歴城県 ●胡地岸 ●公楊家

山東省 寿張県 ●計河屯 ●武家楼 山東省 済陽県 ●胡家庄 ●窩塞

山東省 寿張県 △伏庄 ●小呉塘 山東省 済陽県 ●張家庄 ●済陽

山東省 寿張県 △塘庄 ● 山東省 済陽県 ●渡船庄 趙陽家

山東省 寿張県 △高塘 ●郭集 山東省 済陽県 ●南刘庄 ●八里庄

山東省 寿張県 △趙家屯 ●小龍湾 山東省 済陽県 ●張胡家 小明街

山東省 寿張県 ●呉家楼 ●楊胡庄 山東省 済陽県 ●馬家 ●溝頭

山東省 寿張県 ●従庄 陳庄 山東省 青城県 傅家庄 ●呉家陽

山東省 寿張県 ●蔡家庄 丁家庄 山東省 濱県 ●刘家坊子 趙家口

山東省 寿張県 ― ●梁家庄 山東省 蒲台県 夏家楼 ●委家口

山東省 寿張県 ●刘家庄 李家庄 山東省 蒲台県 ●十里堡 蒲台

山東省 寿張県 ●陳家集 ― 山東省 蒲台県 張王庄 ●馬官庄

山東省 寿張県 ●王皇庄 ●閻家庄 山東省 蒲台県 ●刘家 薜家坊

山東省 寿張県 ●雷家口 黄家庄 山東省 蒲台県 ●馬窩 流中庄

山東省 寿張県 馬楼 ●黄家口 山東省 利津県 ●小街 ●利津

山東省 寿張県 ●石家凹 林家埧 山東省 利津県 ●代庄 扈家灘

山東省 寿張県 十里鋪 ●張家庄 山東省 利津県 ●孫家庄 張家庄

山東省 寿張県 ●十里鋪 ●董庄 山東省 利津県 ●朴家庄 ●塩窩

山東省 東阿県 王張庄 ●周庄 山東省 利津県 橋貴

山東省 東阿県 ●田庄 徐家坡 山東省 利津県 ●流口

山東省 東阿県 ●大風口 ●姜家庄

所属省 県名 出典

「開封」(T9・

T10測図,T12修

正)

渡口

●大曽家

「孟県」
（T9・T10測

図）

「木欒店」
（T9・T10測

図）

「栄澤」
（M44・T9測

図，T12修正）

●汜水口子

●古栢嘴口

「蘭儀」
（T5測図，T14

増補改版）

「曹州」
（T13測図，

T12・T14増補

改版）

「長垣」
（T5測図，T14

増補改版）

「濮県」
（T5測図，T14

増補改版）

「梁山」
（T5・T9測

図，T14増補改

版）

「陽穀」
（T4・T5測

図，T14補修）

所属省 県名
渡口

出典

●桃中堡 「陽穀」
（T4・T5

測図，T14

補修）
●黄山

「聊城県」
（M44測

図，T14補

「東阿」
（T4測図，

T12補修）

●余家庄

「茌平」
（T4測図，

T5増補改

版）

●刘跳家

●北魏家庄

「塩窩」
（T4測図）●王家屋子

「済南」
（T4測図）

「済陽」
（T4測図）

「博興」
（T4測図）

「利津」
（T4測図）

「石家溝」
（T4測図）
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第 3-9 図は第 3-4 表の情報を図示したものである。第 3-9 図にみるように，外邦図から

黄河下流域において確認できた渡口（黒丸）は全部で 178 ヶ所である。南岸に 99 ヶ所の

渡口があるのに対し，北岸には 79 ヶ所である。渡口の分布の特徴をみると，河南省では少

ないが，河口付近を除いた山東省には密に分布している 27）。 

渡口の分布に影響を与えた要因について，王子今は経済中心地と南北交通との関係の重

要性を指摘した 28）。張興兆は，黄河渡口地点の選択は自然と人文の二重の要因に影響され，

とくに沿岸集落及び鉄道と道路との関係が重要な要因と指摘している 29）。これらの先行研

究を踏まえ，黄河下流域における渡口の分布要因を黄河の河道状況，鉄道と道路との関係

などから分析する。 
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第 3-4 表 黄河下流域の主流における碼頭付近の河道状況 

 

（崔景三『黄河富源之利用』 膠済鉄路管理局，1935，36-42 頁，に基づき筆者作成） 

 

第 3-4 表をみると，河南省における各碼頭付近の河床幅は 2,000ｍ以上に達している。

それに対し山東省では 500～800ｍであり，増水期でも濼口では 1,100ｍまでしか拡大しな

かった。河幅は河南省では蘭儀口以外は 1,000ｍ以上であったが，河北省と山東省は 500

ｍ前後であった。河幅が狭い所は渡河がしやすく，渡口の発達を促したと考えられる。ま

た，河幅と河床幅を対比すると，河南省ではその差が大きい。黄河は鉄謝鎮以西の急傾斜

の山間地域から流れ出て，鉄謝鎮から幅広い河道に入る。河水の流速は山間地の閿郷，霊

宝と陝県では 1.5m/s であったが 30），鉄謝鎮では一時的に急増し，2.5m/s に達していた。

流速はその後減速し，洛水口に至ると 1m/s に低下した。また，河南省における黄河の流

速は全体的に遅かった。そのため，中上流から運ばれてきた大量の砂は河南省に堆積した。

従って，そこの河道は水流がある部分以外に砂が堆積した部分も広かった。このことは，

外邦図において河南省の黄河河道に多くの砂洲が描かれていることより確認できる。河道

に多くの砂洲がある状況は渡船の防げとなり，渡口の形成の支障になったと考えられる。

このように，河北省と山東省の黄河の河道状況は，河南省よりも渡口の形成に適切な条件

を提供した。従って，河南省に比べて河北省と山東省（河口付近を除く）は渡口が密集し

ていたと考えられる。 

第 3-9 図を第 1-5 図の鉄道交通と対照すると，河南省において，南岸には隴海鉄道が洛

地名 所在省 河床幅（ｍ） 河幅（ｍ）水深（ｍ） 流速（ｍ/s）

鉄謝鎮 河南省 2,500 2,500 5 3

洛水口 河南省 2,000 1,000 4 1

汜水 河南省 2,000 1,000 4 2

平漢鉄道
黄河南岸站

河南省 3,000 1,000 3 1

柳園口 河南省 2,000 1,000 6 2

北岸700 1 1

中流100 2 2

南岸50 2 0

黄荘 河北省 1,400 600 3 2

臨濮集 山東省 ― 500 4 2

姜溝 山東省 500 450 3 2

斉河 山東省 500 400 7 3

濼口 山東省 平時500，増水期1100 400 7 平時2.5，増水期4.4

済陽 山東省 500 400 5 1

蒲台 山東省 800 700 4 1

利津 山東省 800 700 5 1

塩窩 山東省 800 700 4 1

河口 山東省 ― ― 3 1

蘭儀口 河南省 8,000
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陽から蘭封まで黄河と並行していると同時に，北岸には博愛より滑県まで道清鉄道が貫通

している。また，黄河の南北は平漢鉄道によりつながっている。山東省においては，済南

と青島を結ぶ膠済鉄道と黄河を横断する津浦鉄道は済南で交差している。鉄道の開通によ

り，沿線の物資の流通や人々の移動は鉄道に依頼することになった。『続武陟県志』には，

京漢鉄道は詹店及び黄河北岸の二ヶ所に駅が設置されたと記載している 31）。駅の設置によ

り，本来渡口により黄河を横断する物資や人々の輸送経路は分散したと考えられる。この

ため，鉄道交通が比較的発達していた河南省の黄河両岸の区域においては，渡口の分布は

少なかったと考えられる。これに対し，山東省の済南付近は津浦鉄道と膠済鉄道が交差し

ているが，済南より西の河北省までは鉄道は黄河流域から離れ，黄河を横断する線路もな

い。そこでは黄河が交通路として重要であり，渡口の分布は最も密であったと考えられる。 

黄河の渡口と両岸の都市や集落とのつながりは重要であり，陸上の交通路との関係では，

渡口は大きく 2 種類に分けられる。①県道との交差点にあるもの，②集落間の村道との交

差点にあるものである。ここでの県道とは，県城と県城を結び，外邦図で主要なる街道（二

重実線）で記されている道を意味し，村道とは集落と集落をつなぎ，外邦図で駄馬道（点

線）または軽車道（点線）で描かれている道を意味する。①については，外邦図上で 9 ヶ

所認められる。例えば西方の黄河北岸にある孟県は南岸の洛陽と県道によりつながってい

るが，途中の黄河が横断している所に渡口がある。同じように，温県と汜水県，開封北の

黄河両岸，山東省の荏平と東阿などの県の間で，渡口はいずれも県道との交差点に位置し

ている。②については，9 割以上の渡口がこれに該当する。とくに山東省の西部，黄河北

岸の県城が集中している地域に，渡口は密に分布しているが，これらのほとんどは村道と

の交差点に位置している。 

 

第 5節 黄河下流域の渡運 

  

（1）渡口の管理 

 1928 年に南京国民政府が成立して，1930 年代済南は国民政府の管理のもとにあった。

黄河下流域の渡口の管理については，1936 年の『済南市政府市政月刊』（第 6 期）に「修

正山東省黄河渡口管理規則」が掲載されている。『済南市政府市政月刊』は 1934 年 1 月に

創刊され，済南市市政府秘書所により発行されたものである。この資料は現在中国国家図
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書館に所蔵されている。その内容は以下の通りである。 

 

  第一条 山東境内におけるすべての渡船は本規則に基づき管理すること。 

  第二条 各渡口における渡船は上流域の堤防において，当該県の県長と埝長 32）が管

理し，それ以外は各市・県長と分段段長 33）が管理すること。 

  第三条 渡口毎に，当該渡口における行頭 34）は渡口名を用いて渡船の尾部左右両側

に番号を付け（例えば渡口名は濼口であれば，濼口第幾号渡船），さらに船の

増減を調査しやすいように，行頭の下にいる船主の姓名，籍貫，船隻の大小，

積載量及び製造年月を所定の表に記入して，毎年の春と秋に所属する渡口を

管理する市・県長，段長，埝長に提出すること。 

  第四条 各市，県長は前条の表を受け取ってから確認して，事実に合わない場合は修

正を命じ，毎年の四月，十月にまとめて河務局を通して政府に提出すること。 

  第五条 渡口の運賃は当該市・県長が地方の実際の状況に基づいて決め，かつ支払い

を強要することを禁じ，渡河が順調に行われるように随時，検査すること。 

  第六条 航行が危険な場合，あるいは緊急事態が発生したときには，安全を確保する

ため，当該市・県長，段長，埝長は渡船の運航を禁ずること。 

  第七条 各渡口の段長，埝長は随時，渡船を検査し，また，毎年，春に一回渡船を総

合的に検査し，破損などがある船を随時，あるいは定期的に修理させ，運航

できないものには停航を命じること。 

  第八条 各渡船が第三，第五，第六，第七の各条の規則に違反した場合，法律に基づ

き処罰すること。 

  第九条 本規則は不足があれば随時，修正すること。 

  第十条 本規則は公布される日より実施すること。35） 

  

 このように，山東省においては段長と埝長が直接渡口を管理するが，段長と埝長の上に

市・県長といった上層の管理者もいた。各渡口における船主は異なる船主組合に所属し，

組合にそれぞれ管理者が一人いた。また，渡運の運賃は当該市・県長がそれぞれの地方の

実際状況に合わせて決めたため，渡口によって運賃も異なっていたと考えられる。 
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（2）档案資料にみる渡運 

ここでは黄河水利委員会档案科に所蔵されている河南省の黄河渡口，とくに開封付近に

位置する柳園口，黒崗口，流水口に関する統計を用い，渡運の運賃，貨物を検討する。本

来山東省の黄河渡口をも検討する方が望ましいが，山東省には該当する档案史料がないた

め，河南省のみ検討する。渡口に関する資料は渡河の運賃収入から税金を徴収する人によ

って作成されたものであり，渡運による税金及び渡運の運賃が記されている。 

 

第 3-5 表 河南河務局の渡口における税金（1936 年） 

 

（『民国二十五年河南省政府令务河南局将黄河渡口捐的七成划归开封县教育局办理案』， 

1936，黄河水利委員会档案科所蔵，に基づく） 

 

第 3-5 表は河南河務局が管理する各渡口の税金をまとめたものである。渡口は 16 ヶ所

あり，黒崗，柳園，大順，尚店，滎澤，南花園口，南馬渡，南楊橋，黄河南岸，趙口，陳

留，花園，馬渡，楊橋，下孟，洋橋で，いずれも河南省の黄河沿岸に位置する。下孟（孟

県）は黄河下流域の始点付近に位置し，陳留は河南省と河北省の省境付近にあり，そのほ

かの渡口は下孟と陳留の間に分布していた。上記の渡口のうち柳園と黄河南岸の 2 ヶ所は，

碼頭としても利用されていた。各渡口の年間の税金をみると，柳園は 5,376 元で最も多く，

次いで大順（2,206.1 元），黒崗（2,062 元）となっている。陳留と趙口はそれぞれ 900.9 元

と 802.6 元である。残りの渡口は数 10～200 元以下のものが多い。各渡口の税金額から，

渡口名
全年税金総額

（元）
毎月税金総額

（元）

黒崗 2,062 172

柳園 5,376 448

大順 2,206 184

尚店 270 23

滎澤 158 13

南花園 182 15

南馬渡 184 15

南楊橋 170 14

黄河南岸 50 4

趙口 803 67

陳留 901 75

花園 80 67

馬渡 146 12

楊橋 84 17

下孟 215 18

洋橋 75 66
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渡運が最も盛んであったのは柳園で，また大順と黒崗の利用頻度も高かったと考えられる。

利用頻度の差異はあるものの，第 3-5 表の渡口はいずれも毎月の税金収入が確認されるこ

とから，渡口は日常的に利用され，南北両岸の人々や物資の移動に重要な役割を果たして

いたと考えられる。 

次に，第 3-5 表に示した渡口のなかで利用頻度が高かった黒崗（南口と北口），柳園，大

順，ならびに第 3-5 表には記載はないが，流水口という渡口について渡河の実態と運賃を

検討する。 

 

 

第 3-10 図 開封付近の渡口 

（仮製北支那十万分一図開封四号「開封」1923 年修正版，岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者加筆） 

 

黒崗（南口と北口），柳園，大順，流水口はすべて開封に所属している（第 3-10 図）。大

順は柳園口の付近に位置すると考えられるが，地図上で位置を確認できない。第 3-10 図を

みると，柳園口は開封から約 8km 北に位置し，南北両岸とも渡口がある。黒崗口は柳園口

の西にあり，南岸は黒崗南口，北岸は黒崗北口である。流水口は黒崗口の西にあり，北岸

に位置している。地図には上流水口，下流水口と記されているが，位置関係から上流水口

は流水北口，下流水口は流水北口であると考えられる。 
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第 3-11 図 開封黄河渡口 

（『申报每周增刊』第 2 卷 第 19 期，1937 年，に基づく） 

 

第 3-11 図は開封の渡口の写真である。渡口の場所は不明であるが，黄河の河岸に 2 隻

の渡船が停泊し，船から岸へ舢板が架けられている。渡船上には布袋を背負う人物が確認

できるが，それ以外の人々は荷物を所持していない。また，馬などの家畜が乗船している

様子はみられない。档案資料には黒崗南北口を利用する渡河者について，「毎日黄河を渡す

人は，大部分は何も持たない平民及び行商人である。数量の多い糧食や牲畜はここを利用

しない」36）と記されている。第 3-11 図に示されているのは，このような渡口の利用者で

あると考えられる。 
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第 3-6 表 黒崗流水口における渡船の運賃 

 

注：1）空欄は対応している渡口を利用するのが少ないため，資料には記載されていない。 

2）洋車は自転車である。 

（「河南河務総局下南局有関民国 25-26（1936-1937 年）黒岡口渡口捐」1937， 

黄河水利委員会档案科所蔵，に基づき筆者作成） 

 

 第 3-6 表は黒崗口の渡船運賃を示したものである。渡船運賃は，徒手人，担挑，大車，

小車，洋車，馬騾，牛驢，米麦，木料，花生米，油，酒，鉄貨，蔴包，堿，靈柩のそれぞ

れに異なる金額が設定されている。「徒手人」は何も持たない人のことである。「担挑」は

天秤棒で，人力で荷物を運搬していたと考えられる。「大車」は日本の荷車に似ており，馬

や騾馬，牛などにより牽引される。河南省西部地方では，貨物運送は大車によるものが多

かった 37）。「小車」は両側の台に貨物を積載する人力による推車のことである 38）。「洋車」

は自転車，「靈柩」は棺桶である。 

次に，第 3-6 表によって，渡船運賃は当時の人々にとって，どの程度の負担であったか

を検討する。当時の開封に所属している尉氏県において，小麦の値段は 1.7 元／斗であり

39），開封では 1 斗は 21 斤 40）で，1 斤は 596.816g41）である。つまり，1.7 元は約 12.5kg

の小麦を購入でき，小麦の単価は 1 kg あたり 0.136 元となる。黒崗口と流水口における渡

船の運賃は，徒手人 0.2 元／人で，1.47 kg の小麦に相当する。大車は 3 元／輛，22kg，

小車は 0.5 元／輛，3.68kg，馬騾は 0.5 元／頭，3.68 kg，牛驢は 0.3 元／頭，2.2kg の小

黒崗南口 黒崗北口 流水北口 備考

徒手人 1人 0.2 0.2 0.2

担挑 1挑 0.4 0.4 0.4

匾担は黒崗口のみで渡河し、1回

に0.4元で、運賃を増やしてはいけ

ない。
大車 1輛 3 3 3

小車 1輛 0.5 0.5 0.5

洋車 1輛 0.3 0.3 0.3

馬騾 1頭 0.5 0.5 0.5

牛驢 1頭 0.3 0.3 0.3

米麦 1包 0.125 0.125 0.125

木料 1大車装1次 1.5 1.5 1.5 木料は流水口は黒崗口より多い。

花生米 1包 0.125 同上

油 1挑 0.4 同上

酒 1挑 0.4 同上

鉄貨 1担 0.7 同上

蔴包 1包 0.125 0.125 0.125 同上

堿 1包 0.625 0.625 黒崗口がより多い。

靈柩 1具 5 12

名称 単位
運賃（元）
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麦に相当する。 

第 3-6 表によると，黒崗南口，黒崗北口，流水口の運賃は同一であり，これらの渡口か

らあまり離れていない柳園口の運賃も同様であった可能性が考えられる。 

第 3-7 表は 1936 年 1 月中旬から 4 月末までの，柳園口の毎日の税金収入を示したもの

である。大風や風雨などの悪天候では，渡船は運航しない場合があった。運航した日はす

べて収入があり，50 元以上の場合が多く，多い日には 90 元を超える場合があった。第 3-

6 表に示した運賃を柳園口に当てはめると，50 元以上に達するには相当な運送量が必要で

あり，柳園口において黄河を介した両岸の人や物資の移動はかなり盛んであったことが推

測できる。 

第 3-8 表は黒崗南口，黒崗北口，流水口の毎日の収入を示したものである。それぞれの

収入は，黒崗南口は 1～2 元，黒崗北口は 2 元未満，流水口は 2～3 元の日が多い。収入の

合計金額は，高い順に流水口，黒崗南口，黒崗北口となる。第 3-6 表の運賃を参考にする

と，これらの渡口において人や物の移動はさほど多くなかったと考えられるが，運航した

日には収入が確認でき，日常的に南北両岸の人や物の交流がなされていたことが指摘でき

る。 

第 3-9 表には大順渡口において渡船によって運搬された貨物と，その数量および税金収

入を示した。貨物の種類としては，鉄貨，缸，白貨 42），竹箒，茶香，麸皮，黄紙などがあ

り，これらはほとんどが日用雑貨類である。その数量をみると，鉄貨 17,130 斤，缸 871

套，白貨 19 車 2 分 9 厘，竹箒 10 梱半，茶香 489 包，麸皮 100 包，黄紙 454 件で，1 か

月間の取引量としては少なくないと考えられる。大順渡口においては日用雑貨類が流通し

ており，黄河沿岸に居住する人々にとって渡船による南北両岸の物資移動は，日常生活に

おいて重要であったと考えられる。 
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 第 3-7 表 柳园口における税金収入（1936 年 1 月 15 日‐4 月 30 日） 

 

注：1 元＝千文である。 

（「民国 24-25 河南局下南分局有関開封柳園口渡口捐」柳园口渡捐数目清单， 

黄河水利委員会档案科所蔵，に基づき筆者作成） 

 

日期
渡口税金収入
（千文）

日期
渡口税金収入
（千文）

1月15日 大風無渡 3月22日 77

1月16日 52 3月23日 大風無渡

1月17日 因河流凌大無渡 3月24日 73

1月18日～

2月14日
係封河期無渡 3月25日 55.6

2月15日 62.7 3月26日 66

2月16日 因大風無渡 3月27日 60.5

2月17日 58 3月28日 67

2月18日 48 3月29日 大風無渡

2月19日 52 3月30日 64

2月20日 38 3月31日 55.4

2月21日 39 4月1日 45.2

2月22日 52 4月2日 51.5

2月23日 42 4月3日 48

2月24日 51 4月4日 大風無渡

2月25日 因雪雨無渡 4月5日 53.8

2月26日 大風無渡 4月6日 大風無渡

2月27日 大風無渡 4月7日 風雨無渡

2月28日 57.2 4月8日 風雨無渡

2月29日 61.5 4月9日 55.4

3月1日 71.3 4月10日 58.1

3月2日 46.5 4月11日 33.4

3月3日 78 4月12日 55

3月4日 65 4月13日 大風無渡

3月5日 49.2 4月14日 38

3月6日 65.3 4月15日 43.1

3月7日 81 4月16日 44.5

3月8日 58 4月17日 大風無渡

3月9日 67 4月18日 大風無渡

3月10日 59 4月19日 大風無渡

3月11日 92 4月20日 31.5

3月12日 38.4 4月21日 大風無渡

3月13日 76 4月22日 47.5

3月14日 81 4月23日 42.3

3月15日 90 4月24日 34.6

3月16日 67 4月25日 大風無渡

3月17日 大風無渡 4月26日 55

3月18日 85 4月27日 大風無渡

3月19日 66 4月28日 25.03

3月20日 49 4月29日 41

3月21日 77.5 4月30日 40
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第 3-8 表 黒崗南北口と流水口における税金収入 

（1936 年 12 月 10 日‐1937 年 1 月 9 日） 

 

（「河南河務総局下南局有関民国 25-26（1936-1937 年）黒岡口渡口捐」1937， 

黄河水利委員会档案科所蔵，に基づき筆者作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日期 黒崗口南岸（元） 黒崗口北岸（元） 流水口（元）

12月10日 1 停渡 1

12月11日 因大風停渡 因大風停渡 因大風停渡

12月12日 1.2 2.4 2.8

12月13日 2.5 0.6 2.18

12月14日 1元 1.5 2.3

12月15日 因風雨停渡 因風雨停渡 因風雨停渡

12月16日 因大風停渡 因大風停渡 因大風停渡

12月17日 3.15 2.375 3.01

12月18日 1.5 1 2.1

12月19日 1.85 1.3 3.95

12月20日 2.6 1 3.15

12月21日 0.925 2.1 1.8

12月22日 1.1 0.75 0.93

12月23日 2.5 2.2 1.2

12月24日 1.2 1.5 2.15

12月25日 1.4 0.8 因風停渡

12月26日 1.2 2.1 5.59

12月27日 2.725 1.2 2.8

12月28日 2.25 2.2 3.15

12月29日 2.2 1.5 3.22

12月30日 2.15 0.8 3.01

12月31日 2 1.25 4.2

1月1日 2.2 1.5 3.15

1月2日 2.15 1.6 2.8

1月3日 1.025 1.2 2.52

1月4日 1.92 0.8 0.56

1月5日 1.3 0.25 0.9

1月6日 2.42 1.1 3.01

1月7日 2.45 0.6 2.1

1月8日 3.7 0.87 3.36

1月9日 2.5 1 2.24
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第 3-9 表 大順渡口の渡船による渡河した貨物 

（1937 年 1 月 9 日‐2 月 7 日） 

 

（『民国 25-26 年（1936-1937 年）河南局下南分局開封柳園口渡口捐収及大順口渡捐的招標』 

「下南河務分局自元月九日至二月七日止徴収柳園口大順局貨捐表」， 

1937 年，黄河水利委員会档案科所蔵，に基づく） 

 

（3）旅行記にみる渡船 

孟津渡の渡船について，『孟津県志』に「設官船三隻協済民船八隻」43）と記載されてお

り，河南府に管理される官船は 3 隻，民船は 8 隻で，計 11 隻の船があった。官船の存在

は宇野の「渡場には（中略）衙門 44）よりの出張所がある」という記録からも裏づけられ

る。また，1918 年の東亜同文書院の農工科河南山西班の学生達は「知事からの口添があっ

たと見えて特に自分等のために最も大型の船が用意された。」45）と記録している。衙門の

知事の指示によって船が用意されたこと，つまり公的機関により運営された船もあったこ

とがうかがえる。このことは，河南陝西山西直隷南蒙古経済調査班による，渡船は大型の

帆船で 4 隻あり，県衙門の経営にかかる 46）という記録からも確認できる。 

船の形については，1918 年の東亜同文書院の学生達が記録した旅行記に以下の写真が 1

枚収められている。 

 

貨物名 数量 運賃（元）

鉄貨 17,130斤 11.991

缸 871套 10.462

白貨 19車2分9厘 1.929

竹箒 10梱半 0.126

茶香 489包 48.9

麸皮 100包 1.8

黄紙 454件 12.86

不明 不明 4.3
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第 3-12 図 孟津の渡し 

（『虎風龍雲』「晋山豫水」1918 年，に基づく） 

 

第 3-12 図から孟津渡における船は帆柱が装置されており，それに帆がかけられている

ことがわかる。 

また，他の旅行記の「各港口唯有一二渡艘耳揚帆済」47）と「河岸には二十餘反帆を掛け

たる大形の帆船数艘あり」48）という記述から，船は帆船であったことや，「巾二間長さ八

間位の戎克船に帆を上げて」49）より，船は中国の伝統的な戎克船であったことがわかる。

そして船の大きさは幅 1 間（1.8ｍ）長さ 8 間（約 15ｍ）位であった。 

 

（4）旅行記にみる渡河 

 ここでは旅行記を資料として，日本人が記録した孟津渡における渡河の実態を検討する。

具体的には，孟津渡における船の出発時間，渡船の規則，渡河の様子及び所要時間を明ら

かにする。 

 まず，渡船の出発時間について，宇野は「渡客の集るを見て船を発す」と記している。

同氏は 1906 年 9 月 6 日に乗船した際に，12 時に乗り，12 時半出帆して，午後 1 時に対

岸に着いている。また 1922 年の東亜同文書院の学生達の「午後は舟は出さぬ規定で」と

いう記載から，午後は出帆しなかったことがわかる。1924 年の河南陝西山西直隷南蒙古経

済調査班は，午後 2 時頃鉄謝鎮についた後，鉄謝鎮東門の附近にある渡船場に行った。そ

の後に船に乗って黄河を渡っている 50）。この記録には船の具体的な出発時間は記録されて

いないが午後 2 時以降と推測できる。 
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 孟津渡における渡河の実態及び所要時間は，宇野が 1912 年に鉄謝鎮から黄河の北岸へ

渡った際に記録した「河岸には二十餘反帆を掛けたる大形の帆船数艘あり，渡客の集るを

見て船を発す」から，渡船は規定の出帆時間がなく，満員になったら渡河が開始されるこ

と，また，「零時三十分出帆し一時間を費して対岸に達す」から,黄河を渡るのに約 1 時間

かかったことがわかる 51）。 

渡河途中の様子については，1918 年東亜同文書院の河南山西経済調査班の学生達が以

下のように描写している。 

 

巾二間長さ八間位の戎克船に帆を上げて，愈々十里の黄河に浮んだ。途中の洲のある

所では,水夫共二十人許り，水中に下り立って曵船をやる。上がっては流され，流され

ては上がり，数度迂回して漸く對岸に着いた 52）。 

 

 すなわち，黄河の深いところでは，帆を上げて運行するが，途中の砂洲のあるところで

は，河が浅いため，人力を借りなければならない。その際，船夫が計 20 人余，水の中で船

を引っ張って前進していたことが読み取れる。また，船は直線的に黄河を渡るのではなく，

水流が西から東へ流れているため，船は上がっては流され，流されては上がり，数度迂回

しながら対岸に着いている。 

 同じ 1918 年に中国大陸を調査して，孟津県から孟県へ渡った農工科河南山西班の学生

達は渡河に 1 時間半を要したと記し，黄河が大きいので船の進み方が非常に遅いと記録し

ている。また，船を動かす際に，10 数人の船夫が身に綱を着け，砂洲を歩いてのろのろと

舟を曳くので，船はなかなか前へ進まないと記録している 53）。 

 また，1924 年に，河南陝西山西直隷南蒙古經濟調査班の学生達が鉄謝鎮で渡河した様子

を次のように述べている。渡しの時間は別に定まっておらず，満員になれば出船する。河

幅に関しては通常 5km位と称するが実際に水が流れている所は極めて狭く,25分もあれば

渡れる。しかし，水が流れていない部分には高粱や大豆が丈高く生えているため，そこを

通行するのに 2 時間半もかかった 54）。  
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第 6節 小括 

 

本章では外邦図に記載された黄河下流域の主流における渡口に焦点を当て，旅行記に記

録された渡口との比較を通して，外邦図の価値と限界を検証し，渡口の分布を復元した上

で，渡口の分布に影響を与えた要因を考察した。さらに，済南における渡口の管理につい

て検討した後，河南省における渡運の運賃，渡船などを検討した。 

まず，外邦図の中でも仮製十万分一図が黄河下流域全体によく揃っていることを示した

上で，当該図が他の中縮尺の外邦図と比べて，記載内容にどのような差異があるかを検討

した。その結果，渡口の記載に関して仮製北支那十万分一図は，他の図と比べ劣るもので

はないことが判明した。続いて，仮製十万分一図に記載された渡口を旅行記に記録された

渡口と対比した上で，実地調査により検証した。その結果，旅行記に記録された孟津渡の

4 ヶ所の渡口のうち，3 ヶ所は外邦図上で確認できた。そのうちの 2 ヶ所の渡口の位置は

ほぼ一致していたが，1 ヶ所は多少ずれていた。また，実地調査によって，旅行記に記録

された孟津渡の 4 ヶ所の渡口は，その存在をおおよそ確認することができた。このように

孟津渡では，外邦図に記載された渡口は旅行記及び実地調査の結果と比べ，全ては記載さ

れていないが，4 分の 3 程度は記されているとみることができる。このことから推測する

と，黄河下流域における渡口は，外邦図からすべてを把握できないが，その多くは復元で

きると考えられる。外邦図と旅行記で渡口の位置がずれている原因について，外邦図と旅

行記の記載年次は 3，4 年の差があり，黄河の流路は固定しておらず，その変動に伴い，渡

口の位置も変わったためと考えられる。 

仮製十万分一図に基づき復元された黄河下流域の主流における渡口は全部で 178ヶ所で

ある。渡口の分布は河南省には少ないが，山東省には河口付近を除いて密に分布している。

その要因としては，山東省では黄河の河道に砂が河南省ほど堆積しておらず，かつ河幅が

狭かったことがあげられる。そして，河南省では黄河両岸の鉄道交通が比較的発達してい

たため，渡口の役割が鉄道交通によってある程度代替されていたのに対し，河北省と山東

省の黄河両岸は鉄道交通が発達しておらず，人々の交流や物資の運搬は渡口に依存する割

合が大きかったためと考えられる。また，渡口は陸上の交通路を結ぶ役割を果たしており，

そのほとんどは県道や村道と黄河の交差点に設けられていた。 

山東省における渡運の管理は国民政府の各県の県長を中心としていた。渡運の運賃と貨
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物については，開封の附近にある柳園口，黒崗口，流水口と大順渡口を対象に検討した。

河南省の諸渡口の中で，柳園口は渡運による税金収入が最も多かったため，柳園口を利用

する人と物資は最も多かったと推測できる。渡船の利用は人と行商人を中心としていたが，

大車，小車，洋車，馬騾，牛驢，米麦，木料，花生米，油，酒，鉄貨，蔴包，堿，靈柩と

鉄貨，缸，白貨，竹箒，茶香，麸皮，黄紙など多種類の日常用品も運ばれた。従って，渡

運は両岸の人々の日常生活に密接に関わり，地域における人と物資の交流に重要な役割を

果たしていた。 

このように黄河下流域に存在した数多くの渡口は，1970 年代以降架橋が行われるまで，

黄河南北両岸の物資や人々の交流に重要な役割を果たしていたことをよく示している。 
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第 4章 黄河下流域の定期市の分布と機能－山東省を事例に－ 

 

第 1節 本章の課題  

 

 定期市について，石原は週や旬（一旬は十日間）など比較的短い周期で開かれる市と定

義している 1）。中国における定期市は，唐末より宋代にかけて，江南地方経済の発展に伴

い発達し始めた。しかし，商業の発展につれて，定期市の開催地には次第に小売店舗が設

けられるようになり，これらの店舗を媒介とする物資の流通が拡大した。その結果，江南

の定期市は当初の経済的重要性を失い，定期市は郷村の小商業都市として発展した。明清

時期になると，定期市があまり普及していなかった華北，華南，四川などの各地に広がり，

定期市はこれらの地方の農村経済に重要な役割を果たすようになった。清末の定期市の重

要性について，中国の農村経済研究会編は以下のように指摘している。「資本主義が侵入し

て後，支那には新式商業都市が急速に発達し，漸次内地経済に対する支配力を確立して行

った。だが支那における地方市場は，依然として幼稚な原始的状態を保持しており，物品

の売買は依然として市集的短期市場によっていた」2）。また，山根 3）は日中戦争の開戦時

の定期市について，定期市は依然として農村経済における交換市場として最も普遍的な存

在であったと述べている。 

従来の定期市に関する研究において，加藤 4）は清代から民国期に至るまでの地方志を史

料として，直隷，山東，山西，河南，福建，広東，広西の七省の諸州県における定期市を

検討している。研究方法として，定期市数や市日などを整理し，市日の規則性や，市周辺

の村鎮との関係，取引商品および出店者，牙行，課税徴収，設備などを復元した。天野 5）

は，日本人の調査史料や中国の新聞などを史料として，河北省，山東省，河南省安陽，山

西省，陝西省，江蘇省など，広域に分布する定期市を分析対象とした。市の数や市日など

から，市の分布間隔や，定期市利用者の範囲を概観し，河北省新鎮・深県・献県，山東省

鄒平県と膠県馬店集を具体的な事例として，定期市の交易者や取扱品目，購入者について

報告した。山根は山東省を中心に，明清時代における華北の定期市展開の共通性を検討し

た。山根によると，華北における定期市は明の中葉より普及した。また定期市の開設地は，

城集の場合には，城門の周辺で開催されることが多かったが，郷集 6）の場合には，小都市

というべき鎮，市，店や交通の要地，あるいは寺観・仏廟などの門前が多かったと指摘し
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ている。定期市の開催期日は多種多様で，その規模は大集と小集，あるいは大集，中集と

小集の別があった 7）。 

 石原 8）は明代より民国期にかけての河北省における人口密度，定期市数，定期市密度な

どの変化を検討した上で，定期市分布の特徴を把握し，それに影響を与えた要因について，

人口密度の変化と商品経済の展開に注目して検討した。具体的な分析方法としては，まず

は地方志から定期市の開催地を地形図上で比定し，定期市の配置について，分布間隔と市

日配置から考察し，また定期市の階層区分について，地方志に記録された大集や小集とい

った区分や，牙行の種類や数，商品別の出店場所，取扱商品の種類や量など，定期市の機

能的差異が反映された項目から検討した。これらの分析を通して，石原は定期市が中心集

落の形成や発展に果たした役割を論じた 9）。 

また，森は清代から民国期にかけての山東省の定期市密度の変化を述べた上で，定期市

の商業機能を分析した 10）。 

中村は 1870 年代から 80 年代にかけての華北の農村市場（定期市）組織に焦点をあて，

河北省の深州，青県，正定県に関する 3 枚の地図を分析し，農村市場組織の階層構成，空

間配置を復元し，通時的に変容の過程を検討した。農村市場は大集と小集の区別があり，

市場の規模は商品の種類，税制などと関わっていたと指摘した。また，農村市場が中心市

場を中心とする同心円上のゆがんだ六角形状に分布していたことを示した。農村市場組織

は解放後まで存続する余地を持っていたが，鉄道建設による馬車・内陸水運を軸とする旧

来の交通体系の没落が市の立地の変化をもたらした一方，棉花に代表される国際的な農産

品が国際市場との連動性を強め，農業経営の不安定要因を拡大したと指摘した 11）。 

上記のような歴史学や歴史地理学における定期市研究とは別に，G.W.スキナーは 1949，

50 年に四川省華陽・金堂両県で実施した社会調査を基に，中国の農村市場（定期市）に対

し，農村市場の構造，変容過程と人民公社と市場社会の三つの観点から考察した。定期市

について，市場の中心地性，定期性，市日の分析を行い，六角形の階層構造を伴った市場

構造のモデルを提出した 12）。 

 以上の中国の定期市に関する先行研究の主な関心は定期市の分布の解明にあり，加藤 13），

天野 14），G.W.スキナーは多数の省を対象に，定期市の数や市日，市の分布間隔や定期市の

利用範囲などを検討し，石原 15），森 16）は定期市の通時的な密度変化を検討している。こ

れらの先行研究では，定期市の分布がいかなる要因に規定されるのか，またその分布がど
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のように変化したかが指摘されてきた一方で，農村生活において定期市がいかなる役割を

有していたかは，十分に明らかにされていない。たとえば，定期市の取扱商品にはどのよ

うなものがあり，それはいかに運搬されたのか，また農民はそれらの物資をどのように購

入していたかなど，定期市の具体な様相は天野を除いてあまり関心がもたれて来なかった。 

以上の問題を踏まえ，本章では定期市の分布を明らかにした上で，定期市の取扱商品と，

それがいかに運搬され流通していたのかを検討する。研究対象は山東省を中心とする黄河

沿岸とし，黄河下流域の水運が定期市の物資輸送に果たした役割に注目する。研究方法は，

まず，定期市の分布とその変化について，清代から民国期までの山東省における定期市密

度の変化とその要因を分析する。続いて臨清県における定期市の市日，市日配置，規模，

取り扱われた商品などを検討した上で，長清県，歴城県，斉河県，済陽県の 4 県を対象に，

清代と民国期における定期市の分布とその変化を把握し，定期市の配置を検討する。続い

て鄒平県，歴城県を事例に，定期市の構造，取り扱われた品目及びその来源地，利用する

人の範囲など定期市の具体的な状況を明らかにする。最後に濼口碼頭経由で黄河沿岸の各

県に移入された商品を検討し，黄河沿岸の定期市における取引物資の移動に黄河水運が果

たした役割を考察する。 

定期市を検討する際に使用する史資料は，清代と民国期に編纂された山東省の地方志，

日本の調査史料，日本参謀本部陸地測量局が作製した外邦図（北支那十万分一図），民国製

地図（十万分一）と民国期の中国の刊行史料である。 

 

第 2節 研究の史資料 

  

（1）地方志 

 地方志とは，地方行政単位を範囲に，その地理・歴史を総合的に記録した書物である 17）。

地方志は地域の情報源として有用な史料である。中国における地方志の編纂は，六朝時代

までさかのぼるが 18），その刊行が一般化したのは宋代（960-1279 年）になってからであ

る 19）。各地で地方志が刊行されるようになったのは明代以降で，明代に編纂された地方志

はほぼ 770 部，清代には 4,655 部に達した。民国時代の地方志は 1933 年まで統計があり

20），1912-1933 年の間に刊行された地方志は全部で 368 部あり，そのうち県志が 324 部で

ある。 
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 地方志の編纂者について，山根は「形式上はその県の知県が総纂修という役目に付き，

知県の協力者として，県志の編纂を助けたのが学官（教諭，訓導）であった。かれらはい

ずれも該県の官僚として，その県志の編修に名をつらねたもので，実際に県志の編修に関

与することはなかった。県志の編纂を実際に担当したのは，該県出身の学位保持者（紳士）

達であった。しかも，かれらは上層進士ではなく，貢生，生員，監生などの下層紳士であ

った」と指摘している 21）。また，地方志は公的な出版物ではないため，その刊行は地方の

紳士たちによるものであり 22），その修刊費用は主として地方官や該地の紳士たちによる資

金の拠出によって賄われていた 23）。 

地方志の内容は多少差異がみられるが，一般的に與地志，建置志，典祀志，籍賦志，兵

防志，職官志などからなっている。一部の地方志には，建置志の項目に集鎮や集市につい

て記載されている。集鎮は通常，定期市が開かれる場所であり，集市は定期市のことであ

る。地方志の編纂について，山根は県志編纂の資料を蒐集するために多数の「採訪」が下

層紳士に委任されていたと指摘している。たとえば，商城県の場合には，「県内を 4 つの地

域に分けて各地域ごとの採訪者が任せられ」24）ており，地方志の編纂には，採訪者による

史料調査や聞き取り調査がなされていた可能性が高いと考えられる。地方志に記載されて

いる定期市の精度について，加藤は「州県志に掲げられた集市は，大体その州県の集市全

体のようであるが，中には寒邑僻落の小集市はそれを省略したものもあるようであって，

各州県志が必ずしも採録の標準を一つにして居るのではないらしい」と指摘しているもの

の 25），どの程度の規模であれば記載されているのか，詳細は不明である。地方志の記載内

容の精度については，本章では第 4 節において臨清県を事例に検討する。『臨清県志』は臨

清県長徐子尚を督修として，臨清県の知識層の人たちを中心に 1931（民国 20）年から 1934

（民国 23）年にかけて，史料調査と採訪が行われ編纂された。 

 

（2）日本人による調査資料 

定期市の実態を分析する際には，『臨清県における棉花の流通事情』，『中国農村慣行調査』

を主な史料として用いる。『臨清県における棉花の流通事情』（以下，『流通事情』と省略）

は，1942 年に南満洲鉄道株式会社調査局によって，臨清県における現地調査に基づき編纂

されたものである。『流通事情』は 1944 年に出版されたものであり，その内容は 1937 年

の盧溝橋事件を境として，事件前後の臨清県における棉花の流通事情の変化を述べている。 
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『中国農村慣行調査』は，東亜研究所から発行された「支那農村慣行調査報告書」「北支

慣行調査史料之部」を集成したものである 26）。この調査は， 1939 年に「支那慣行調査」

の一環として，末弘厳太郎を中心とする東亜研究所第六調査委員会（＝支那慣行を調査）

学術部委員会第一部（＝農村慣行を調査）が主体となり，杉之原舜一を中心とする満鉄調

査部が現地調査に協力したものである。当該調査は，中国華北村落の一般的特徴を捉える

ことを目的としており，1940 年から 44 年にかけて，河北省順義県沙井村，欒城県寺北柴

村，昌黎県侯家営，良郷県呉店村，山東省歴城県冷水溝荘，恩県後夏寨の 6 ヶ所の農村地

域を対象に調査が行われた 27）。『中国農村慣行調査』は全 6 冊からなり，その中の第 4 冊

には，山東省歴城県冷水溝荘を対象に，村民数人に対し周辺定期市の利用について行った

聞き取り調査の内容が記されている。ここには調査員の質問と応答者の回答がありのまま

記されているため，定期市の具体像の検討に有用である。調査は 1940 年に行われたが，

聞き取りの内容をみると，日中戦争開始後は，定期市の管理主体，通貨と米の収取者の記

載項目に変化がみられるが，それ以外には変化はみられない。本章では当該史料を用いて，

1937 年以前に集落の人々がどのように定期市を利用していたのかを検討する。 

 

（3）地図類 

本章では北支那十万分一図を主に使用し，欠落している地域に関しては，1924～1929 年

の間に，山東省陸軍測量局により測図された民国製十万分一図を用いる。 

第 4-1 図と第 4-2 図は，それぞれ民国製図と北支那十万分一図を示したものである。第

4-1 図（民国製図）には集落，地形，道路など記され，第 4-2 図（北支那十万分一図）に

は，集落名，地形，道路以外に，経緯度線が記載されている。第 4-1 図と第 4-2 図を対比

すると，第 4-1 図には経緯度線がないものの，集落名および集落の位置は第 4-2 図とほぼ

同様である。北支那十万分一図は 1931（昭和 6）年以降に製版されたものが多く，その作

製は，仮製北支那十万分一図を基に修正を加え，その際に民国製十万分一図を参照したも

のと考えられる。 
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第 4-1 図 鄒平県（民国製図） 

（「鄒平県」十万分一民国図，1926 年，東洋文庫所蔵，に基づき筆者作成） 

 

 

第 4-2 図 鄒平県（外邦図） 

（「周村」北支那十万分一図西七行北二段青州 25 号，1936 年修正版， 

支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部，岐阜県立図書館所蔵，に基づき筆者作成） 
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（4）中国の刊行史料 

鄒平県の定期市に関する調査史料は，1933 年の春末夏初間，楊慶堃により 3 ヶ月に渡

って山東省鄒平県で調査された内容が記載されたものである。当該史料では，農村におけ

る自給自足を問題と捉え，農村の自給自足と定期市との関係について調査している。この

調査は『天津大公報』に掲載され，「二個農村市集調査的嘗試」（『天津大公報』1933 年 7

月 8 日第 11 版）と，「市集現象所表現的農村自給自足問題」（『天津大公報』1934 年 7 月

19 日第 11 版と 1934 年 8 月 30 日第 11 版（続第 14 期））という二つのテーマに分けて掲

載されている。田中は当該史料を翻訳しつつ，中国の農村における自然経済の変化につい

て検討した 28）。天野も当時の農業経済を論じた中で，定期市を検討する際にその内容をか

なり引用している 29）。本章では主として原典である楊の新聞掲載記事を史料として利用し，

天野の著作も参考にした。 

 

第 3節 清代～民国期の山東省における人口と定期市の変化 

 

 山東省の定期市と人口について，清代と民国期に分けて集計し，まとめたのが第 4-1 表

と第 4-2 表である。清代の地方志について，森は清代前半期（1644～1820）と清代後半期

（1821～1911）に分類している 30）。本章で定期市密度を計算する際には，清代後半期に

分類される時期のデータを主に使用する。清代後半期のデータがない場合には，清代前半

期のデータを用いる。ただし，清代後半期に関して，データが複数ある場合には，できる

限り 1800 年代のものを使用した。定期市については，森は清代前期，清代後期，民国期

に分類しており 31），本研究ではその分類を参考に定期市を集計した。



147 

 

第 4-1 表 清代山東省の黄河沿岸における定期市と人口 

 

県名 編纂年 定期市数（M） 人口（P） 面積（㎞2） P/S M/S×100

同治9（1870） 8 ― ― 1.45

同治13（1874） 15 ― ― 2.71

青城 乾隆24（1759） 8 ― 214 ― 3.74

夏津 乾隆6（1741） 25 ― 699 ― 3.58

博山 乾隆18（1753） 12 ― 820 ― 1.46

康熙41（1702） 17 ― ― 1.66

光緒5（1879） 20 ― ― 1.95

康煕12（1673） 12 ― ― 0.43

光緒9（1883） 7 16,190 6 0.25

済陽 乾隆30（1765） 22 ― 1,035 ― 2.13

歴城 乾隆38（1773） 55 ― 1,668 ― 3.3

平原 乾隆14（1749） 34 222,207 777 133 4.38

康煕47（1708） 30 ― 1,270 ― 2.36

道光26（1846） 24 ― 1,270 ― 1.9

東阿 道光9（1829） 31 153,782 793 121 3.91

武城 道光21（1841） 16 ― 586 ― 2.73

霑化 光緒17（1891） 15 ― 1,960 ― 0.77

康煕55（1716） 21 ― ― 3.88

嘉慶6（1801） 24 136,429 252 4.44

康煕11（1762） 20 ― 1.27

道光5（1835） 60 95,036 60 3.81

済寧 咸豊9（1859） 10 ― 898 ― 1.11

康煕26（1717） 11 ― ― 2.43

光緒13（1887） 13 ― ― 2.87

宣統1（1909） 16 99,288 219 3.53

順治3（1646） 29 ― 649 ― 4.47

順治12（1655） 29 ― 649 ― 4.47

康煕56（1717） 42 44,793 69 2.86

康煕58（1719） 43 ― ― 2.93

臨清 乾隆50（1785） 11 ― 944 ― 1.17

康煕12（1673） 36 ― ― 3.5

雍正1（1723） 36 ― ― 3.5

乾隆2（1737） 36 ― ― 3.5

光緒19（1893） 14 ― ― 2.62

光緒31（1908） 9 ― ― 1.69

博興 道光2（1822） 12 ― 804 ― 1.49

2,768

541

臨邑

534

1,575

453

斉河

館陶

長山

長清

莘県

定陶

単

552

1,025

1,028

1,467

寧陽

利津

鉅野
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第 4-1 表 続き 

 

注：1）定期市数は清代の地方志及び森勝彦（1992，101-103 頁）に基づく。 

2）清代の人口は森勝彦「清代・民国期の山東省における中心地の展開（1）」1992，101-103 頁，に基づく。 

3）各県の面積（㎢）は J.Lossing Buck ,Land Utiliztion in China, 1937, の Statistics，pp.24-25 の記載に基づく。 

4）県城は四関・四街に異なった市日がある場合，一つの定期市として集計した。 

5）表中の「―」は史料欠を示す。 

県名 編纂年 定期市数（M） 人口（P） 面積（㎞2） P/S M/S×100

斉東 康煕24（1685） 16 ― 474 ― 3.38

乾隆25（1760） 53 308,785 98 1.67

道光8（1828） 53 ― ― 1.67

范 嘉慶14（1809） 13 ― 430 ― 3.02

禹城 嘉慶13（1808） 26 235,524 780 302 3.33

徳平 光緒19（1893） 24 ― 774 ― 3.1

曲阜 乾隆39（1774） 14 ― 552 ― 2.54

陵 道光25（1845） 25 ― 487 ― 5.13

康煕11（1672） 5 ― ― 1.64

乾隆23（1758） 6 ― ― 1.96

観城 道光8（1828） 7 169,124 211 553 3.32

楽陵 乾隆27（1762） 21 32,785 927 155 2.27

康煕30（1691） 27 59,932 65 1.6

道光13（1833） 30 54,462 32 1.78

高唐 光緒33（1907） 34 199,672 754 118 4.51

寿張 光緒26（1900） 27 ― 724 ― 3.73

光緒11（1885） 60 ― ― 4.08

光緒34（1908） 4 463,036 315 0.27

乾隆47（1782） 8 317,763 284 0.36

光緒12（1886） 8 168,915 115 0.72

光緒25（1899） 8 ― ― 0.72

陽信 乾隆24（1759） 40 ― 751 ― 5.33

蒲台 乾隆28（1763） 16 18,717 426 25 3.76

桓台 康煕7（1668） 16 ― 541 ― 2.96

乾隆36（1771） 35 ― ― 3.35

道光9（1825） 35 365,672 350 3.35

康煕11（1672） 19 ― ― 1.79

光緒12（1886） 8 168,915 159 0.75

光緒34（1908） 19 259,818 245 1.79

朝城 康煕12（1673） 15 51,163 576 48 2.6

曹 康煕13（1674） 30 ― 1,780 ― 1.69

邱 乾隆47（1782） 10 ― 394 ― 2.54

康煕12（1673） 27 ― ― 1.73

光緒34（1908） 46 ― ― 2.95

臨淄 康煕11（1672） 15 ― 522 ― 2.87

平陰 光緒21（1895） 6 153,735 599 257 1

商河 道光16（1836） 31 266,278 1,158 230 2.68

鄒平 光緒33（1907） 49 ― 546 ― 8.97

金郷 同治1（1862） 27 ― 777 ― 3.47

滋陽 光緒14（1888） 40 187,794 1,035 181 3.86

1,561

306

1,060

3,167

1,686

泰安

高苑

益都

1,471

恵民 1,118

章邱

荷澤

東平州

肥城

1,045
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第 4-2 表 民国期山東省の黄河沿岸における定期市と人口 

 

注：1）民国期の人口は民国 22（1933）年現在に調査された『中国実業誌 11』（山東省第 1 冊）（51 甲-58

甲）の現住人口に基づく。 

2）各の面積（S）は J.Lossing Buck. Land Utiliztion in China,1937 の Statistics, pp.24-24 の記載

に基づく。 

 

第 4-1 表と第 4-2 表において，定期市数（M）は県内の定期市の総数を意味しており，

歳市や廟会の類は除いた，旬当り 1～10 回開かれる市の数を集計したものである。県城の

四関や四街等で開かれる市については，全体で 1 つの定期市と見なした。史料が見い出せ

ない県については，森 32）の集計を引用した。人口（P）は，第 4-1 表の清代の人口は森 33）

が集計したものを参考にした。第 4-2 表における民国期の人口は，地方志の記録が欠如し

ている場合があるため，1934 年に集計された『中国実業誌』の人口 34）を用いた。各県の

県名 編纂年 定期市数（M） 人口（P） 面積S（km2） P/S M/S×100

臨邑 民国25（1936） 18 147,807 552 268 3.26

青城 民国2（1913） 9 55,000 214 257 4.21

夏津 民国23(1934) 19 199,213 699 285 2.72

朝城 民国9（1920） 22 174,984 576 304 3.82

博山 民国2(1913) 22 184,134 820 225 2.68

済陽 民国23（1934） 46 284,891 1,035 275 4.44

歴城 民国10（1921） 51 377,866 1,668 227 3.06

平原 民国25（1936） 13 184,366 777 237 1.67

鉅野 民国10（1931） 30 370,142 1,270 291 2.36

東阿 民国20（1931） 98 190,495 793 240 12.36

武城 民国1（1912） 16 180,554 586 308 2.73

霑化 民国24（1935） 14 164,358 1,960 84 0.71

長清 民国24（1935） 67 405,465 1,575 257 4.25

済寧 民国23（1934） 31 418,279 898 466 3.45

莘県 民国26（1937） 12 135,744 453 300 2.65

定陶 民国5（1916） 36 217,449 649 335 5.55

単 民国18（1929） 19 452,605 1,465 309 1.3

臨清 民国23（1934） 34 235,692 944 250 3.6

斉河 民国22（1933） 54 299,440 1,028 291 5.25

館陶 民国30（1941） 23 224,051 534 420 4.31

博興 民国25（1936） 45 253,238 804 315 5.6

清平 民国25（1936） 16 177,554 545 326 2.94

斉東 民国24（1935） 20 131,266 474 277 4.22

冠 民国23（1934） 26 204,928 692 296 3.76

茬平 民国24（1935） 31 209,086 740 283 4.19

泰安 民国18（1929） 90 904,585 3,167 286 2.84

徳 民国24（1935） 45 291,850 1,062 275 4.24

范 民国24（1935） 21 147,161 430 342 4.88

陵 民国25（1936） 29 291,850 487 599 5.95

高唐 民国30（1941） 9 199,638 754 265 1.19

臨淄 民国9（1920） 15 340,852 522 653 2.87
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面積（S）は，J.Lossing Buck. Land Utiliztion in China 所収の Statistics35）の記載に基

づいた。定期市密度（M/S×100）は，100km2当たりの定期市密度を示したものである。 

また，清代の同一県について，複数の地方志が存在する場合は，地方志のデータをすべ

て表にまとめた。第 4-1 表と第 4-2 表をもとに，定期市密度の図を作成したが，作図の際

には，19 世紀あるいは 19 世紀に近い時期のデータを選定し，19 世紀前後のデータがない

場合には，データがある時期のデータを使用した。なお，ここでの黄河沿岸とは黄河から

約 100km の範囲内の地域を意味する。山東省における黄河沿岸の行政区画を示したのが

第 4-3 図である。 

 

 

第 4-3 図 山東省の黄河沿岸における行政区画 

（大宮権平（1934）「山東省歴史地図」（九十万分一），に基づき筆者作成） 
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第 4-4 図 清代山東省の黄河沿岸人口密度 

（大宮権平「山東省歴史地図」九十万分一，中文館書

店，1934 をベースマップとして，人口は森が集計したも

のを参考にした。面積（S）は，J.Lossing Buck ,Land 

Utiliztion in China, 1937, pp.24-25 の記載に基づく） 

 

 

第 4-6 図 清代山東省の黄河沿岸定期市密度 

（定期市は清代の地方志に基づき，森が集計したものも

参考にした。ベースマップと面積の出典は 

第 4-4 図に同じ） 

 

第 4-5 図 民国期の山東省黄河沿岸人口密度 

注：人口は 1933 年の統計。 

（人口は実業部国際貿易局『中国実業誌第 11 冊』（山東

省第 1 冊），宗青図書出版公司，1980，9(甲)-16(甲)によ

る。ベースマップと面積の出典は第 4-4 図に同じ） 

 

 

第 4-7 図 民国期山東省の黄河沿岸定期市密度 

（各県の定期市数は第 4-6 図に同じ。ベースマップと面

積の出典は第 4-4 図に同じ） 
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第 4-4 図，第 4-5 図，第 4-6 図，第 4-7 図はそれぞれ，清代と民国期の黄河沿岸における

人口密度と定期市密度を示したものである。第 4-4 図をみると，史料が欠如している部分が

多いものの，おおよその傾向は検討できる。清代山東省の黄河沿岸における人口密度は黄河

沿いが少なく，両岸から少し離れた県は，人口密度がやや高い傾向にある。民国期の人口密

度を示した第 4-5 図をみると，黄河沿岸の人口密度は西南で高く，河口部は低い。河口より

やや上流部は人口密度が高く，高密度の地帯は環状になっている。第 4-4 図と第 4-5 図とを

対比すると，清代と民国期とも，莘県と東平県の人口密度は 300 人/ km2以上である。荷澤，

泰安，禹城と商河は清代に比べ，民国期の人口密度が減少している一方で，それ以外の各県

では人口密度が大幅に増加している。清代の人口密度は，毎平方公里（1km2 当たり）300

人に達していたのは 6 県であったが，民国期には約半数の県で 300 人以上に達していた。

清代と比較して民国期の人口密度は高く，黄河沿岸における人口密度も大幅に増大した。清

代と比べ，民国期の人口密度は全体的に増えた中で，数ヶ所の県で人口密度が減少している

原因は大きく二つあると考えられる。一つは黄河水害のため，災民の移動 36）による人口流

失が多かったことが考えられる。朱家驊は山東の西部と西南部は民国 15（1926）年以後，

しばしば水害に見舞われ，糧食の収穫は平常の 2，3 割しかなかったため，人口は多く東北

に移動したと指摘した 37）。もう一つの原因は，軍閥混戦による徴兵及び紅槍会などの農民

抵抗活動への弾圧による人口減少が挙げられる。民国期における中国国内の政治状況は非

常に混乱しおり，各地に軍閥が割拠していた。山東省では 1910 年代から 30 年代にかけて，

北洋軍閥，皖系軍閥，奉系軍閥と馮系軍閥の統治を経て，政権の変動が非常に激しかった。

特に，1920 年代に各軍閥の間に混戦が起こり，1925 年 10 月から国民第二軍と孫伝芳を総

司令とする五省連軍はそれぞれ山東省の西南部と南部へ進攻した 38）。国民軍第二軍は，11

月 26 日までには，西南部の曹州，津浦鉄道沿いの臨城，済寧を占領して，先鋒は泰安に至

った 39）。 

1928 年 4 月，蒋介石が北伐を再開し，国民革命軍第一集団軍（蒋介石系）は山東省南部

から，国民革命軍第二集団軍（馮玉祥系）は山東省西部から，それぞれ，張宗昌軍，孫伝芳

軍と戦いながら済南を目指した 40）。張宗昌は戦争に備えて，軍隊を拡大しようとして，各

地の土匪を軍隊に収編したり，募兵委員を各地に派遣して農民たちを兵隊に取っていった

り，強制的に人夫を徴発した 41）。加えて，各種の税金の徴収も強化した。従って，国民軍

第二軍が山東省を撤退した後，各地の紅槍会が蜂起していった 42）。また，1929 年に国民党
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と新旧軍閥の間で中原大戦が勃発し，山東省は主戦場となった。このように，戦争による死

傷や農民の反抗，及びそれに対する弾圧などによる人口の減少が人口密度の低下をもたら

した原因と考えられる。 

次に，第 4-6 図と第 4-7 図から清代と民国期の定期市密度をみると，史料が欠如している

部分が多いものの，おおよその傾向は把握できる。第 4-6 図において，清代の山東省黄河沿

岸は，河口部を除いて，黄河から約 70 km 離れた南北の一連の県において，定期市密度は

ほとんど均等に分布している。第 4-7 図をみると，民国期には黄河沿いの各県の定期市密度

は高い傾向にあり，それに対して，黄河から離れている各県の定期市密度は低い傾向にある。

第 4-7 図と第 4-6 図とを対比すると，単県，鉅野，泰安，博山，臨淄，莘県，武城と霑化は，

清代と民国期ともに定期市密度は 1-3 ヶ所/100 km2 であるが，それ以外の県ではほとんど

増加している。そして，定期市の増加は，黄河沿いの各県において顕著であった。 

民国期の黄河沿岸における定期市の変化の要因について，まず，人口との関係から検討す

る。清代と民国期の人口と定期市に関して，すべてデータがそろっているのは泰安，長清，

東阿，高唐，平原，莘県，単県である。当該 7 県の定期市と人口の変化の関係を示したのが

第 4-8 図である。図をみると，泰安，長清，東阿は人口の増加に伴い定期市が増加している。

高唐と平原は人口の減少に伴い定期市が減少している。一方，莘県と単県は人口の増加に伴

い定期市密度が減少している。7 県の内，5 県が人口の増減に伴い定期市が増減しており，

定期市の変化は人口の変化と関わっていると考えられる。この理由は，変化以前の定期市数

では増加（減少）した人口の需要と均衡しないため，定期市が増設（淘汰）されたためと推

定される。したがって，人口の増大は，定期市増加の要因と考えられる。 

また，定期市の増加には，森が指摘する商品経済の展開が関わっていたと考えられる 43）。

定期市密度が最も高い地域は済南を中心に，歴城，長清，済陽，斉河，禹城，臨邑，徳，陵

などの数県と山東省西部の臨清，館陶，冠，朝城等である。黄河下流域の交通路と集落を示

した第 4-9 図をみると，徳，陵，斉河，歴城など定期市密度が高い地域は，津浦鉄道の沿線

にある。それ以外は黄河沿岸もしくは小清河沿岸に集中している。鉄道の開通により，済南

は内地の農産物の最も大きな集散地となったが，鉄道等による農産物流通の促進により，定

期市の増加が進んだと考えられる。また，図をみると，山東省の黄河沿岸，特に済南の北側

には渡口が密に分布している。黄河により隔てられた南北の両岸は，これらの渡口を中心と

した船運によって，人々と物資の交流が可能であった。これらの人々と物資の移動は，渡口
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第 4-8 図 山東省の 7 県の定期市数と人口数との相互関係
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第 4-9 図 黄河下流域の鉄道と交通路・県城

注：1）本稿での県道とは県城と県城を結ぶ主要な街道を指し，外邦図において二重実線で示される道路の 

ことである。 

2）は船マークが記載されている渡口を表す。▲は船マークがないが，地名で渡口が表現された「白坡 

渡口」を指す。 

（「河南省歴史地図」九十万分一，1937；「山東省歴史地図」九十万分一，1934；「河北省察哈爾東 

南部歴史地図」九十万分一，1934 をベースマップとし，各渡口の位置と交通路は外邦図（1910～ 

20 年代）に基づいた。） 

 

の発達を促したと同時に，定期市の発達も促進したと考えられる。 

流通した特産の農産物としては棉花が挙げられる。山東省の棉の生産地は 3 ヶ所あり，

魯北棉区，魯南棉区，魯西棉区である。魯北棉区は山東省東北部の黄河両岸に位置する各県

であり，魯南棉区は山東省西南部の黄河南岸，魯西棉区は山東省西部の黄河北岸に位置する。

棉の生産量が最も多いのは魯西棉区で，臨清県は魯西棉区で生産された棉花の流通の中心

であるとともに，県外（主に彰徳，河南方面）で生産された棉花の一部が集荷され，済南市

場へ輸送される拠点となっていた 44）。臨清県における棉花流通の生産と流通の発達は定期

市の増加，すなわち定期市密度の増大に影響を及ぼしたと考えられる。 
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第 4節 臨清県における定期市 

 

 本節では，臨清県を事例に，日本の調査史料である『流通事情』と地方志である『臨清県

志』の定期市の記載を比較し，地方志の資料吟味を行うとともに，地方志からは知り得ない

定期市の性格について検討する。 

『流通事情』に記載されている定期市の内容の年次は同書には記されていないが，臨清県

城における棉花の取引市場は，盧溝橋事件前より河西市場（西市），車営街市場（南市），上

湾街市場（東市）の三ヶ所に分かれていた。三者の相互関係については，事件前と事件後と

で以下のように整理されている。1937 年の盧溝橋事件の前には，衛河西岸一帯の棉花はほ

とんど河西市場に出廻っており，全県城の集荷量の半分を占めていた。衛河の東岸，県城の

東南方の棉花は車営街市場に集荷し，全集荷量の 10 分の 3，4 程度を占めていた 45）。盧溝

橋事件の後は，河西地区の棉花は南方を迂回して車営街市場に出廻ることが多くなり，その

ため車営街市場の集荷量は河西市場と拮抗するようになった 46）。また，『流通事情』には記

載された定期市を地図上に比定した「臨清県農村棉花市場（集市を中心）」という図が所収

されている。当該図の臨清県内の各定期市における棉花の県城への移出ルートをみると，衛

河西岸一帯の棉花の多くは河西市場に，県城東南方の棉花は車営街市場に集荷されている。

これは事件前の棉花の出廻状況に一致している。従って，『流通事情』に記録された定期市

は 1937 年以前の内容と考えられる。 

『臨清県志』は 1934 年に発行されており，『流通事情』とは，調査がなされた年次に多

少差異がある可能性はあるものの，ほぼ同時期のものと考えられる。『臨清県志』と『流通

事情』に記載された定期市を整理して示したのが第 4-3 表である。 

第 4-3 表をみると，『臨清県志』には 34 ヶ所，『流通事情』には 32 ヶ所の定期市が記載

されている。それらの分布を外邦図を参照して示したのが第 4-10 図と第 4-11 図である。こ

れらの定期市のうち，共通しているのは 29ヶ所で，県志のみに記載されているのは 5ヶ所，

『流通事情』のみに記載されているのは 3 ヶ所である。『臨清県志』には記載があり，『流通

事情』には記されていない定期市は，小薬王廟，十方院，姚荘集，白荘集，常荘集の 5 か所

ある。各定期市の場所については，小薬王廟は不明であるが，それ以外の位置は，十方院は

県城の東にあり，姚荘集は県城の東南の県境付近に位置し，白荘集と常荘集は県城の東北に

ある。一方，『流通事情』には記されているものの，『臨清県志』には記載されていない定期
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市は，鄭荘，党尓寨，尖塚鎮の 3 か所である。鄭荘は県城の北にあり，党尓寨と尖塚鎮は県

城の西南に位置している。 

 

第 4-3 表 臨清県における定期市 

 

（張自清修・張樹梅等纂『臨清県志』1934；南満洲鉄道株式会社北支経済調査所 

『臨清県における棉花の流通事情』南満洲鉄道調査局，1944，27-28 頁，に基づき筆者作成） 

 

 

定期市名 市日 商品の種類 所在区 定期市名 市日
県城までの距離

（里）
商品の種類 市の区分

尚店集 3,8 花糧 第二区 尚店集 3,8 30 棉花・糧食 大集

房村廠 3,8 糧米 房村廠 2,7 18 棉花・糧食 大集

焦荘集 5,10 花行 焦荘集 5,10 45 棉花・糧食 小集

劉垓鎮 3,8 花糧牛驢 第三区 劉垓鎮 3,8 30 棉花・糧食・牛驢 大集

大辛荘 4,9 花糧 大辛荘 4,9 18 棉花・糧食 大集

王坊集 1,6 花糧 王坊集 1,6 20 棉花・糧食 小集

尹荘集 2,7 花行 尹荘集 2,7 20 棉花・糧食 小集

石槽集 4,9 花行 第四区 石槽集 4,9 15 棉花・糧食 大集

董街集 2,7 花糧 董街集 2,7 10 棉花・糧食 小集

棗園集 2,7 花粮牛驢 第五区 棗園集 5,10 15 棉花・糧食・牛驢 大集

高孟荘 2,7 花糧 高孟荘 2,7 10 棉花・糧食 小集

水波集 5,10 花粮牛驢 水波集 5,10 22 花粮牛驢 大集

十二里荘 3,8 花粮牛驢 十二里荘 3,8 15 棉花・糧食・牛驢 大集

呂寨集 2,7 花粮牛驢 第六区 呂寨集 2,7 35 棉花・糧食・牛驢 大集

老官寨 1,6 花糧 老官寨 1,6 15 棉花・糧食 大集

柏荘集 3,8 花粮牛驢 柏荘集 3,8 8 棉花・糧食・牛驢 小集

大劉荘 2,7 花糧 大劉荘 2,7 棉花・糧食 不明

王鐸寺 5,10 花糧 王鐸寺 5,10 40 棉花・糧食 小集

黎博寨 5,10 花粮牛驢 第七区 趙荘集 5,10 25 棉花・糧食・牛驢 大集

単屯集 3,8 花糧 単屯集 3,8 10 棉花・糧食 小集

趙荘集 2,7 花糧 第八区 趙荘集 2,7 52 棉花・糧食 小集

賀伍荘 5,10 花市 賀伍荘 5,10 55 棉花 小集

趙凡村 1,6 花糧 趙凡村 1,6 40 棉花・糧食 小集

下堡寺 5,10 花糧牛驢 第九区 下堡寺 2,7，5,10 55 棉花・糧食・牛驢
2,7大集、

5,10小集

段村集 4,9 花糧 段村集 4,9 45 糧食 小集

西倉集 3,8 花糧牛驢 第十区 西倉集 3,8 35 棉花・糧食・牛驢 大集

桑園集 4,9 花糧牛驢 桑園集 4,9 50 棉花・糧食・牛驢 大集

潘荘集 2,7 花市 潘荘集 2,7 55 棉花 小集

牛寨集 3,8 花糧牛驢 牛寨集 3,8 40 棉花・糧食・牛驢 小集

小藥王廟 1,6,4,9 牲畜 第一区 鄭荘集 2,7 13 棉花・糧食 小集

十方院 3,8 糧市 第四区 党尓集 2,7,5,10 50 棉花・糧食・牛驢
2,7大集、

5,10小集

白荘集 5,10 糧市 第四区 尖塚鎮 4,9,1,6、 40 棉花・糧食・牛驢
4,9大集、

1,6小集

姚荘集 2,7 花糧 第六区

常荘集 3,8 糧市 第六区

『臨清県志』民国23（1934）年 『臨清県における棉花の流通事情』昭和17（1942）年
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このような『臨清県志』と『流通事情』に記載された定期市の差は基本的には調査目的が

異なったためであると考えられる。『流通事情』は棉花の流通を調べるのが目的であり，第

4-3 表にみるように小薬王廟は牲畜市で，十方院，白荘集，常荘などは糧市であり，棉花の

市がなかったため，その定期市は取り上げられなかったと考えられる。姚荘集は棉花の市が

ありながらもとり挙げられていないのは，県内では辺境（東南隅）に位置していたため，調

査対象から漏れたと考えられる。それに対して，『臨清県志』は県全域の定期市を取引され

る商品の別なく，網羅的に調査することが目的であった。しかし，『流通事情』に記された

定期市と対比した結果，すべての定期市が記載されているわけではなく，漏れた所もあった

47）。 

このような問題は指摘できるものの両者の定期市名と市日，取引商品は大部分一致して

おり，『臨清県志』は定期市の概要を把握するのに有用な史料であると考えられる。ところ

で，既に触れたように，『流通事情』では定期市を大集と小集に区分している。その区分の

基準は記されていないが，第 4-3 表にみるように，大集では牛驢が取引される家畜市を伴っ

ている事例が多い。ただし，家畜市を伴わない事例も少なくなく，（大集 16 ヶ所のうち，5

ヶ所は家畜市を欠く）家畜市の有無が大集，小集を区別していたわけではないようである。

家畜市を伴う定期市は，糧食や棉花も取り扱われており，一般的に考えて，規模が大きい市

であったと考えられる。そのため，大集は家畜市を伴うような規模の大きな市であったとみ

なすことができる。また，下堡寺のように市日が 4 日（2，7，5，10）ある場合は，2，7 が

大集，5，10 が小集のように日によって大集と小集に分かれていた。 

第 4-3 表に基づき，両史料に記載されている定期市を外邦図上で比定すると，第 4-10 図

と第 4-11 図になる。 
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第 4-10 図 臨清県志に記載された定期市 

注：小薬王廟の場所は不明。 

（「臨清」仮製北支那十万分一図済南十三号，1912 年増補，臨時測図部陸地測量部参謀本部； 

「武城」仮製北支那 10 万分 1 図済南 12 号，1912 年増補，臨時測図部陸地測量部参謀本部， 

をベースマップに，張自清修・張樹梅等纂『臨清県志』1934，に記載された定期市に基づき筆者作成） 

 

 



160 

 

 

第 4-11 図 『臨清県における棉花の流通事情』に記載された定期市 

（「臨清」仮製北支那 10 万分 1 図済南 13 号，1912 年増補，臨時測図部陸地測量部参謀本部； 

「武城」仮製北支那 10 万分 1 図済南 12 号，1912 年増補，臨時測図部陸地測量部参謀本部， 

をベースマップとして，南満洲鉄道株式会社北支経済調査所『臨清県における棉花の流通事情』 

南満洲鉄道調査局，1944，27-28 頁，に基づき筆者作成） 

 

『臨清県志』をもとに定期市の分布を示した第 4-10 図をみると，分布の特徴として，県

城の周辺には市が少なく，それ以外はほぼ均等的に分布していることが指摘できる。市日は

隣接している市は大部分が異なるが，共通している場合も存在する。隣接する市の間隔は一

般的に 2～5km であるが，10km ぐらいの場合もある。 

『流通事情』をもとに定期市の分布を示した第 4-11 図では，大集，小集の別に分布を知

ることができる。大集の分布間隔は 4～9km で，ほぼ等間隔に分布しており，小集はその間

に位置し，大集から 2～5km 離れて分布している。大集と小集の市日は多くは異なるが，重
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複している場合も存在する。大集は小集の機能も兼ねていたと考えると，臨清県における小

集の市場圏は 2～5km，大集の市場圏は 4～9km であったとみることができる。 

 

第 5節 定期市の分布ー長清・歴城・斉河・済陽の 4県を中心にー 

 

本節では，清代から民国期にかけての定期市の分布とその変化を，長清・歴城・斉河・済

陽の 4 県を事例に検討する。黄河は 1855 年に河道が大変遷した後 48），大清河の河道を奪

って渤海に流れるようになった。ここでは，河道が変化する以前と以後の定期市を，それぞ

れ清代と民国期の定期市として扱い，各時期の定期市の分布を復元し，その分布の特徴を考

察する。 

第 4-12 図は清代，すなわち河道が変化する以前の定期市の分布を示したものである。大

清河沿いの長清・歴城・斉河・済陽の 4 県における定期市の分布の特徴としては，済陽県東

北部の黄河沿い，済南以東の黄河北岸，黄河南岸-膠済鉄道間において，定期市分布の密度

が高いことが指摘できる。また，斉河県の後の津浦鉄道付近（西北部）も，比較的定期市数

が多い。一方，長清県と歴城県においては，南部の山間地域や，黄河沿いの地域，黄河北岸

から離れた平野部には定期市はほとんど分布していない。そのなかで，南部の山間地域にお

ける定期市は，後の津浦鉄道沿いか谷間に分布している。 

次に，定期市の分布間隔についてみると，定期市の分布密度が高い地域（済陽県東北部の

黄河沿い，済南以東の黄河北岸，黄河南岸-後の膠済鉄道間）において，その分布間隔は 2～

8km で，ほぼ等間隔に分布している。一方，分布密度が低い地域（長清県の黄河沿い地域，

黄河北岸から離れた平野部）においては，分布間隔は 1～16km に及び，不平均に分布して

いる。また同様に密度が低い南部の山間地域においては，後の津浦鉄道沿線では 6～8km 間

隔で，谷間に位置する場合には分散している。 

長清，斉河，歴城，済陽の県城付近には定期市は比較的少なく，県城から一定距離にある

県境付近には多く分布している。石原は「県城内部ないし四関の市が多くの県の場合極めて

隆盛であり，多くの周辺村落の村人をひきつけ，周辺地域に他の市を成立せしめないことに

よるもの」49）と指摘している。石原の指摘を援用すると，第 4-12 図において県城付近に市

があまり分布していない要因としては，県城内の市の規模が大きいため，その周辺には市が

発達しなかったことが挙げられる。  
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第 4-12 図 清代の斉河県・長清県・歴城県・済陽県における定期市 

注：1）長清県は 1835 年，斉河県は 1723 年，歴城県は 1773 年，済陽県は 1765 年の県志に記録さ 

れた定期市。

2）長清県における定期市の一部は場所を比定できなかった。 

3）数字は定期市の市日。 

（支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部「済南南部」北支那十万分一図西八北一段兗州一号，1934 年修

正略測図・1935 年修正；「済南」北支那十万分一図西八北二段済南五号，1915 年測図・1936 年修正；

「長清」北支那十万分一図西八北一段兗州六号，1934 年修正略測図・1935 年修正；「禹城」北支那十万

分一図西八北二段済南十号，1934 年要部修正略測図・1935 年修正，「肥城」北支那十万分一図西八北一

段兗州七号，1934 年修正略測図・1935 年修正；「泰安」北支那十万分一図西八北一段兗州二号，1934

年修正略測図・1935 年修正，に基づき筆者作成） 
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定期市の市日について，長清県城では斉河を除き，四関と東北関において 1 日から 10 日

まで順に定期市が開かれる。定期市は 10 日に 2 回開かれる場合（六斎市）が多いものの，

済南北の黄河南岸にある市では 10 日に 4 回，黄河北岸の市では 10 日に 5 回，済陽県城で

は 10 日に 6 回開催されている。ただし，これらの市は臨清県の事例で示したように，同

じ市が回数を多くして開かれていたのではなく，市日を大集と小集に分けて開かれていた

可能性がある。市日の配置について，石原は「原則として隣接市とは市日の競合を避ける

べく配慮がなされている」と指摘している 50）。黄河沿岸の定期市の市日について，石原の

指摘のように，競合を避けて設定しているかを検討すると，歴城県の東北部の黄河北岸，

歴城県と済陽県の県境附近には，2～3km の間隔で 5 ヶ所の市が分布している。これらの

市は，10 日間に 5 か所の市が重複することなく一巡するように市日が調節されている。そ

れに対し黄河南岸では，隣接している市の市日は異なる場合が多いが，共通している場合

も存在する。長清県と済陽県でも同じ傾向が見られる。 

第 4-13 図は，民国期の斉河県・長清県・歴城県・済陽県における定期市の分布を示した

ものである。民国期の定期市は，平野部に密に分布し，南部の山間地域には散在している

ことが読み取れる。山間地域における定期市は，おもに山地の麓に位置している。また，

黄河沿いと鉄道沿線では，そのほかの地域より定期市密度が高い。 

定期市の間隔は，長清県および歴城県東部の黄河沿いに位置する高密度地域では， 2～

3km の間隔で分布している。一方，定期市密度が比較的低い山間地域では， 3km 以上の

間隔となっている。 

定期市の分布は県城付近には比較的定期市が少なく，県城からある程度離れている県境，

及び鉄道や黄河沿いに多く分布している。市日については，長清県の県城の場合，城内は

旧暦 10 日，西関は 2 日と 7 日，南関は 5 日であり，10 日間のうち 4 日（2,5,7,10）市が

開かれる。済南北部に位置する黄河南岸の市も，10 日間のうち 4 日（2,3,7,8）が市日で，

済陽県城も同様である（城里集は 3 日，東関は 1 日と 6 日，南関は 8 日）。それ以外の定

期市は 10 日に 2 日開かれることが多い。済南北部の黄河南岸の市日が多いのはそこは黄

河の要所にあり，上下流からの水運貨物が集散する碼頭があるためである。ここから，県

城や碼頭など，交通の要所にあたる地域の定期市において，その開催の頻度は，それ以外

の地域の定期市より高いことが指摘できる。定期市の市日配置は，多くの場合は隣接市と

避けるようにされているが，少数ながら市日が同日の場合も見受けられる。 
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第 4-13 図 民国期の斉河県・長清県・歴城県・済陽県における定期市 

注：  の範囲は後述の冷水溝荘の外邦図の範囲。 

（支那駐屯軍司令部陸地測量部参謀本部「済南南部」北支那十万分一図西八北一段兗州一号，1934 年修

正略測図・1935 年修正；「済南」北支那十万分一図西八北二段済南五号，1915 年測図・1936 年修正；

「長清」北支那十万分一図西八北一段兗州六号，1934 年修正略測図・1935 年修正；「禹城」北支那十万

分一図西八北二段済南十号，1934 年要部修正略測図・1935 年修正，「肥城」北支那十万分一図西八北一

段兗州七号，1934 年修正略測図・1935 年修正；「泰安」北支那十万分一図西八北一段兗州二号， 

1934 年修正略測図・1935 年修正，に基づき筆者作成）
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 第 4-12 図と第 4-13 図とを対比すると，民国期の定期市には次のような変化が指摘でき

る。①民国期には定期市数が大幅に増加した。その傾向は長清県，斉河県，済陽県において

顕著である。②清代に確認された定期市のなかには，消滅しているものもあるが，多くは民

国期においても確認できる。膠済鉄道沿線の定期市の多くは清代においても確認できる。③

増加した定期市は長清県，斉河県，済陽県の黄河沿岸に多く分布している。また，斉河県と

済陽県において，黄河から離れた地域に増えた定期市は均等に分布している。④津浦鉄道沿

線，特に黄河北側の定期市数の増加は南岸の鉄道沿いより顕著である。

民国期における定期市の増加は，黄河沿岸地域の農村において，清代より商品取引が活発

になったことを示している。また定期市の増加により，地域社会における商品流通が盛んに

なったことが考えられ，商品流通の発展は，陸路交通だけでなく，水運交通の利用も促進し

たと考えられる。 

しかし，上述の 4 県の定期市に関する情報は限られているため，市の規模，市場圏，取り

扱われた商品，利用する人などは不明である。これらについて，第 6 節～第 7 節では鄒平

県と歴城県における定期市の事例の検討を通して明らかにする。 

 

第 6節 鄒平県における定期市 

 

鄒平県は山東省黄河の東部に位置し，黄河から 25 里（14.4km）51）の距離にある（第 4-

14 図）。面積は 546km2 で，人口は 155,768 人である 52）。県域の大部分は平野であるが，

南部には丘陵があり全県面積の約 1/6 を占める。県内には砂地が多く，主要農産物は棉花，

小麦，高粱，馬鈴薯である。県内の交通について，県城から 25 里（14.4km）の距離に膠済

鉄道がある。北部には小清河が横断し，渤海から済南まで帆船の航行が可能である。また，

近隣には周清（周村―小清河）汽車路があり，周村から県城に通じ，北上して小清河に至る。

そのほかの交通として大車路がある。 
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第 4-14 図 鄒平県における定期市 

注：一等集は規模も最も大きな定期市であり，二等集はそれより規模が小さい市で，三等集は農   

村における定期市規模の最も小さいものである。 

（定期市は楊慶堃「市集現象所表現的農村自給自足」『天津大公報』1934 年 7 月 19 日第 11 版に基づき，

地図は中華民国十万分一地形図「鄒平県」（1936 年）と「青城県」（1936 年），をベースマップとして作成） 

 

 第 4-14 図は民国期の鄒平県における定期市を示したものである。定期市は 25 ヶ所あっ

たが，県域における定期市の分布には，北部は密で南部は疎であるという特徴が読み取れる。

これは県城以北が平野で，以南は丘陵地という地形が関係していると推定される。定期市の

規模について，楊慶堃は鄒平県の定期市を一等集，二等集，三等集の三段階に分類している。

一等集は県城と孫家鎮，二等集は明家集と青陽店，残りはすべて三等集であり，定期市の位

置関係から分類されている。一等集である孫家鎮は，大車路の交差点付近にあり，小清河に

通じる汽車路がある交通の要所である。小清河は済南につながり，汽車路は膠済鉄道の重要

な集散中心となる周村へつながる。二等集である明家集も大車路の交差点に位置し，鄒平県，

章邱県，斉東県などの県城及び周辺の各集落へとつながる大車路がある。明家集も，比較的

交通の利便性が高い。三等集は，一般的に田家官荘のような 1 本の大車路があり，そのほか
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には各集落に通じる小道があるような場所に位置する。三等集の分布は，小清河の主流と支

流の間において高密度になっている。 

 

第 4-4 表 鄒平県における来集村の 

定期市からの距離 

 

第 4-5 表 鄒平県における定期市の集客半径 

 

（楊慶堃「市集現象所表現的農村自給自足」『天津大公

報』1934 年 7 月 19 日第 11 版，に基づき筆者作成） 

 

（楊慶堃「市集現象所表現的農村自給自足」『天津大公報』

1934 年 7 月 19 日第 11 版，に基づき筆者作成） 

 

定期市の支配圏について，第 4-4 表は鄒平県の各定期市を利用する集落から市までの距

離を示したものであり，第 4-5 表は第 4-4 表に基づきまとめたものである。第 4-5 表をみる

と，集客半径が 0-4.9 里（0～2.8km）の市は 4 ヶ所，5-9.9 里（2.88～5.7km）は 7 ヶ所，

10 里（5.8km）以上は 3 ヶ所である。このことから，天野は 5～10 里（2.88～5.76km）が，

農村集市の集客範囲において最も普遍的であるとしている 53）。この範囲は G.W.スキナーが

提唱した標準市場圏の大きさ（半径 3.1～6.1km）54）とおおよそ一致していると言える。楊

慶堃は「地方の不文律で以て五里以内に，二つあるいはそれ以上の市集を設けることが出来

ない。それは，市集と市集との間が近すぎると，競争が必ず起こり，市集の税捐（斗税及び

牙税）の徴収を請負う包税人は，顧客及び税捐を維持するために，県政府に訴え出て新市集

の成立を抑止し，以て旧市集の税収を維持し，旧市集の顧客が新市集に吸収されないよう，

阻止するからである」55）と解釈している。 

 定期市の市日については，定期市毎に記されていないが，楊慶堃はすべての市は 5 日に

一回開かれ，市日は旧暦の 1・6，2・7，3・8，4・9 と 5・10 であり，隣接している市の市

集名
集落と定期市の
間の距離（里）

孫家鎮 10.0

王伍荘 8.7

輝李荘 6.5

花溝 7.0

田家官荘 3.6

腰荘 4.2

田鎮小集 5.0

小店 5.0

韓家店 9.0

段家荘 7.2

顔家集 4.0

劉聚橋 4.8

明家集 10.0

城関 10.0

半径里数 集市数

0~4.9 4

5~9.9 7

10~15.0 3

総数 14
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日は重複しないようにしていると記録している 56）。定期市の開市時間は，一等集は朝 6-7

時から開市し，9-12 時は人が最も多く，12 時以降には人が少なくなり，15 時頃に終了す

る。二等集は朝 6-7 時から開市し，12 時過ぎに終了する。三等集は朝 7-8 時に開市し，11

時以降に終わる。また雨天であれば，すべての市は開催されない。 

定期市を利用する人口数と集落数は，第 4-6 表と第 4-7 表に示した通りである。 

 

第 4-6 表 鄒平県における各定期市の      

利用人口数と集落数 

 

第 4-7 表 鄒平県における各定期市の      

活動範囲内の人口分布 

 

（楊慶堃「市集現象所表現的農村自給自足」『天津大公報』 

1934 年 7 月 19 日第 11 版，に基づき筆者作成） 

 

 

 

（楊慶堃「市集現象所表現的農村自給自足」『天津大公報』 

1934 年 7 月 19 日第 11 版，に基づき筆者作成） 

 

 

楊は定期市を一～三等の区分とは別に，「基本集」と「補助集」に分けて示している。天

野によると，「基本集」とは，地方人の日常生活の普通の需要を充たす程度の市であり，そ

の商品の種類も，僅かな数種の簡単な食料品・日用雑貨に過ぎず，その数量も比較的少ない。

「補助集」とは近隣集落の基本的又は例外的需要を充足するものである 57）。第 4-6 表は鄒

平県における基本集の利用人数と利用集落数を示したものである。利用人数が最も少ない

集名 人口数（人） 集落数

田家官荘 1,753 8

樊家荘 2,892 7

腰荘 3,317 9

顔家集 3,803 9

小胡家荘 3,836 8

徐荘 3,951 7

蒙家荘 4,102 9

崖鎮 4,511 12

劉聚橋 4,692 10

韓家坊 5,007 9

新民鎮 5,118 8

王伍荘 5,447 13

辛梁鎮 5,966 14

龍桑樹 6,280 19

石家荘 7,082 22

輝李荘 7,614 20

小店 7,657 16

宋家集 8,205 15

段家荘 9,259 22

花溝 9,839 21

明家集 11,625 23

青陽店 12,137 17

韓家店 14,899 31

孫家鎮 17,858 60

城関 48,453 83

各集市利用人口数
（人）

基本集 補助集

0~1, 999 1 0

2000~3,999 5 0

4,000~5,999 7 0

6,000~79,000 4 0

8,000~9,999 3 0

10,000~19,999 1 3

20,000~29,999 0 0

30,000~50,000 0 1

合計 21 4
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のは田家官荘の 1,753 人で，最も利用人数が多いのは韓家店の 14,899 人である。基本集の

平均利用人数は 5,963 人である。補助集について，最も利用人数が少ないのは明家集の

11,625 人で，最も多いのは城関の 48,453 人である。補助集の平均利用人数は 22,518 人で

ある。 

 第 4-6 表の人数を階級区分してまとめたのが第 4-7 表である。第 4-7 表をみると，21 ヶ

所の基本集のうち，7 ヶ所の利用人数は 4,000～5,999 人であり最も事例数が多い。また，

4 ヶ所の補助集のうち，3 ヶ所の利用人数は 10,000～19,999 人である。鄒平県では，天野

が指摘するように「約 6 千人が結合して，1 つの基本集の活動単位をなし，また 4 つ乃至 6

つのこのような基本的な単位が結合して，1 つの約 2 万人の補助集の活動単位をなしてい

る」58）と解釈できる。従って，「鄒平の農村社会は 5～10 里（2.88～5.76km），又は 6 千人

～2 万人のいくつの零細単位に分割され，その各単位の中に，1 個あるいは数個の市集があ

って，経済交通の中心をなしている」59）のである。 

 定期市の交易者の大部分は，付近に居住する農民で，とくに三等集には農民が多く訪れて

いた。農民は定期市で自家産の農産品を販売していた。集落内の小店舗経営者は，自身の店

舗の商品を補充するために定期市へ訪れる場合があった。また，ごく少数であるが，他地域

の貨物を持ってくる遊行商人が存在した。農村の定期市には正式な組織がなく，小販売者は

貨物を持参し，標準価格を決め，納税し，完売後は帰る。定期市の治安は法律により保たれ，

売買の公平は秤局と斗局により管理された。食糧，棉花の売買は官秤官斗で量り，それによ

り税額を決め，納税させた。 

取引方法は 3 種類に分類される。一つ目は仲介人がない取引で，農民が自家産の食糧や

布などを市に持参して売る形態である。この取引方法が最も多いとされる。二つ目は生産者

と購入者の間で仲介を一度経る取引で，三つ目は二度の仲介を経る取引である。 
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第 4-15 図 鄒平県城西関における定期市の構成と位置 

注：●は判読できない文字を示す。 

（楊慶堃「二個農村市集調査的嘗試」『天津大公報』1933 年 7 月 8 日第 11 版，に基づき筆者作成） 

 

 第 4-15 図は，鄒平県県城の西関に開かれる定期市で取扱われる商品とその配置を示した

ものである。当該の定期市においては，雑穀類，蔬菜類，鶏と鶏蛋（卵），家畜，靴・雑貨・

花布などの 10 種類が販売され，販売場所がそれぞれ分かれていた。商品の種類により，食

糧市，野菜市，家畜市などと呼ばれており，各市の場所は決まっていた。第 4-15 図にみる

ように，市は道路沿いにあり，牲畜市はほかの市からやや離れた場所に設置されていた。 

 取引される商品について，天野は，多くの定期市（三等集）で取引される商品として「（1）

農家の生産品―糧食・糖・肥料・塩等々，（2）日用の茶点―豆腐・酒・大餅等々，（3）日用

の雑物―洋火・香（線香）・燭（ろうそく）等々」60）を紹介している。そして，鄒平県の一

等集，二等集の商品として，以下の品目が挙げられている 61）。 

 

1 食物―如糧食，蔬菜，肉類，雜糧等。 

2 雜耗品―如洋火（マッチ），煤炭（石炭）等。 

3 安息品―如茶葉（茶），點心（菓子），烟（煙草）等。 

4 日用品―如洋貨，銅鐵器，陶器等。 

5 服用品―如洋布，土布，衣，帽等。 

6 文房用具 

7 宗敎品―如香（線香）及黃表（神仏を祭るのに用いる黄色い紙）等。 
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8 生產品―如農具，菜種，肥料，花，紗，牲口（家畜）等。 

9 娯楽―如唱戲（芝居），賭博（賭け事），雜耍打武（手品・曲芸など）等。 

10 執役―如剃頭（理髪），卜卦（占い），補鞋（靴の修理），医薬等。 

11 雜項。 

 

 上述の品目には，糧食，蔬菜，菜種，牲口など農民自身が生産できるものがあるとともに，

煤炭，銅鉄器，陶器など，農民による生産は難しく，他から移入により入手したと思われる

品目がある。また，唱戲，賭博，雜耍打武等の娯楽項目や剃頭，卜卦，補鞋などの商売も行

われていた。一等集，二等集の品目は多岐に渡っていた。 

 

第 4-8 表 鄒平県 10 ヶ所の定期市における各種貨物の来源地 

 

（楊慶堃「市集現象所表現的農村自給自足」『天津大公報』1934 年 8 月 30 日第 11 版に基づき筆者作成） 

 

 第 4-8 表は，鄒平県の 10 ヶ所の定期市における各種貨物の来源地を示したものである。

来源について楊慶堃は 50 里（28.8km）以内，51-100 里（29.4～57.6km），101-300 里（58.2

～172.8km）， 300 里（172.8km）以上の 4 つの範囲に区分している。各定期市の合計をみ

ると，各種貨物の来源地は，50 里以内が 58.6%で最も多く，300 里以上は 24.9%でそれに

次ぐ。51-100 里は 2.7%で最も少なく，101-300 里は 13.8%で，51-100 里よりやや上回る。

また，各定期市の貨物の来源地についても同じ傾向がみられる。このような貨物の来源範囲

の差異について，貨物の種類に注目して検討する。各来源範囲に含まれる主要貨物を示した

のが第 4-9 表である。 

総額（＄） ％ 総額（＄） ％ 総額（＄） ％ 総額（＄） ％ 総額（＄） ％

孫家鎮 15,690 52.4 720 2.4 6,690 22.3 6,850 22.9 29,950 100.0

王伍荘 3,710 81.2 120 2.6 280 6.1 460 10.0 4,570 100.0

輝李荘 2,485 63.7 210 5.4 375 9.6 830 21.3 3,900 100.0

花溝 4,870 60.8 170 2.1 500 6.2 2,480 30.9 8,020 100.0

田家官荘 455 60.7 ― ― 70 9.3 225 30.0 750 100.0

腰荘 720 60.0 70 5.8 ― ― 410 34.2 1,200 100.0

田鎮小集 465 57.4 30 3.7 40 4.9 275 34.0 810 100.0

小店 4,135 45.7 300 3.3 1,420 15.7 3,195 35.5 9,050 100.0

韓家店 5,885 65.3 180 2.0 730 8.1 2,210 24.6 9,005 100.0

段家荘 6,090 69.9 280 3.3 380 4.4 1,960 22.5 8,710 100.0

合計 44,505 58.6 2,080 2.7 10,485 13.8 18,895 24.9 75,965 100.0

合計50里以内
市集名

51-100里 101-300里内 300里以上
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第 4-9 表 鄒平県 10 ヶ所の定期市における主要貨物の来源範囲 

 

（楊慶堃「市集現象所表現的農村自給自足」『天津大公報』1934 年 7 月 19 日第 11 版に基づき筆者作成） 

 

 第 4-9 表をみると，50 里（28.8km）以内の主要貨物は糧食（食糧，蔬菜，小麦粉など），

線香などの消耗品，壼形のランプなどの日用品，器具（木器，柳の枝，桑の枝など），大車

用の皮貨などである。これらの貨物の生産地は周辺集落の農家，あるいは地方の小手工業坊

などである。これらの品目は農民の日常生活に不可欠なものである。来源範囲が 50 里以内

の貨物は農家や地方の小手工業者が生産しやすい物である。そのため 50 里以内から集荷さ

れた貨物は最も多い。51-100 里（29.4～57.6km）の範囲から集荷されたものは，章邱産の

葦蓆子，周村産の洋靴下，帯子，筆，墨，印刷品，酒などがあり，50 里以内の貨物とは種

類に差異がある。これらの貨物は日常生活における必要度合いは高くなく，販売額も少ない。

101-300 里（58.2～172.8km）からの貨物は，おもに臨淄の陶器・蒙陰沂水産の烟葉・沙頭

北珵子産の咸魚・済南の工業品等である。この範囲には済南の小規模な日用品などの機械工

業品があり，博山の煤炭などの鉱物もある。300 里（172.8km）以上の主要貨物としては，

青島および上海の隣寸・香煙・洋紗・洋布・機製品・日本産洋紗・布疋・洋鉄・鉄器・日用

品・河南清化産竹器・山東曲阜産蓆子・濰県の布疋・上海の文具・安徽浙江産茶葉・江蘇産

錫箔・外国産家畜などがあり，品数は多い。これらの貨物は鄒平県内で生産されたものと大

きな差異がある。当該範囲には沿岸の港があるため，海外の輸入品及び全国からの生産品が

含まれる。高価な品が多いため，300 里以上の貨物の販売額は高いと考えられる。これは，

貨物を農産品，手工業品，機械工業品に分類し，来源範囲別にまとめた第 4-8 表のデータか

らも裏付けられる。 

 また，第 4-10 表によると，来源範囲が 50 里以内の貨物のうち 80％は農産品で，20％は

地域別 品目

50里以内

糧食・蔬菜・糕(菓子)・麺（（小麦粉）・豚肉・点心（菓子）・掛麺（素麺）・鶏・

蛋・蚊香草・洋鉄の壺燈（壺形のランプ）・木器・柳条（柳の枝）或は桑条（桑の枝）
等の器具・土布・靴子・衣服・香（線香）・燭（ろうそく）・大車用の皮貨・牲口・菜
種・木材・一部の鉄器等

51-100里
章邱産葦蓆子（葦で作られた蓆）・周村産洋襪下（靴下）・帯子・筆・墨・印刷品・
鏡・酒等

101‐300里 臨淄の陶器・蒙陰沂水産の烟葉・沙頭北珵子産の咸魚（海魚）・済南の工業品等

300里以上
青島上海の隣寸・香煙（煙草）・洋紗・洋布・機製品・日本産洋紗・布疋・洋鉄・鉄
器・日用品・河南清化産竹器・山東曲阜産蓆子・濰県の布疋・上海の文具・安徽浙江産
茶葉・江蘇産錫箔・元表（不明）・外国産牲口等
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手工業品であり，機械工業品はない。それは鄒平県から半径 50 里（28.8km）以内には機械

工業品の生産地がないことが要因として挙げられる。半径 51-100 里（29.4～57.6km）の貨

物のうち，手工業品は 88.1%に達し，機械工業品は 11.9%で，農産品はない。農産品がない

のは，すでに指摘したように，農民の定期市の利用範囲としては半径 5-10 里（2.88～5.76km）

が最も利用頻度が高く，通常は自家産の農産物を付近の定期市に販売し，50 里以上離れた

定期市に売りに行くことはほとんどなかったためである。また，半径 51-100 里の範囲にお

ける農産物は 50 里以内のものと差異がなく，51-100 里からの農産品はほとんど必要とさ

れなかったためと考えられる。そして，この範囲の機械工業品は，周村に機械工業があるた

め，周村から来た可能性が高い。その他に，顔家橋には醸造業があり，手工業品は周村や城

鎮，または付近の手工業者のいる集落から集荷されたと考えられる。半径 101-300 里（58.2

～172.8km）の貨物のうち，農産物は 64.3%，手工業品は 9.1%，機械工業品は 26.6%を占

める。農産品が多いのは，101-300 里の範囲の地理環境は，50 里以内とは異なるため，農

産品の種類に差異がみられるためと考えられる。当該範囲にある済南は工業が盛んであり，

臨淄は陶器生産の中心地で，蒙陰沂水は烟葉の生産地である。300 里（172.8km）以上の距

離から集荷された貨物のうち，農産品は 36.9%，手工業品は 18.3%，機械工業品は 44.8%で

ある。どの品目においても一定数の貨物があるのは，集荷範囲に青島のような港があり，全

国の農産品や手工業品と機械工業品が，また外国の農産品，手工業品と機械工業品が運ばれ

てきたためと考えられる。 

 

第 4-10 表 鄒平県 11 ヶ所の定期市における各種貨物の来源地と金額 

 

（楊慶堃「市集現象所表現的農村自給自足」『天津大公報』1934 年 8 月 30 日第 11 版，に基づき筆者作

成） 

 

 

50里以内 51-100里 101-300里 300里以上 合計

＄ 36,705 ― 6,775 7,195 50,675

％ 80 ― 64 37 65

＄ 9,190 1,850 955 3,375 15,570

％ 20 88 9 18 20

＄ ― 250 2,805 8,745 11,800

％ ― 12 27 45 15

＄ 45,895 2,100 10,535 19,515 78,045

％ 100 100 100 100 100

農産品

手工業品

機械工業品

合計

地域別
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第 7節 集落からみた定期市－歴城県冷水溝を中心に－ 

 

冷水溝荘は歴城県にある一集落で，済南市の東北 25 里（14.4km）にある。戸数は約 370

戸，人口は約 1,000 人である。耕作地は合計約 42 頃（280ha）で，そのうち，約 14 頃は水

田である。生産された米はすべて商品として販売される。水稲は集落の重要な産品で，畑は

26 頃で，主に麦・高粱・粟等を作っている。 

 冷水溝荘の村民が，最も利用する定期市は冷水溝荘から 6 里（3.5km）離れた王舎人荘で

ある。そのほか，沙河，大辛荘，壩子，韓倉もよく利用される。沙河は冷水溝荘から 4 里

（2.3km），大辛荘は 8 里（4.6km），壩子は 10 里（5.76km）離れている。18 里（10.4km）

の距離にある東王荘 62）と，25 里（14.4km）離れた済南も利用されるが頻度はさほど高く

ない。以上から，冷水溝荘の村民が利用する定期市は半径 4～25 里（2.3～14.4km）の範囲

内であると推定される。 

 

第 4-16 図 歴城県冷水溝荘 

注：1）★は王舎人荘を利用する集落 

          2）東王荘の位置は不明のため，図示していない。 

（「済南」北支那十万分一図西八行北二段済南五号，T4 年略測図，S9・S10 年要部修正略測図， 

S6 年製版，S9 年方眼描入，S11 年修正改版，岐阜県立図書館所蔵，をベースに， 

『中国慣行調査』（第 2 冊 集落は 232 頁)の記述に基づき筆者作成） 
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第 4-16 図は，歴城県冷水溝を中心に，周辺地域を示したものである。冷水溝荘は王舎人

荘，沙河，大辛荘，壩子，韓倉に囲まれ，ほぼ中央に位置している。 

各定期市の市日について，王舎人荘は旧暦の 2・7 日，沙河は 3・8・5・10 日 63），壩子

は 1・6 日，大辛荘は 4・9 日，韓倉は 5・10 日，東王荘は 3・8 日である。利用頻度の低い

東王荘を除くと，残りの定期市の市日は 1～10 日の間に順に並んでいる。そのため，冷水

溝荘を中心に半径 4～10 里（2.3～5.8km）の範囲では毎日定期市が利用できたと考えられ

る。 

王舎人荘の定期市を利用する集落は「冷水溝荘，楊家屯，李家庄，郭家庄，趙家庄，牛王

庄，陳家庄，皮家営 64），梁王庄等」65）で，これらの集落を第 4-16 図で比定すると，冷水溝

と牛王庄は王舎人荘から最も遠く，約 4km 離れている。陳家庄は最も近く，距離は約 1km

である。そのため，王舎人荘の市を利用する集落は半径 1～4km の範囲内であると考えら

れる。 

定期市の規模は王舎人荘と壩子が最大で，最小は沙河である 66）。また，大辛莊の定期市

は沙河よりやや大きい 67）。定期市における取扱商品は，王舎人荘では，麦・粟・豆・高粱

などの穀類 68），大根・菠菜・白菜・葱・野菜 69）などの野菜類，面粉・豆餅などの加工品類，

自家製綿・綿布・洋火・石油・石鹸・玉子などの日用雑貨類 70），鶏・鴨及び家畜類などであ

る。壩子では家畜類が取引されおり，沙河と大辛莊には青菜と肉の市があるが，牲口市はな

い 71）。また，どの市でも雑貨雑穀が扱われている 72）。ここから，農村の定期市においては，

農民たちの生活に密接に関わる穀物，野菜，日用雑貨などが主に取引されていたといえる。

また，規模の小さい市においては商品の種類が少なく，大きい市では商品の種類は豊富であ

ることが指摘できる。これらの商品の来源地は，穀物，野菜，家畜などは定期市周辺の農村

が中心で，雑貨類は済南から運ばれたものが多い。また，済南付近の集落は耕地が狭小であ

ることから食糧を購入する必要があり，かつては黄河の水運により河北省から高粱を運ん

でいたが，鉄道が開通した後，それは鉄道で運搬されるようになった 73）。 

王舎人荘の定期市は午前 8 時頃から正午まで開催され，遅い場合でも 13 時には終わる。

市は駅へ通じる街上に開かれ，露店だけでなく店舗もある。定期市に出店する場合，地攤銭

という定期市の道路利用料金を，道路両側の土地所有者に支払う。道路の中央まで両方の土

地所有者の所有地である。地攤銭の金額は不定で，販売の大小によって差異がある。おおよ

そ，雑貨商は 3，4 元，食糧商は 2，3 元を節季・年末等に分けて支払う。市では，糧食市・
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青菜市・鶏子児市などの品目ごとの位置が決まっているが，糧食市の場所は毎回変化する。

74） 

市での取引は，商人，農民ともに自由売買である 75）。定期市には農民を主として，糧販

と仲介人などが集まる。農民は自家産の穀物を市に持参し，一方でその穀物は自家食用に農

民が購入する場合が多い 76）。農民のほかに，糧販も定期市における重要な買手である。糧

販とは穀物を荘内で買付け，済南の糧舗に販出する人物である 77）。冷水溝荘の糧販は 6 人

で，いずれも十畝以下の耕地を所有する農民である。彼らは農業が主な生業であるが，副業

として糧販をやっている 78）。糧販はどの集落にも存在し，各農家は余分な穀物を定期市に

持ち出し，糧販はそこで売買をする。穀物の多くは車に載せ，家畜に引かせて運搬する。そ

の後，済南の糧舗に売りに行き，糧販は運賃を得る。済南での販売先はその都度決め，相場

がよい場合には毎日運搬する。麦の売買を専門とする糧販は，1910 年代頃には家で製粉し

済南に売りに行ったが，済南で麺粉公司が設立された以降は，製粉せずに販売するようにな

った。また，糧販は一人で多種類の穀物を扱うわけではなく，各種の穀物を専門的に売買し

た 79）。 

穀物の値段は，売手は値段を高く，買手は低く提示し，交渉して決める。また，品物を持

って行く場合は，前回の定期市の値段を参考にする。米・麦はさほど価格は上下しない。ま

た，麦の値段は済南の製粉工場の需要によって変化し，買入が多い場合は高くなる 80）。支

払い方法としては，糧販は麦を買付けるときに現金で払わずに口頭で取り決め，済南に到着

後に支払う 81）。定期市で糧食を取引する際には現金で売買する 82）。 

以上『中国農村慣行調査』をもとに，定期市の利用範囲や定期市における商品の種類など

を検討した。冷水溝荘を中心として毎日定期市が利用できる範囲は半径 4～10 里（2.3～

5.8km）である一方，王舎人荘の定期市を利用する集落の範囲は半径 1～4km であった。こ

れは先に第 4-13 図で示したように，黄河沿いの定期市が高密度で分布する所では，2～3km

の間隔で定期市が分布することとおおよそ対応している。また，規模が大きい王舎人荘と壩

子の定期市は大集，その他は小集に相当すると考えられ，6km 四方程度の範囲内に分布す

る定期市の規模は一様ではなく大小があったことが確認できる。定期市において取引され

た商品は主に農産物と日用品で，農産物の多くは定期市付近の農村で生産されたものであ

ったが，棉布や洋火，石油のように済南から運ばれたものもあった。また，冷水溝荘のよう

に耕地面積が少ない地域では，鉄道建設以前に黄河の水運により河北省などから糧食が運
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ばれ，付近の定期市で売買されていた。 

 

第 8節 定期市における取引物資と黄河水運 

 

 定期市は地域住民が生活する上で必要な日用品を交換・入手する場所である。前節で検討

した鄒平県，歴城県などの黄河南岸沿岸の定期市で取引された商品は，黄河水運により運ば

れた日用品が多かったと考えられる。 

 第 4-11 表は濼口碼頭を経由して，黄河航運により沿岸の各県に移入された物資を示した

ものである。表にみるように，塩と石油の移入量はほぼ同量で，諸移入品の中で最も多かっ

た。石炭と雑貨はそれに次ぎ，麦粉と燐寸がそれに続く。量は多くなかったが，煙草，白米，

砂糖，棉布，雑穀，棉糸などもあった。 

 

第 4-11 表 濼口碼頭を経て各県に移入された物資（1937 年以前） 

 

注：本表は済南商務会各公会，元濼口民船船員会李氏及び現地聞取調査を基礎として推定されたもので

ある。 

（東亜研究所・華北交通会社『元黄河（済南流路）調査報告』1940，208 頁，に基づく）

 

品名 数量(噸)

石炭 4,990

塩 15,080

砂糖 790

燐寸 1,910

雑穀 600

石油 15,160

煙草 1,410

麦粉 2,190

白米 890

棉布 740

雑貨 4,190

棉糸 510

其他 20

合計 48,480
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 第 4-11 表に示した移入品について，その移入先を県別に示したのが第 4-17 図である。図

に見るように，石油，石炭と雑貨は黄河沿岸のほぼ各県に移入されていたが，塩は濼口碼頭

より上流域の沿岸に移入され，入海口付近では移入されていなかった。麦粉は濼口碼頭より

下流域の沿岸に移入されたが，上流域ではあまり移入されていなかった。燐寸は山東省西部

の移入量が多く，棉糸の移入量は全体的に多くはなかったが，山東省西部と入海口付近に集

中していた。 

これらの物資が各県にどのように移入されたかについて黄河沿岸の地方志をみると，斉

河県の地方志に「黄河の上流域から斉河県に入ったのは食糧や竹材，石材を積んだ船が多く，

下流域から遡って斉河県に入ってきたのは塩船が多い」83）と記録されている。東阿県では，

「ただ県域には黄河流域の帆船が最も多く，本県の豆，麦，卵を購入し，濼口へ販売するこ

とによって利潤を得る。地域の需要に応じて帰りに雑貨を運ぶ。交通は頗る便利である。」

84）と記されている。河北省の東明県では，「商人は高村，馬集などの渡口で船を雇い下航し
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て（糧食を）済南の濼口へ運び，現金と交換して，糖，紙及びその他の季節に応じた物品を

原船で運び，小売りする。」85）と記載されている。これらの記載から，食糧などは黄河航運

の船を利用し，濼口碼頭に運び，帰りの船に，塩，糖紙，雑貨などの物品を載せて黄河を遡

っていたと考えられる。 

 

第 4-12 表 濼口駅を経由して黄河水運により 

沿岸に移入された物資（1937 年以前） 

 

注：盧溝橋事件前平常一年北支各線駅別貨物発着統計に基づく。 

（東亜研究所・華北交通会社『元黄河（済南流路）調査報告』1940，219 頁，に基づく） 

 

黄河沿岸に移入された物資の来源地は，第 4-12 表にみるように，津浦鉄道の濼口駅を経

由したものとして石炭，骸炭と麦粉があった。石炭と骸炭は博山，麦粉は済南より運ばれた

ものであった。第 4-12 表を第 4-11 表と対比すると，第 4-12 表の石炭と麦粉の量は第 4-11

表よりかなり少ない。第 4-11 表は濼口碼頭を通して黄河沿岸に移入された貨物の総量であ

り，第 4-13 表に見る濼口駅で降ろされた石炭と麦粉は，第 4-11 表の石炭と麦粉の一部に過

ぎないと考えられる。黄河沿岸に移入された物資は，鉄道で濼口まで運ばれたもの以外は，

大車を中心に利用して陸路で，済南から濼口碼頭まで運搬された。第 4-11 表で示した石炭

と麦粉以外の物資について，塩は小清河水運を利用して沿海から濼口まで運ばれたが，残り

は産地から済南に鉄道で輸送され，さらに陸路で大車を利用して，濼口碼頭まで運ばれたと

考えられる。 

これらの物資の来源について，砂糖に関しては，19 世紀末の漢口の事例によると，輸入

された砂糖は原則として外国糖であったが，華南の砂糖生産地から香港へ輸出して外国糖

として再輸入された中国産糖も多かった 86）。漢口の事例とは年代はかなり異なるが，濼口

碼頭に集められた砂糖は外国糖や再輸入された中国産糖である可能性が高いと考えられる。

燐寸は元来舶来品であったが，1920 年代に青島と上海に生産工場ができており，鄒平県の

貨物名 数量(噸) 仕出地 仕向地

石炭 1,160 博山 黄河沿岸

骸炭 30 博山 黄河沿岸

麦粉 30 済南 黄河沿岸

合計 1,220 ― ―
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定期市の事例にみるように，黄河沿岸に運ばれたものの一部は，青島と上海から来た可能性

がある。石油については，民国初期の山東省の黄河沿岸には石油精製工場はなかったため，

黄河沿岸に移入されたものは，家庭照明用の灯油とトラックに利用されたガソリンの総称

と考えられる。外国からの輸入に依頼していたため，濼口碼頭に集められた石油は青島や天

津の港に輸入されたものが膠済鉄道や津浦鉄道を利用して済南に輸送された後，さらに濼

口碼頭に運搬されたと考えられる。麦粉と棉布，棉糸については，済南と青島には製粉工場

と紡績工場があり，第 5章で述べるように，黄河沿岸で生産された棉花の原料は済南や青島

に移出され，そこで加工された棉糸は原産地に逆移入された 87）。 

以上述べたように，石油，砂糖は外国から輸入され，さらに黄河沿岸に移入された。麦粉

と棉糸，棉布はまず黄河沿岸地域から原料として小麦と棉花が移出され，済南や青島などで

加工されて，その加工品がさらに生産地に戻った。塩と石炭は他地域から黄河沿岸地域に移

入された。このように，黄河沿岸地域は外国貿易による商品経済の影響を受けると同時に，

華北内部の地域経済からの影響も受けていた。麦粉，棉布のような機械製の商品の移入は伝

統的な農村経済の消費を変化させた。そして，棉糸の移入は，農村における糸繰りして土布

を製造する方式から，機械製棉糸を購入して新土布を製造する方式へ手工業を徐々に変化

させた。黄河下流域における農村経済は外国との貿易や済南や青島などの近代産業の発達

の影響を受けて，商品化が徐々に進んでいたことがうかがえる。 

 

第 9節 小括 

 

本章では山東省を中心とする黄河沿岸における定期市の分布と機能を検討し，黄河水運

との関係を考察した。まず，清代から民国期に至る定期市密度の変化を検討し，その変化に

影響を与えた要因を検討した。清代に比べ，民国期には，黄河沿いの各県において，定期市

密度は低下している県はあったが，上昇している県が多かった。また，定期市の増加は黄河

沿いの各県において顕著であった。定期市が変化した要因として，①民国期には山東省の人

口密度が清代より増大し，定期市も増加したこと，②鉄道の開通により，済南を中心とする

内地の農産物などの流通が加速し，それにより定期市が増加したこと，③棉花の主要生産地

域においては，棉花生産および流通の増大が当該地域の商品流通の進展を促し，定期市が増

加したことが指摘できる。 
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次に，臨清県における定期市の市日配置，規模，取り扱われた商品及びそれらの関係など

を検討した。臨清県では，10 日のうち 2 回開かれる定期市（六斎市）が多かった。市日の

配置は隣接している市は異なる場合が多いが，共通している場合も存在した。定期市は大集

と小集に分かれており，その分布をみると，大集の分布間隔は 4～9km で，ほぼ等間隔に分

布しており，小集はその間に位置し，大集から 2～5km 離れて分布していた。定期市の機能

としては，大集の場合は主に棉花・糧食・牛驢を取扱い，小集の場合は棉花，もしくは棉花・

糧食，または糧食のみを扱っていた。大集と小集とを比較すると，大集では家畜の売買が行

われたことに特徴があった。 

続いて，黄河沿岸における清代から民国期にかけての定期市について，分布の変化を長

清・歴城・斉河・済陽の 4 県を事例に検討し，以下の点を指摘した。①民国期の定期市の数

はかなり増加し，長清県，斉河県と済陽県においてその傾向は顕著である。②清代の定期市

の多くは存続しており，とくに膠済鉄道沿いの定期市の多くは清代にも確認できる。③新設

された定期市は長清県，斉河県と済陽県の黄河沿岸に多く分布しており，黄河から離れた斉

河県と済陽県の各地域で増加した定期市は均等に分布している。④津浦鉄道沿い，特に黄河

北側部分には南岸の鉄道沿いよりも定期市数の増加が顕著である。定期市増加の傾向から，

黄河沿岸地域の農村における商品取引は，清代より民国期に進展したと考えられる。また，

民国期の定期市は，黄河沿いでは 2～3km，山間地域では 3km 以上の間隔で分布していた。  

さらに，鄒平県と歴城県を事例に，定期市の構造，取り扱われた品目及びその来源地，利

用する人の範囲などを検討した。鄒平県では，定期市の規模はその立地と関わっており，規

模が大きい市は交通の要所に位置していた。多くの定期市の集客範囲は半径 5～10 里（2.88

～5.76km）であった。定期市で取引される商品の種類と来源地について，鄒平県の場合は，

50 里（28.8km）以内の貨物は農産品が 80％を占めていた。51-100 里（29.4～57.6km）の

貨物は手工業品が 88.1%に達し，101-300 里（58.2～172.8km）の貨物において農産品は

64.3%，手工業品は 9.1%，機械工業品は 26.6%を占めていた。300 里（172.8km）以上の貨

物においては，農産品は 36.9%，手工業品は 18.3%，機械工業品は 44.8%であった。鄒平県

を中心とする半径 50 里以内の地域の生業は主に農業で，定期市で流通していた農産物の多

くは付近の農家により生産されたものであった。一方，日用品の中には遠距離の輸送により

供給される物があった。 

集落からみた定期市について，歴城県冷水溝荘では，毎日市が利用可能な範囲は半径 4～
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10 里（2.3～5.8km）であり，王舎人荘の定期市の利用範囲は半径約 1～4km であった。歴

城県の事例は，王舎人荘の定期市の利用範囲はやや狭いが，鄒平県の多くの定期市の集客範

囲は半径 5～10 里（2.88～5.76km）であったことと，おおよそ一致しており，当時の黄河

沿岸地域の基礎的な定期市の市場圏は半径 2.3～5.6km であったとみることができる。そし

て，これは G.W.スキナーが提唱した標準市場圏の大きさ（半径 3.4～6.1km）とおおよそ一

致しているといえる。 

取引商品は主に農産物と日用品で，農産物の多くは定期市付近の農村で生産されていた

が，日用品のなかには棉布や洋火，石油のように済南から運ばれたものもあった。また，冷

水溝荘のように耕地面積が狭小である村では，他地域から移入される場合があり，その運搬

には，鉄道敷設以前は黄河の水運が用いられ，河北省などから運ばれた。 

最後に，濼口碼頭経由で黄河沿岸の各県に移入された商品を検討した。黄河沿岸の定期市

で取引された外来の物資は主に塩，燐寸，石油，小麦粉，砂糖，棉糸，石炭など，農家が生

産し難い，あるいは不可能な日用品であった。これらの商品は濼口を拠点とした黄河水運で

各県に移入された。これらの商品から黄河沿岸における農村経済の変容をみると，燐寸，石

油，砂糖は国産品もあったが，外国からの輸入品と考えられ，麦粉，棉糸と棉布は，黄河沿

岸地域から原料として移出された小麦，棉花が，済南や青島などで加工され，さらに生産地

に戻った加工品であった。塩と石炭は他地域から黄河沿岸地域に移入されたものであった。

このように，黄河沿岸地域は外国貿易の影響を受けると同時に，華北内部の地域経済からの

影響も受けて商品化が進んでいたといえる。 
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第 5章 黄河下流域の農産物流通ー山東省を中心にー 

 

第 1節 本章の課題 

 

山東省の西部，済南より河北省東明県の区間は鉄道から離れている地域である。そのた

め，鉄道沿線のように鉄道を利用する商品流通はできなかった。この地域は黄河が貫流し

ており，従来の商品流通は黄河の水運を利用したと考えられる。 

山東省の商品流通について，これまでの研究はほとんど山東省の経済に着目したもので

ある。王欠 1）は 1927 年から 1937 年までの山東省の農村土地配分を紹介した上で，小麦，

落花生などの商品作物を中心とする農村経済の変化を考察し，それに影響を与えた地形，

気候などの地域差を分析した。石会輝 2）は青島，済南，煙台などを中心に商品の流通を分

析した上で，民国期における山東省の商業の全貌を概観し，その発展に影響を与えた要素

を検討した。張学見 3）は民国期の膠済鉄道及び沿線の経済などに注目し，済南を含む膠済

鉄道沿線の都市や落花生，棉の集散と流通を検討した。 

このように，山東省全体を視野に入れて，農産物を中心とする商品流通を検討した研究

があると同時に，鉄道に重点をおいて商品の流通を考察したものも存在する。しかし，黄

河水運に注目した商品流通の研究は全くなされていない。本章では黄河沿岸における農産

物の流通に注目し，山東省の農産物の生産を把握した上で，まず済南をめぐる農産物の流

通を，その移出先，農産物の輸送手段，輸送会社などの面から明らかにする。つぎに，棉

花を事例に，臨清県より済南に至る流通過程及びその輸送を検討する。最後に，濼口碼頭

を中心とする農産物について，それがどのように，どこへ運ばれて行ったかを鉄道輸送の

関わりなどから検討し，農産物の輸送に黄河水運が果たした役割を考察する。 

 

第 2節 研究の史資料 

 

（1）中国の刊行史料 

第 1 章で述べたように，『中国実業誌』は中国全国の実業的統計の基礎を築くことを目

的として，1932 年に国際貿易局が実業部の訓令を受けて調査を行ったものである。史料に

は山東省の農業，商業，交通，都市など全般に関わる基礎データが収録されている。その
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うち，農産物については，各県における農産物の生産量，販売量，販売先などが記録され

ている。また，交通については，鉄道と黄河水運に関するデータは詳細ではないが，陸路

運送に利用される省道と県道は路線名を記し，その途中で経由した重要な地点の名称も記

載されている。また，各路線を利用した輸送手段及び輸送された貨物，運賃なども詳しく

記されている。そのため，これは当時の山東省における農産物の流通を検討するには非常

に貴重な史料である。 

「山東省棉花生産与運銷」は華北二大産棉地区である山東省と河北省の実況を明らかに

するため，1935 年 3 月から 5 月まで，南開大学経済研究所が天津金城銀行と合同で山東

省における棉花の生産と運銷の概況を調査した結果をまとめたものである。調査員である

劉思久と載延曾は三ヶ月かけて，各産棉区及び青島，済南で実地調査を行い，史料を収集

した。呉知は当該収集史料を主に，他の史料も参考にしながら，これをまとめた。その内

容は山東省における棉花の生産，集散状況，市場における取引，輸送と販売にかかる費用，

販売先などの諸方面に渡っている 4）。 

 

（2）日本人による調査資料 

『支那農業基礎統計資料』は中国農業の全国的，網羅的な統計数字を得ることを目的と

して編纂されたものである。東浦庄治の下で整理・編集され，全 2 冊からなっている。第

1 冊は国民政府主計処統計局『各省農業概数估計総報告』（1932）を台本として補正・再編

したもので，その台本は 1933 年 5 月に統計月報の農業専号（1-55 頁）にも再版された。

第 2 冊は実業部中央農業実験所『農情報告』（1933-1937）を整理・編集したものである 5）。

第 1 冊は中国全土，各省各県別の数字を網羅的に集計しているため，山東省の農産物の概

要を把握するには有用な資料である。 

 『山東棉業調査報告』は 1938 年に満鉄・北支那事務局調査部により刊行された調査史

料である。この資料はもともと 1935 年に金城銀行総経理処天津調査分部が調査した『山

東棉業調査報告』（中国語）を満鉄・北支那事務局調査部農産係の片山英夫が翻訳したもの

である。山東省における棉花の生産，種類，品質，販売，市場，取引などが詳細に記され

ている。そのうち，済南の市場組織，取引状況などが記されており，済南における棉花の

流通を検討するのに有用な資料である。 

『元黄河（済南流路）調査報告』は山東省の土木，水運，農務，林業，河川，黄河沿岸集
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落などの調査からなっている。水運に関する部分は 1940 年に，東亜研究所及び華北交通

会社により調査された。主に，黄河の済南流路 6）を中心に，黄河の河道が変化する前とそ

の後との比較をして，船舶，水運業者，碼頭の状況などを調査した記録である。なお，当

該流路は 1855 年から 1938 年にかけて黄河水運が盛んであった。 

 

第 3節 山東省の農産物の概要 

 

 山東省は中国において重要な農産物生産地の一つである。生産される農産物には小麦，

大豆，高粱，粟，甘藷，落花生など豊富な種類がある。 

 

第 5-1 図 山東省における主要農産物生産量の割合（1932 年） 

（東亜研究所第五調査委員会『支那農業基礎統計資料 1』 

東亜研究所，1940，2-7 頁，に基づき筆者作成） 

 

第 5-1 図をみると，山東省における農産物で生産量が多いのは小麦，大豆，高粱，粟，

甘藷，落花生などである。その中で，小麦は最も多く，全農産物生産量の 28％に達し，高

粱と粟は小麦に次ぎ 17％を占めるが，大豆は 16％で第 4 位である。甘藷と落花生はそれ

ぞれ 9％と 6％を占めるが，大麦や棉花などの生産量は少ない。これらの農産物の中で，甘

藷と高粱，粟は自家用食糧で市場には出さない。それに対し，小麦，大豆，落花生は商品

作物として生産されていた。また，棉の生産量は 1％しかないが，山東省における主要商

品作物の一つであった。 
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第 5-2 図 山東省における主要農産物の生産量分布 

（実業部国際貿易局『中国実業誌 12』（山東省第 2 冊）， 

宗青図書公司印行，1934，のデータに基づき筆者作成） 

 

主要農産物の生産量分布を示した第 5-2 図をみると，小麦，粟，高粱，大豆，落花生は山

東省の各県においてほぼ全般的に作付けられており，生産量は黄河沿岸で高い傾向が見ら

れる。また，棉花はその生産地は黄河沿岸に集中している。第 5-2 図から黄河沿岸は山東省

における農産物の重要な生産地であるといえる。 
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第 4節 済南をめぐる農産物の流通 

 

（1）県別にみた黄河沿岸農産物の移出先  

『中国実業誌』に記載されている山東省の黄河沿岸の各県における農産物の移出先を示

したものが第 5-3 図，第 5-4 図，第 5-5 図である。第 5-3 図にみるように，黄河沿岸の大部

分の県で生産された小麦は 4 分の 1 以上が県外へ販売され，その移出先は天津，青島，河

南省，河北省も僅かに見られるが，ほとんど済南に集中している。第 5-4 図に示されるよう

に，黄河沿岸の大豆は主に済南に移出されたが，済寧と周村にも移出された。自家用を含め

た生産量と移出量をみると，済南より西の黄河沿いの各県が比較的多く，これらの県におけ

る大豆の 4 分の１以上が済南に輸送された。また，全体的にみると，黄河南岸における大豆

の生産量と移出量は北岸よりかなり多い。 

 

第 5-3 図 山東省黄河沿岸における小麦の移出先 

（実業部国際貿易局『中国実業誌 12』（山東省第 2 冊），宗青図書公司印行， 

1934，22（戊）-28（戊），に基づき筆者作成） 
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第 5-4 図 大豆の移出先 

（実業部国際貿易局『中国実業誌 12』（山東省第 2 冊）， 

宗青図書公司印行，1934，90（戊）-97（戊），に基づき筆者作成） 

 

第 5-5 図 落花生の移出先 

（実業部国際貿易局『中国実業誌 12』（山東省第 2 冊）， 

宗青図書公司印行，1934，198（戊）-203（戊），に基づき筆者作成） 
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第 5-6 図 山東省における棉花の集散 

（南満洲鉄道株式会社北支経済調査所編『臨清県における棉花の流通事情』 

南満洲鉄道調査局，1944，4 頁，に基づき筆者作成） 

 

第 5-5 図にみるように，落花生は青島と天津にも移出されたが，済南への移出量は圧倒的

に多い。黄河の沿岸に関しては，北岸における生産量と移出量は南岸よりかなり多い。また，

生産量の多い県では，その移出量も多く，ほとんどの県で半分以上が移出されている。 

 先にも述べたように，山東省における棉花の生産地は大きく魯西棉区，魯南棉区と魯北棉

区に分けられる。魯西棉区は津浦鉄道以西，黄河以北の各県を包括しており，魯南棉区は津

浦鉄道以西，黄河以南の各県を含み，魯北棉区は津浦鉄道以東，黄河以北及び小清河流域の

各県を包括している 7）。 

山東省における棉花の集散を示した第 5-6 図にみるように，魯西棉区の棉花は臨清県を

中心に集荷され，さらに済南や天津に輸送された。魯北棉区の棉花は主に張店，周村に集め

られた。魯南棉区の棉花は済寧を経由し済南に集荷された。済南に集荷された棉花の一部は

さらに津浦鉄道と膠済鉄道を通じて上海や青島などに運ばれた。 

山東省黄河沿岸で生産された小麦，大豆，落花生と棉花などの農産物は主に済南に輸送さ

れており，済南は黄河沿岸の農産物移出の中心地となっていたことが明らかである。 
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（2）農産物の輸送路と輸送手段 

農産物の輸送について，済南を中心とする経済圏における貨物の輸送路は大きく分ける

と，徳州，平原，禹城地方を主とする山東省北部は津浦鉄道に依っていた。高唐，臨清等の

山東省西北部及び西部は陸路馬車 8）を利用した。西南部の黄河沿岸地方は主に黄河水路民

船を，南部の泰安，済寧地方は津浦鉄道及び貨物自動車を主要輸送手段としていた 9）。東部

の小清河沿岸は小清河水運に依存していた。 

黄河沿岸の農産物輸送は，鉄道沿線においては鉄道を利用するが，河北省より済南に至る

黄河両岸の広大な地域においては，鉄道が建設されていなかったため，大車，小車輸，自動

車，河船がともに用いられていた 10）。陸路輸送に利用された道路は 1934 年の時点で省道

と県道があった。『中国実業誌 17』11）には山東省おける省道と県道について，道路名を記し

たうえで，当該道路の始点と終点，および途中で経由した重要な場所の地名を記載している。

さらに，そこで通行する交通手段，主要輸送貨物，貨物の運賃なども明記している。この情

報に基づき，外邦図でそれらの位置を確定し，「山東省歴史地図」をベースマップとして図

化したのが第 5-7 図，第 5-8 図である。図化に当って，各道の途中の経過地点が確認できな

い場合には，始点と終点を直線でつないだ。また，省境と隣接する県には他省の県と連絡す

る県道もあるが，ここでは黄河沿岸に注目するため，図には示していない。道路に関して，

省道を示したのは第 5-7 図で，県道を示したのは第 5-8 図である。なお，県道の幅は 7 公尺

（7ｍ）であり，県道の幅は 4～10 公尺（4～10ｍ）であった。 

第 5-7 図によって黄河沿岸における省道をみると，省道は大車に利用されると同時に，自

動車にも利用されていた。ただし，自動車は人の輸送のみに使用され，貨物の輸送には利用

されていない 12）。図にみるように，黄河沿岸地域における省道は本数が少なく，当該地域

の省道はあまり発達していなかったといえる。県道を利用して運搬された貨物は麦，棉花な

どの農産物の他に，煤炭，雑貨などもあった。 
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第 5-7 図 黄河沿岸における省道と輸送貨物・輸送手段 

（「山東省歴史地図」をベースマップとして使用し，実業部国際貿易局『中国実業誌 17』（山東省第 7 冊） 

宗青図書公司印行，1934，19（子）-29（子），に基づき，外邦図を参照しながら位置を特定した） 
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第 5-8 図 黄河沿岸における県道と輸送貨物・輸送手段 

（「山東省歴史地図」をベースマップとして使用し，実業部国際貿易局『中国実業誌 17』（山東省第 7 冊） 

宗青図書公司印行，1934，27（子）-92（子），に基づき，外邦図を参照しながら位置を特定した）
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第 5-8 図にみるように，県道は黄河北岸の山東省西部の県境より臨邑・徳平に至る区域に

最も密に分布している。それに対して，黄河南岸の省境より済南に至る区域における県道は

北岸に比べ少ない。また，黄河を渡り，南岸の済南より章邱，莱蕪東部まで，北岸の斉河，

臨邑，徳平より恵民，陽信までの間において，県道は非常に少なくなっている。しかし，当

該地域を第 5-7 図でみると，黄河北岸の各県は省道によりつながっている。また山東省東北

部の黄河両岸では濱，高苑，博興，桓台などを結点として県道は密に分布している。 

県道を利用するのは自動車，大車（騾車，馬車，牛車，牲畜車を含む），小車と人力車な

どである。そのうち，貨物の輸送に利用されるのは主に大車と小車である。大車の積載量は，

馬車一台（二頭立）で通常 1,000～1,300 斤 13）程度であった 14）。 

各県の間で運搬される貨物の種類をみると，麦，棉花，豆などの農産物があると同時に，

煤炭，竹貨，鉄貨，日用品，雑貨なども見られた。従って，県道は小地域間における物資の

流通に重要な役割を果たしていたことが伺える。大車を利用する場合の運賃について，臨清

と聊城の間では，100 斤を 60km 運ぶ場合 1.2 元を必要とした。恩県と高唐の間では，300

斤を 11km 運搬すると 1 元を要し，陵県から清平県までの運賃は 1 担で 2.5 角であった。

また，平陰と東平の間では 100 斤を 40km 運ぶ場合 1.6 元を要した。牛車の場合，濮県と

荷澤，荷澤と鄆城の間ではどちらも 1 日に 3 元必要であった。 

また，第 5-7 図と第 5-8 図をみると，済南と斉河は省道によって，東阿・荘平，聊城・陽

穀・寿張，汶上・寿張，鄆城・寿張，荷澤・濮は県道によってつながっている。これらの道

はいずれも黄河を横断している。このように，黄河両岸の各県が物資を交流する際に，渡船

を利用して渡河する必要があった。従って，渡口は黄河両岸の陸路を結ぶ地点であり，両岸

の人々の交流や物資の輸送に重要な役割を果たしていたと考えられる。 

 

（3）渡河の実態 

宇野 15）は河南省の孟県から鉄謝鎮へ渡った際に，黄河渡船の積載物を詳細に記録してい

る。その具体的な内容は以下のようである。 

 

  轎八百文      霊柩一千文 

  重載車毎套三百文  空載車毎套百五十文 

  重載小車百五十文  空載小車八十文 
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  牲口六十文     貨挑五十文 

  空行人二十文    空挑二十五文 

 

「轎」は輿を指している。「霊柩」は棺桶のことである。「重載車」，「空載車」と「重載小

車」，「空載小車」の車については，『支那省別全誌第八巻河南省』によると，清末・民国初

期の河南省における陸上貨物輸送には主に推車と大車の 2 種類の車が用いられていたとあ

る 16）。推車は両側の台に貨物を積載するもので，小車とも称された 17）。大車は日本の荷車

に似ており，家畜にひかせる車である。自動車が普及していなかった近代中国において，陸

上の貨物輸送は主に推車と大車に頼っていたため，ここでの「重載車」と「空載車」は大車，

「重載小車」と「空載小車」は推車のことを指していると考えられる。なお，「重載車」は

荷物を載せたものを指しており，「空載車」は何も載せてないものである。「牲口」は主に馬，

騾，牛などの家畜を指している。「貨挑」と「空挑」の「挑」は天秤棒のことであり，これ

は古来中国において，人力により荷物を運搬する際に重要な道具である。「貨挑」は貨物が

入っている天秤棒で，「空挑」は荷物なしの空の天秤棒のことを指している。「空行人」は何

も持たない人のことである。宇野の記録から黄河の渡船は大車と小車を積載できたことが

分かる。渡口の場所は異なるが，山東省においても大車と小車の渡河に黄河の渡船は重要な

役割を果たしていたことが推測できる。 

第 5-9 図は棉花を積載している大車を渡船に引っ張っている際の写真である。この写真

は大車が黄河渡船を利用する様子をよく示している。また，第 5-10 図は糧食と自動車を渡

船で運搬した際の写真である。渡船にはすでに大量の糧食が載せてあり，自動車は河岸と渡

船をつないだ板を経て乗船している。第 5-11 図は，自動車と食糧を載せた渡船が対岸に着

き，自動車が下船している際の写真である。第 5-9 図～第 5-11 図の写真を通して，黄河渡

船は物資のみではなく，大車，自動車も運んでいたことが明らかである。 
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第 5-9 図 山東省黄河渡口における棉花・大車の渡河 

（『華北画刊』第 14 期 ，第 4 版，中国華洋義賑救灾総会留影，1929，に基づく） 

 

 

 

第 5-10 図 山東省黄河渡口における糧食・自動車の渡河 

（『華北画刊』第 14 期 ，第 4 版，中国華洋義賑救灾総会留影，1929，に基づく） 
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第 5-11 図 山東省渡河した糧食・自動車 

（『華北画刊』第 14 期 ，第 4 版，中国華洋義賑救灾総会留影，1929，に基づく） 

 

（4）輸送会社 

済南に集まった貨物の輸送は，車棧（馬車宿）と輸送会社に依るのが一般的であった。車

棧は陸路で各地方に貨物の運搬をするとともに，他の地方より済南に来る馬車宿も兼業し

ていた。1918 年の済南における主要な車棧は以下の通りである。 

 

泰和馬車棧 増盛馬車棧 同福馬車棧 同裕馬車棧 東昇馬車棧 恒成馬車棧 

東万盛馬車棧 新盛馬車棧 三盛馬車棧 慶栄馬車棧 裕泰馬車棧 華与馬車棧 

徳泰馬車棧 鴻順馬車棧 同潤馬車棧 18） 

                    

 これらの車棧はすべて大きな空地を設け，馬車を備えていた。その組織の多くは合資の形

であった 19）。車棧に貨物の輸送を依頼する場合，まず貨物の数量を明確にし，次にそれに

要する運賃を定めた輸送契約を結び，車棧は荷主に対して輸送契約の保証となる書類を交

付した（第 5-12 図）。運賃は荷主が手付金のみを支払い，到着地で残額を支払った。途中の

破損等は輸送業者が負担することになっていた 20）。 
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第 5-12 図 馬車棧貨物輸送契約書 

（岡伊太郎・小西元蔵『山東経済事情：済南を主として』済南経済報社，1919，60 頁，に基づく） 

 

輸送会社については，1933 年に済南には第 5-1 表に示したように 46 社あった。当該 46 社

のうち，日本により運営されていたのは 8 社であった。輸送手段は主に津浦鉄道，膠済鉄

道，京滬鉄道と，黄河及び小清河の水運であった。水運を利用していた会社の数は 28 社に

達し，この数から水運の重要性がうかがえる。輸送貨物は土産（農産品），雑糧，雑貨など

が中心であった。 

 輸送会社による貨物の具体的な輸送について，1930 年代の史料はないが，1919 年に出版

された『山東経済事情：済南を主として』21）がある。そこに済南における中国人輸送業者

がどのように貨物を引き受けて運ぶかが記されている。それによると，済南における中国人

輸送業者はすべて相当の財力と信用があり，また，各自大小の倉庫を有していた。これらの

業者は鉄道輸送を中心としており，貨物の発送を依頼する場合，まず輸送業者に通知し，当

該業者は直ちにその貨物を引き受けて発送した。貨車の都合により遅延する場合には，輸送

されるまで貨物を輸送業者の倉庫，あるいは駅倉庫に保管した 22）。貨物の発送が終われば

駅貨物係より貨単（託送状）をもらい，依頼者に交付して託送費用を受け取った。鉄道によ

り輸送された貨物は農産物のみでなく，済南に集散されたすべてのものに及んでいた。
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第 5-1 表 済南における輸送会社（1933 年） 

 

注：表中の河運は河川による水運のことである。 

（膠済鉄路車務処『膠済鉄路沿線経済調査報告』分編（六），文華印刷社，1934，22-24 頁，に基づく） 

 

第 5節 棉花にみる農産物の流通ー臨清県の事例を中心にー 

 

（1）棉花の流通過程 

臨清県は山東省の西部に位置している。済南から約 150 ㎞離れ，県の北部に衛河が流れ

ている。第 4 章で述べたように，山東省には魯西棉区，魯北棉区と魯南棉区の三大産棉地帯

があり，臨清県で生産された棉花は魯西棉区の中で最も多かった。その大部分は農村の定期

市を経て臨清県の県城に集められ，さらにその 7 割は済南へ輸送され，3 割は天津に運ばれ

た。以下では『流通事情』に基づき，臨清県における棉花の流通過程について詳述する。 

名称 会社の場所 運転路線
資本金
(元)

貨物 所属 名称 会社の場所 運転路線
資本金
(元)

貨物 所属

悦来公司 経一路 津浦、膠済 10,000 土産雑貨布疋 中国 順利棧 経一路 津浦、河運 6,000 各種貨物 中国

汇通公司 緯一路 津浦、京滬 5,000 雑糧雑貨棉紗 中国 泰和公司 経一路 津浦、河運 6,000 各種貨物 中国

万利源 経一路 膠済、河運 5,000 土産雑貨棉花 中国 景昌隆 経一路 膠済 10,000 土産、雑貨 中国

義徳棧 経一路 膠済、河運 4,500 土産雑貨棉花 中国 大中華 経一路 津浦、河運 15,000 土産、雑貨 中国

華盛義 経一路 津浦、膠済 2,000 土産雑貨棉花 中国 興順福 天橋東 膠済、河運 25,000 雑糧、生豆油 中国

慶成棧 緯七路 津浦、膠済 3,000 土産雑貨棉花 中国 洪昌棧 緯六路 膠済、河運 10,000 各種貨物 中国

協和公司 緯九路 津浦、京滬 40,000 雑糧雑貨布疋 中国 東茂棧 経一路 膠済、河運 5,000 各種貨物 中国

捷運公司 緯北路 津浦、京滬 5,000 雑糧雑貨布疋 中国 捷成公司 経一路 津浦 10,000 各種貨物 中国

信成公司 経一路 津浦、京滬 5,000 雑糧雑貨布疋 中国 通恵公司 緯北路 津浦 10,000 各種貨物 中国

義興公司 経一路 膠済、津浦 10,000 土産洋線木料 中国 正益公 東関外 膠済、河運 3,000 土産薬材雑貨 中国

恒聚成 経一路 膠済、河運 10,000 各種貨物 中国 大丸洋行 経一路 膠済、河運 30,000 土産薬材雑貨 日本

福成永 経一路 津浦、河運 5,000 各種貨物 中国 中和公司 経一路 膠済、河運 35,000 土産薬材雑貨 日本

元成公司 経一路 津浦、河運 6,000 各種貨物 中国 通運公司 経一路 膠済、河運 10,000 土産薬材雑貨 日本

済豊公司 経一路 膠済 6,000 各種貨物 中国 協信号 緯六路 膠済、河運 50,000 土産薬材雑貨 日本

裕豊公司 経一路 津浦 5,000 各種貨物 中国 裕記号 緯七路 膠済、河運 20,000 土産薬材雑貨 日本

聚泰棧 経一路 膠済、河運 8,000 羊毛木料火柴 中国 復興昌 経一路 膠済、河運 10,000 土産薬材雑貨 日本

裕泰昌 緯七路 津浦、河運 3,000 雑貨、雑糧 中国 昌興公司 経一路 津浦、河運 6,000 土産薬材雑貨 日本

義興棧 経一路 津浦、河運 3,000 雑貨、雑糧 中国 慶豊泰 経一路 津浦、河運 3,000 土産薬材雑貨 日本

徳立公 経一路 膠済、河運 4,000 棉紗疋頭土産 中国 義生公司 経一路 津浦 4,000 各種貨物 中国

栄興楼 緯八路 津浦、河運 4,000 雑貨、牲畜 中国 利興公司 緯五路 膠済、津浦 8,000 各種貨物 中国

志恒公 経一路 津浦、河運 3,500 各種貨物 中国 徳聚東 経一路 膠済、津浦 5,000 各種貨物 中国

東陞棧 経一路 津浦、河運 2,800 各種貨物 中国 信義成 経一路 膠済、津浦 4,000 各種貨物 中国

同業公 経一路 膠済、河運 5,000 各種貨物 中国 同義公司 鉄道北 膠済、津浦 5,000 各種貨物 中国
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第 5-13 図 臨清県における定期市の分布 

（「臨清」仮製北支那 10 万分 1 図済南 13 号，1912 年増補，臨時測図部陸地測量部参謀本部； 

「武城」仮製北支那 10 万分 1 図済南 12 号，1912 年増補，臨時測図部陸地測量部参謀本部，を 

ベースマップとして，『臨清県志』（1934）に記載された定期市を用い，南満洲鉄道株式会社北支 

経済調査所編『臨清県における棉花の流通事情』南満洲鉄道調査局，1944，27-29 頁， 

に基づき筆者作成） 

 

 第 5-13 図は第 4 章でも検討した臨清県における定期市の分布である。図では地方志の定

期市の情報と日本の史料（『流通事情』）の情報を合わせて示した。図にみるように，大集の

分布間隔は 4～9km で，ほぼ等間隔に分布しており，小集はその間に位置し，大集から 2～

5km 離れて分布していた。少数の小集は糧食のみを扱ったが，大集と小集でも棉花を扱う

のが一般的であった。市日の配置は隣接している市は大部分が異なるが，共通している場合

も存在した。 
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これらの定期市における棉花市場は大きく売手である棉農・小花販 23）・花販 24）・軋房 25）・

軋花店 26），買手としての小花販・花販・軋花房・花店と仲介人からなっていた。棉農の多

くは自家収穫した少量の実棉を定期市に持ち出すか，村内において花販，軋房に売却する。

あるいは実棉のままか繰棉にして相場の上下を見て他の農村市場に売り出した。1937 年以

前には，臨清県における比較的大きな定期市において，花販は平均 10～20 人が買付に出て

おり，一人平均 1,000～2,000 斤買い付けた。定期市に 1 日平均して出廻る棉花の数量は

10,000～20,000 斤と言われていた 27）。また，一部の富農地主層の棉農は比較的多量の棉花

を自ら繰棉して県城の花店へ売却した 28）。 

村内で売却する場合には，農村に直接買い付けに来る花店買付人，花販，軋花店と庭先に

おいて臨時に取引を行った 29）。棉花の取引について，呉知は棉花売買は仲介人を通らない

とならないと指摘している 30）。棉花の仲介人は一定金額の税金を払い，棉花の取引の仲介

として，100 分の 2 の手数料をとっていた 31）。 

臨清県県城における棉花市場は，1937 年以前には，河西市場（西市），車営街市場（南市）

と上湾街市場（東市）の三つに分かれていた 32）。各市場が集荷した棉花の数量はおおよそ

河西市場は全市集荷数量の 10 分の 5，車営街市場は 10 分の 3～4，上湾街市場は 10 分の 1

～2 を占めた。三つの市場の集荷対象地域は，衛河西岸一帯の棉花はほとんど河西市場に出

回り，衛河の東岸県城の東南の棉花は車営街市場に，県城東南の棉花の一部は上湾街市場に

出廻っていた 33）。また，臨清県の県城に集荷された棉花は，単に県内において生産された

棉花のみならず，隣接数県で生産された棉花の一部も含んでおり，済南市場へ移出されてい

た。従って，臨清県市場は魯西地区の棉花市場において最も中心的な中間市場としての地位

を占めていた。 

臨清県城の棉花市場は棉農，小花販，花販，花店，掛二秤，仲買人，洋行の派出員，紗廠

（紡績工場）の派出員，上級市場花店の派出員，輸送会社などにより構成されていた。その

うち，花店は中心的な役割を果たしていた。1937 年の盧溝橋事件前まで，臨清県城は花店

が約 40～50 家あり，出廻期においてはさらに臨時的小花店が約 30～40 家に増加し，おお

よそ 80 家の花店が県城内に設置されていた。これらの花店は県下地方農村や他県より来た

棉花を集荷し，これを包装したうえで，済南市場に移出した。臨清県県城にあった大きな花

店は第 5-2 表に示した通りである。 
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第 5-2 表 臨清県城における棉花店（1935 年） 

 

（南満洲鉄道株式会社調査局『臨清県における棉花の流通事情』 

南満洲鉄道調査局，1944，61 頁, に基づく） 

 

表より 1935 年に臨清県の県城に常設の花店は 42 軒存在したことがわかる。花店の営業

形態には二種類あり，資本金の大きい店は自己売買をするが，資本金の比較的少ない店は主

として委託売買をして，それにより通常 2 割の手数料を取得していた 34）。 

地方農村における棉花購入において，各花店は地方に一定の数量の花販を有して，これら

の花販によって棉花を買収した。地方農村の花販の多くは軋花店を兼ね，自己の買収した実

棉は自ら経営する軋花店において繰棉するか，軋房が繰棉したものを買付け，県城花店に持

ち込んでいた。花販以外に，掛二秤と称される人も花店に従属していた。掛二秤とは花店に

従属し，自らは資本金を全く持たず，店舗倉庫などの設備もないが，棉花取引に十分の経験

を有しており，花店から資金の前貸しを受けて下請買付をする人である。掛二秤と花店との

間の取引においては，資金の前貸しの際に手数料の取得を契約するか，買付価格を指定し，

その間の差額を利得するという二形態があった 35）。 

花店における買付取引の手続きは次の通りである。まず，棉農や花販は農村より棉花を騾

馬あるいは大車等に積載して城内に運び込む。棉花は一時的に市場附近において待機し，仲

介人を通じて見本を市場に持参し，商談成立の見込があると予想される花店の院子内に積

卸される。そして，品質の鑑別をし，双方が合意した時に実際の取引が成立する。 

売られた棉花は花店の棧房や院子内に一時置かれ，一定量になると包装される。棉花の荷

造方法及び重量は各地によって異なるが，農民あるいは農村中間業者が花店に持出すのは

一般に軟俵包装である。これは布袋に木枠で棉花を投げ入れ手足で緊めつけ，縄で袋を縦横

に緊迫したものである。この包装は遠距離の輸送には不適当であるため，花店は人力操作機

天吉花店 徳興成花店 益昌花店 振益花店

乾益花店 徳生祥花店 宝晶花店 東立祥花店

奎総祥花店 泰和棧花店 恒聚成花店 復興花店

永康花店 聚興恒花店 同升成花店 裕記花店

崇茂花店 福興徳花店 萬有花店 義豊花店

復祥花店 恒興増花店 天和公花店 天聚成花店

同聚福花店 源泰花店 奎徳棧花店 隆昌花店

大同軋花店 益泰花店 魯華花店 華豊花店

魁聚成花店 信昌花店 裕昌花店 乾聚祥花店

貞吉花店 徳聚花店 裕達花店

徳昌花店 元記花店 広豊裕花店
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によるか螺旋式締綿機を利用して硬俵を包装し，積み出していた。 

包装された棉花は臨清貨棧か発貨棧に委託し，多くは大車を用いて済南の花行に輸送し

た。また，済南の花行は駐在員を出張させ，駐在員に売却方を委託し，相場がよければ直ち

に売却するが，相場悪がければ一時的に花行倉庫に保管し，相場がよくなると売出した。 

花店以外に，臨清県城市場における買主としては済南花行，洋行及び青島・済南・煙台・

上海からの買付派出員が存在した。これの人々の多くは花店・貨棧に駐在し，花店より棉花

の買付をするか，花店に指定して買付を委託した。そして，県城市場において棉花の買付を

行った後，自らの手で購入棉花を済南へ輸送した。しかし，派出員による取引数量は花店自

身の買付による済南市場への売却数量に比べて，極めて少なかった。 

 以上の各種の売買業者相互の取引の間には仲介業者が存在した。手数料は農村及び県城

市場において同じで，実棉 100 斤につき 2 角，散花 100 斤につき 4-5 角であった 36）。 

 以上のような臨清県における棉花の流通過程を示したのが第 5-14 図である。 

 

第 5-14 図 臨清から済南までの棉花の流通過程 

（南満洲鉄道株式会社北支経済調査所編『臨清県における棉花の流通事情』1944， 

40 頁，掲載の図に基づき筆者作成） 
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（2）棉花の輸送  

棉花の輸送について，弁納は山東省の棉花の消費と移出について，棉産地から済南を経て，

鉄道を利用し，青島，天津へ移出されたという棉花の大きな流通過程を説明したが，棉産地

から済南までどのように輸送されたかについては検討されていない 37）。 

魯西一帯の棉花の輸送において，各郷村より定期市までの輸送に，農民は自家の大車，小

車などを用いていた。臨清県城に集められた棉花は，隣県のものも多かった 38）。県城に集

められた棉花は一部分が衛河を利用して天津へ直送された以外は大車により済南へ輸送さ

れた。臨清県城においては匯通，裕新，同泰と中亜という 4 つの輸送会社が存在していた。

これらの 4 つの会社は棉花の輸送を専門として，輸送には大車，自動車などを利用してい

た 39）。 

 

第 5-3 表 魯西棉区における各県の棉花の輸送概況 

 

（金城銀行総経理処天津調査分部編『北支調査史料第 4 輯 山東棉業調査報告』 

南満洲鉄道北支事務局調査部，1938，107-108 頁，に基づく） 

 

魯西棉区からの棉花の移出先を示した第 5-3 表をみると，魯西棉区で生産された大部分

の棉花は，直接済南に出荷され，夏津，堂邑，館陶，冠県，清平で生産された棉花の一部は

臨清県に集荷された後に，済南と天津に移出されていた。棉花の移出に利用された運搬手段

県名 仕向地 運送方法及び運賃

夏津 天津、済南、臨清 大車により済南へ運ぶ。100斤につき7，8角。

恩県 済南、天津
天津へは津浦線により運送。済南へは大車に
より運送（自動車運送も可）。100斤につき1

元。

武城 済南、天津

天津へは衛河の舟便による。100斤につき2～

300文。済南へは大車による。100斤につき

1,100文。

堂邑 済南、天津、臨清

済南へは大車による。1車につき20元。臨清へ

は大車による。天津へは民船による。100斤に

つき100支里毎に2角。

館陶 済南、天津、臨清

天津及び臨清へは民船による。100斤につき

100支里毎に2角。済南へは大車による。100斤

につき8角。

冠県 済南、天津、臨清

天津へは民船による。100斤につき100支里毎

に2角。済南へは大車による。100斤につき2元

前後。

高唐 済南 大車による。1俵につき1元5角。

清平 済南、臨清
大車による。1車に1,000斤積載。済南まで1車

15元。

臨清 済南、天津

天津へは民船による。1俵につき3~4角。済南

へは大車又は自動車による。1俵につき2元余

である。
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としては，天津へは民船が，済南へは大車を主としながら，自動車も利用された。済南への

運賃は，臨清県の場合は 1 俵につき 2 元を要した。臨清県以外は県によって多少異なり，

夏津は 100 斤につき 7～8 角（0.7～0.8 元）であるが，恩県は 100 斤につき 1 元を要した。

武城は 100 斤につき 1,100 文（1.1 元）が必要で，堂邑は 100 斤につき 100 里毎に 2 角を

要した。館陶と冠県は 100 斤につきそれぞれ 8 角と 2 元を要した。高唐は 1 俵に 1.5 元で，

清平は 1 車で 15 元が必要であった。このように，大車の運賃は一様ではなく，棉花の出産

地により異なっていた。なお，済南への大車輸送は約 3 日かかった 40）。また，第 5-3 表に

示された各県はすべて黄河の北岸に位置している。それに対し，棉花の主要仕向け地である

済南は黄河の南岸にある。そのため，前述の第 5-9 図に示したように，大車を中心とする棉

花の輸送は黄河を渡河しなければならなかった。 

 

第 5-4 表 臨清県における棉花の生産量 

 

注：1）作付面積と生産量は，華商紗廠連合会棉産統計部および中華棉業統計会により統計され，『中国

実業誌 13』（山東省第 3 冊）138（戊）と 155（戊）に収録された。 

2）実棉を繰棉すれば，その重量三分の二を減らす 41）。表中の繰棉の量はこれに基づき計算した。 

 

第 5-4 表にみるように，臨清県における棉花の生産量は，1926 年より 1931 年まで徐々

に増加する傾向が見られる。1932 年と 1933 年は多少減産したが，6 万担以上もあった。し

かも，臨清県に集荷される棉花は県内で生産される棉花のみならず，隣接する数県で生産さ

れた棉花も含んでいた。そのため，臨清県から移出された棉花の総額は平年において 20 万

担以上であった 42）。これらの大量の棉花を済南へ輸送する際に，黄河をどのように渡るの

が問題となるが，1930 年代に黄河を渡る橋は鄭州北の平漢鉄道黄河鉄橋と済南北にある津

浦鉄道黄河鉄橋のみであった。大車が利用できる公路橋は，黄河下流域においては 1969 年

棉花年度 作付面積（市畝） 生産量（担） 繰棉（担）

1926 545,000 83,980 27,993

1927 509,500 118,955 39,651

1928 540,000 108,435 36,145

1929 575,000 168,675 56,225

1930 600,000 179,560 59,853

1931 600,000 225,750 75,250

1932 617,244 186,929 62,310

1933 223,500 194,234 64,745



209 

 

から建設され始め，1970 年 12 月に開通した平陰黄河大橋が最初である。そのため，それ以

前の 1930 年代に黄河を渡る際には渡船を利用しなければならなかった。従って，黄河の渡

船は臨清県方面から済南への棉花の輸送に不可欠であった。 

 

（3）済南における棉花の流通 

済南は山東省の省都であり，黄河下流域における最も重要な農産物の集散地の一つであ

る。済南の棉花市場の構成は非常に複雑で，その中で主要な役割を果たしていたのは，売手

としては奥地からの花店代理人と棉商で，買手としては済南と青島・上海から来た紗厰（紡

績工場）の代理人及び紗厰の棉花の購入を代理する洋行である。売手と買手の間に，花行は

仲介者として重要な役割を果たしていた。それ以外に，附属業種として輸送業（輸送会社と

運貨棧 各約 20 家），打包業，保険業などがあり，公共機関としての商品検験局，済南棉業

公会なども存在した 43）。 

売手として，奥地の花店から派遣された代理人は済南の花行に宿泊し，奥地の花店が集荷

した棉花を販売する。それに対し，棉商は奥地の原始市場（定期市あるいは農家）から棉花

を買収し，済南で売却し，生産地と仕向地の価格差から利益を得た 44）。棉商は大抵資本が

少なく，店を有していない。またそのうち，一部の棉商は紗廠などの代理として奥地で棉花

の買収をし，手数料及び生産地と仕向地間の差額を利潤としていた 45）。 

済南で花行は，奥地からの花店の代理人と棉商を集める存在として，棉花の流通に最も重

要であった 46）。花行は棉花市場における中心的存在であり，棉花の取引はすべてそこで行

われた。済南における花行は 18戸あり，一方では顧客に代わり売買をして手数料を取得し，

一方では自ら営業を行い，繰棉を買収し，棉花購入代理人，紗厰，洋行等へ転売した 47）。 

 第 5-5 表にみるように，1935 年に済南における花行は 18 戸あった。資本は１～5 万元が

最も多かった。花行を成立年次によってみると，1909 年に 1 戸，1910 年に 2 戸，1920 年

代に 3 戸，1930 年代に 12 戸である。花行の営業形態は独資及び合資ともに存在した。出

資者は個人以外に会社もあった。出資者の原籍をみると，河北省と陝西省は合わせて 3 名

であるが，残りはすべて山東省出身である。しかも，出資者は基本的に山東省の三大棉花生

産地である魯西棉区，魯北棉区と魯南棉区の出身である。各花行の営業地点は済南の商埠地

に集中し，津浦，膠済両鉄道に近いため，棉花の移出入に非常に便利であった。 
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第 5-5 表 済南の棉花市場における花行（1935 年） 

 

（金城銀行総経理処天津調査分部編『北支調査史料第 4 輯 山東棉業調査報告』 

南満洲鉄道北支事務局調査部，1938， 134 頁；『検験月刊』第 3 期，1930，67 頁； 

南満洲鉄道株式会社天津事務所調査課編『北支経済史料第 8 輯 山東ノ棉作』 

南満洲鉄道天津事務所調査課出版， 1936，86-88 頁，に基づき筆者作成） 

 

 花行は売手と買手との間に立ち，仲介人として売主と買主の間の価格を交渉し取引の折

衝斡旋をする。花店により行われた棉花の取引はすべて各花行の従業員と各紗廠の責任者

とが直接商談していた。洋行が各紗廠の棉花の購買を代理する場合に，洋行は花行あるいは

棉商・奥地の花店の代理人と取引を成立させた後，青島に転送して各紗廠に棉花を引き渡し

た 48）。また，洋行は花行と契約書を結び，洋行の手を経ず，売手より直接青島へ輸送し紗

花行名称
資本金
（万元）

経理 成立年次 営業性質 出資者 原籍 一年取扱量（俵） 営業地点

信裕銀号 済南

復順成銀号 高唐

王玉岩 堂邑

信裕銀号 済南

復順成銀号 高唐

王玉岩 堂邑

王玉岩 堂邑

王海嶠 高唐

高念九 夏津

劉寶庭 章邱

崇実東棧 1 黄子初 1931 合資 崇実西棧 済南 24,000 二馬路緯七路北

曲璞斎 昌邑

房揖堂 掖県

鐘蘭周 掖県

劉燐甫 掖県

義申花行 1.5 翟東昇 1931 独資 義興恒 彰徳 40,000 四馬路緯四路

協記棉棧 1.5 張靖清 1931 独資 張靖清 陝西省 40,000 四馬路小緯四路

趙仁泉 棗強

張冠三 棗強

強叔衡 章邱

劉寶庭 章邱

郭玉輝 彰徳

張亦飛 江蘇

査泉生 無錫

曲璞斎 昌邑

李昌五 長山

孫岳堂 高唐

范崇徳 武城

鄒因陳 掖県

李瑞亭 恩県

鴻徳祥 恩県

裕華銀号 武城

王俊九 恩県

曹漢章 上海

崔賀斎 歴城

瑞増祥銀号 済南

森記花行 高唐

張冠三 棗強

晋豊貨棧 1 張玉清 1932 独資 孫靖三 河北省交河 24,000 七馬路緯六路

同昌貨棧 1 劉屏軒 1932 独資 尊信堂 河北省鉅鹿 24,000 一馬路緯七路東

中棉公司 30 張貽志 1929 合資 中国銀行 済南 12,000 二馬路緯二路

王占之 館陶

雎耀郷 臨清

二馬路緯七路西

復成信西記 5 王玉岩 1909 合資 36,000 二馬路緯七路西

復成信東記 5 王玉岩 1919 合資 48,000

二馬路緯七路西

公益 1 曲璞斎 1933 合資 32,000 二馬路緯七路

同義成花行 3.5 張心一
1928

合資 40,000

二馬路緯七路

新魯義記 2 馬毓軒 1918 合資 24,000 四馬路小緯六路

済西貨棧 1 張冠三 1933 合資 32,000

40,000

五馬路緯九路

義興貨棧 1 李昌五 1931 合資 36,000 三馬路緯六路

東興 2 王明遠 1933 合資 48,000

1933

1933張敬斎

三馬路緯八路北

慶祥貨棧 3.4 李瑞亭 1932 合資 24,000 三馬路緯七路

崇実西棧 2 范崇徳 1927 合資

大東裕記

森昌貨棧

1

1.5

崔賀斎 合資 20,000 三馬路緯六路

28,000 二馬路緯七路西合資

二馬路孚東 1 雎耀郷 合資 20,000
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廠へ引き渡した。洋行は仲介人あるいは紹介人としての位置に立ち，直接売買に参与しなか

った 49）。 

第 5-6 表にみるように，済南における洋行は全部で 10 軒あった。そのうち日本人による

営業したのは 9 軒で，中国人による営業は 1 軒のみである。 

 

第 5-6 表 済南の主な棉花洋行 

 

（金城銀行総経理処天津調査分部編『北支調査史料第 4 輯 山東棉業調査報告』 

南満洲鉄道北支事務局調査部，1938，144 頁，に基づく） 

 

洋行以外に，済南には小棉花店が 20 余軒あった。どれも小売店を兼営し，直接消費者へ

販売していた。取り扱い棉花はほとんど産地より直接仕入れたもので，当地各花行より仕入

れることもあったがその数量は極めて少なかった 50）。 

棉花の輸送に関して，済南に輸送会社があった。済南の輸送業は大きく二種類分けられる。

一種類は鉄道輸送業である。輸送会社が顧客の代わり鉄路局と貨車繰りの折衝をなし，貨物

を青島，上海，天津及びその他各地へ輸送した。もう一種類は大車輸送業である。運貨棧と

称され，顧客に代わり奥地の貨物を済南へ，済南の貨物を奥地へ大車を利用して輸送した

51）。 

 輸送会社の業務は，鉄道沿線にあるものは顧客に代わり貨物の積卸を代弁するのみであ

るが，水陸両方の輸送のある地方では，貨物の積卸及び輸送の代弁以外に通関事務も兼営し

た。海路輸送される貨物に対しては，輸送公司の通関，貨物引取，貨物積込，倉入等一切の

手続きを代弁した 52）。大車運貨棧は各村にそれぞれ一定の顧客があり，貨物の輸送，積卸

等を代弁した 53）。 

洋行名称 国別 経理名 成立年次

日本棉花棧 日本 酒見 1924

東棉洋行 日本 長島 1925

瀛華洋行 日本 公藤 1925

大同洋行 日本 光富 1931

瑞豊洋行 日本 石板 1931

東裕洋行 日本 東方雄 1930

大塚洋行 日本 大塚 1933

米倉洋行 日本 米倉 1933

吉誠公司 日本 渡歩誠 1925

永栄洋行 中国 張亦飛 1933
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 済南輸送公司の主要業務は，輸送手続きの代弁を中心とし，荷主が貨物明細書を輸送公司

に渡し，領収書及び貨物引換証を受領した後は，輸送公司が貨物輸送の全責任を負い，荷主

はただ目的地にて貨物引換証と引換に貨物を受領した 54）。その手続き及び費用について，

貨物の輸送は，鉄道沿線では輸送公司が直接顧客に代わり積込み，輸送した。顧客はまず輸

送公司に貨物の種類，数量，輸送地点，荷受人姓名，商標，保険に加入の有無等に関して説

明し，輸送公司が運賃及び手数料を計算した。両者が同意した後，貨物を秤にかけ，貨物証

を顧客に交付した。顧客はこれを荷受人に発送し，貨物が到着する時に貨物証と引換で貨物

を受け取った 55）。 

 済南の棉花の仕向地は市内の各紗廠以外に，大部分は青島及び上海であり，年平均集貨量

は 120 万担であった。そのうち，青島へ運輸されるのが 80 万担，上海へ運輸されるのが 20

万担，各紗廠で消費されるのが 20 万担を占めていた 56）。 

 

第 6節 濼口碼頭を中心とする農産物の輸送 

 

第 2 章と第 3 章で述べたように，濼口碼頭は山東省の中心都市である済南に隣接すると

ともに，山東省内において鉄道との結節点に位置する唯一の碼頭であり，黄河下流域の最も

重要な水運による商品の集散地であった。 

近代の山東省黄河下流域における水運の重要性は，鉄道建設計画の中からも伺える。第 5-

15 図にみるように，1910 年代の黄河下流域では，津浦鉄道，平漢鉄道，隴海鉄道，山東鉄

道（膠済鉄道）と道清鉄道があった。しかし，道口鎮より済南に至る区間は鉄道がない地域

であった。山西，河南と湖北の物資を集散するため，ドイツは山東鉄道の延長線を構想し，

各予定線路の位置，経由地について調査した。そのうち，1913 年 6 月に，津浦鉄道技師長

であるドルプニュラーは済南から山西省向かう延長線について調査を行った。その結果，済

南の延長線として黄河沿岸に，（a）済南―道口鎮線，（b）済南―彰徳線，（c1・ｃ2）済南―

順徳線が提案された。（a）済南―道口鎮線について，ヒルデブラントは「済道鉄道は黄河と

平行するため，運賃の低い水運と競争関係となり不利である」という理由で（b）済彰線を

勧めた 57）。このように，山東省と河北省の隣接地域においては，鉄道が発達しておらず，

黄河水運は安価な運賃のため大量の貨物輸送に重要であった。 
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第 5-15 図 山東省鉄道予定線 

注：済南―順徳線について，ドルプニュラーは禹城-順徳（c2）と晏城-順徳（c1）を提案した。 

（「山東鉄道予定支線及び延長線一覧図」（三百万分一，1915）をベースマップとして， 

『山東鉄道会社に関する調査報告 其の二（完）』168-172 頁所収，に基づき筆者作成） 

 

濼口碼頭付近では，第 2 章の第 2-21 図に示したように，濼口鎮の東の黄河南岸に濼口駅

が設置され，濼口駅は濼口碼頭と津浦鉄道の引き込み線によりつながっていた。この鉄道の

引き込み線は津浦鉄道と濼口碼頭の船車連絡のため建設されたものであった 58）。濼口碼頭

に集った農産物は引き込み線を使って濼口駅に運ばれ，津浦鉄道によって輸送されるか陸

路で済南へ運ばれた 59）。 

1937 年以前における黄河沿岸の各県から濼口碼頭へ移出された物資の種類と数量は，第

5-7 表に示した通りである。表にみるように，移出物資は豆類，小麦，落花生，果実，雑穀，

鶏卵など，大部分は農産物である。 
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第 5-7 表 濼口碼頭へ各県から移出された物資（1937 年以前） 

注：本表は済南商務会各公会，元濼口民船船員会李氏及び現地聞取調査を基礎として推定されたものである。 

（東亜研究所・華北交通会社『元黄河（済南流路）調査報告』1940，208頁，に基づく） 

 

 

 

品名 数量（噸）

小麦 45,890

雑穀 14,070

豆類 67,010

落花生 26,410

皮革類 1,350

鶏 1,230

鶏卵 14,110

果実 21,980

其他 1,390

合計 193,440
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第 5-7 表と同じ資料によって，濼口碼頭への移出物資を県別に示したのが第 5-16 図であ

る。図にある竹器，木材，麦稈眞田，薬材，鉄材，鉄は量が少なかったため，第 5-7 表では

「其他」に含まれると考えられる。図をみると，豆類，落花生，小麦，雑穀，果実などは黄

河沿岸のほぼすべての各県から移出されており，小麦，豆類と落花生は山東省西南部の黄河

沿岸から，果実は濼口碼頭より下流からの移出量が多かった。それ以外に，鶏卵，鶏，皮類，

竹器，木材，麦稈眞田，薬材，鉄材，鉄器もあった。全体的にみると，山東省西部に位置す

るかつての大運河沿いの地域からの移出量がとくに多かった。また，物資を移出した各県の

分布から，濼口碼頭を中心とする水運の集荷範囲は河北省の黄河沿岸地帯から河口に至る，

左岸は幅 40～50km，右岸は幅 30km の地域に及んでいたといえる。 

 

第 5-8 表 山東省黄河主要碼頭における主要集散品（1918 年前後） 

 

（岡伊太郎・小西元藏編『山東経済事情：済南を主として』 

済南経済報社，1919，421-422 頁，に基づき筆者作成） 

 

第 5-8 表は濼口碼頭より上流域に位置している碼頭に集められ，移出された主要な物資

（主要集散品）を示したものである。この表と第 2 章の第 2-2 表で示した黄河下流域にお

ける碼頭と対比すると，碼頭の名称はかなり異なっている。この差異が生じた原因は，史料

が異なり，碼頭の捉え方が異なったためと考えられる。第 2-2 表に記載された「丁家口，滑

口，旧城，姜溝」などの碼頭は『民国東阿県志』60）に渡口として記載されている。このよ

うに，一部の渡口は碼頭の機能を兼有していたことが伺える。 

碼頭名
碼頭間距離
（支里）

主要集散品

五集碼頭 ― 牛皮、牛骨、牛油

浦州碼頭 70 落花生

白渡口碼頭 100 牛皮、牛油

范県碼頭 80 麦稈真田

玉山碼頭 80 雑穀

華口碼頭 70 雑穀

東阿碼頭 65 小麦

平陰碼頭 70 粟、緑豆

長清碼頭 65 小麦

斉河碼頭 70 木炭、薪

濼口碼頭 40 ―
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第 5-8 表をみると，五集碼頭，白渡口碼頭，范県碼頭と斉河碼頭における主要集散品は牛

皮，牛骨，牛油，麦稈真田，木炭，薪などであるが，それ以外は落花生，雑穀，小麦，粟，

大豆，棉花などの農産物を中心としていた。第 5-8 表と第 5-16 図と対比すると，牛油，牛

骨，木炭と薪は第 5-16 図にはみられないが，第 5-8 表は 1918 年前後のデータであり，資

料の年次の差が関係していると考えられる。 

 濼口碼頭に集められた一部の物資は津浦鉄道の濼口駅を経由して移出された。その移入

元（仕出地）と移出先（仕向地）を示したのが第 5-9 表である。 

  

第 5-9 表 濼口駅から輸送された黄河水運物資（1937 年以前） 

 

注：盧溝橋事件前平常一年北支各線駅別貨物発着統計による 

（東亜研究所・華北交通会社『元黄河（済南流路）調査報告』1940，218 頁，に基づく） 

 

 表にみるように，津浦鉄道の濼口駅に集められた物資は粟，高粱，豆類，果実類，落花生

などであり，この表にある物資はほぼ第 5-7 表に含まれている。これらの物資の仕出地は黄

河沿岸を主として小清河沿岸もあったが，仕向地は徐州，東光，坊子，青島，南京，上海な

どであった。 

吉田は 1918 年に青島を拠点として海外に輸出された代表的な物資には，大豆，豆油，石

炭，落花生，落花生油，塩，木材，麦稈眞田，生糸，さらに牛，牛皮，獣骨，鶏卵，鶏卵加

工品といった各種畜産品があったと指摘した 61）。第 5-7 表と第 5-8 表に示した物資を吉田

が指摘した物資と比べると，豆類，落花生，皮革類（牛皮），鶏卵，木材，麦稈眞田，牛骨

は共通しているが，雑穀，小麦，粟，木炭，薪と牛油は輸出品目の中に含まれていない。そ

のため雑穀以下の物資は済南や国内の他地域で消費されたと考えられる。 

品名 数量(噸) 仕出地 仕向地

粟 600 黄河沿岸 徐州

高粱 1,800 黄河沿岸 徐州、東光、坊子

豆類 2,900 黄河沿岸 青島、南京

果実類 3,700 黄河沿岸 南京、上海、済南

落花生 600 黄河沿岸 青島、其の他

胡麻 50 黄河沿岸 徐州、青島

木材 600 黄河沿岸及び小清河沿岸 棗荘

其他 200 黄河沿岸 青島

合計 36,550 ― ―
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輸出された物資のうち，牛骨を中心とする獣骨とそれを用いて製造された骨粉は，肥料と

して日本に輸出された量が多かった 62）。明治後半の日本では，農業の発達により，肥料へ

の需要が増加した。それに対して，江戸時代からから購入肥料の中心であった魚肥から大豆

粕，動物質肥料などといった新肥料へ変化するようになった。また，国内のみではなく，海

外からの肥料の輸入も増えていった。その中で，中国から牛骨は粉にして日本に大量に輸出

されていた。黄河水運によって輸送された牛骨は濼口を経由して済南まで運ばれ，津浦鉄道

か膠済鉄道を通して，環渤海交易圏の中心都市である天津や青島に輸送され，さらに日本に

輸出されたと考えられる。 

 また，19 世紀末から 20 世紀初の日本は中国産鶏卵の消費量が多かった。吉田は日本の諸

港のうち，青島から輸出された鶏卵の代表的な仕向先は神戸と大阪であったと指摘した 63）。

また，済南などでは日本資本による蛋粉工場が設立され，青島と済南をはじめとする山東省

内には中国資本による乾燥卵製造工場も 16 ヶ所設立された 64）。このように，第 5-16 図に

示した黄河沿岸の各県から濼口へ移出された鶏卵は，済南へ運ばれた後，一部は済南で加工

され，一部は膠済鉄道を利用して青島に輸送され，青島で加工されたか直接日本に輸出され

たと考えられる。 

小麦と棉花は，済南と青島に製粉工場と紡績工場があったため，済南と青島に移出された。

第 4 章で述べたように，小麦は加工された後，一部は小麦粉としてさらに産地に戻った。棉

花は加工された後に，棉糸や棉布の形で産地に逆移入された。 

 以上のように，黄河水運により沿岸から移出された各種の物資の移出を通して，山東省の

黄河沿岸における農村経済の変容が把握できる。牛骨や鶏卵などの商品が青島などの港を

通して，海外に輸出されたことは，黄河沿岸地域の農村経済は海外の経済変動の影響を受け

るようになったことを示している。つまり，黄河沿岸地域は青島などを貿易港とする環渤海

交易圏の後背地としての役割を果たしていたといえる。また，華北地域においては近代産業

が発展しており，第 4 章で示したように，従来農村で生産・加工・消費された小麦や棉花な

どは済南や青島などで加工され農村に戻り，農村における在来手織業は，棉花から糸繰りを

するのではなく，機械製棉糸を購入し新土布を製造するようになっていた。このように，農

村経済の商品化が進み，伝統的な自給自足の農村経済は徐々に変容していった。 

 

 



218 

 

第 7節 小括 

 

本章は黄河沿岸における農産物の流通に注目し，農産物の生産を踏まえ，それがどのよう

に，どこへ運ばれて行ったかを検討し，その移動に黄河水運が果たした役割を考察した。具

体的には，まず黄河沿岸における農産物の生産を把握した。次に，済南を中心とした黄河沿

岸農産物の流通範囲，農産物の輸送を分析し，棉花を事例に農民から定期市を経て済南市場

に入る過程を明らかにした。さらに，濼口碼頭を中心に，黄河水運による農産物の輸送を検

討した。 

山東省における農産物で生産量が多いのは小麦，大豆，高粱，粟，甘藷，落花生などであ

り，そのうち，小麦が最も多く，高粱と粟は小麦に次ぎ，大豆は第 4 位であった。甘藷，高

粱，粟と甘藷は自家用食糧で市場には出さないのに対し，小麦，大豆，落花生は商品作物と

して生産されていた。また，棉の生産量は全体の 1％しかなかったが，山東省における主要

商品作物の一つであり，黄河沿岸が主要な生産地であった。 

これらの農産物の内，小麦，大豆，落花生と棉花などは主に済南へ移出されていた。済南

への輸送手段は大きく分けると，徳州，平原，禹城地方を主とする山東省境内北部は津浦鉄

道，高唐，臨清等の山東省西北部及び西部は陸路の大車，西部の黄河沿岸地方は黄河水運の

民船，西南部の泰安，済寧地方は津浦鉄道及び貨物自動車であった。また，東部の小清河沿

岸は小清河水運を利用していた。ただし，高唐，臨清のような山東省の西北部に位置してい

る諸県は，大車で済南へ農産物を運搬する際に黄河を横断する必要があった。 

農産物の流通過程について，臨清県と済南における棉花を取り上げて検討した。臨清県で

生産された棉花の大部分は農村の定期市を経て県城に集荷され，さらに済南などへ移出さ

れた。農村の棉花は定期市において棉農，小花販，軋房，軋花店，花店などを中心に取引さ

れた。棉農は実棉を定期市に持ち込み，小花販，軋房，軋花店，花店などに販売した。農村

定期市における買手の中で，一部の資本金の少ない小花販，軋房などは実棉のままか繰棉し

たものを上位の買手に転売した。また，一部の買手及び上位の買手は実棉を繰棉して県城で

販売した。県城における買手は花店を中心としていた。花店は大量の繰棉を買収した後，臨

清貨棧か発貨棧に委託し，大車を用いて済南に輸送し，済南の花行に販売を委託した。 

臨清県から移出された大量の棉花は，大車を主要な輸送手段として済南へ輸送されたが，

黄河の北岸から南岸へ移動する際に渡船を利用しなければならなかった。済南に集荷され
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た棉花は花行を通して，済南，青島などの各紗廠，洋行などに転売された。棉花は現地で消

費される分を除いて，専門の輸送業者，主に鉄道輸送業者と大車輸送業者に委託され，青島，

上海などに輸送された。 

濼口碼頭へ移出された農産品には豆類，落花生，小麦，雑穀，果実などがあり，濼口碼頭

を中心とする水運の集荷範囲は，河北省黄河沿岸地帯より河口に至る，左岸は幅 40－50km，

右岸は幅 30km の地域に及んでいた。 

黄河水運により沿岸から移出された各種の物資の動向を通して，山東省の黄河沿岸にお

ける農村経済の変容をみると，牛骨や鶏卵などが青島などの港を通して海外に輸出されて

いたように，黄河沿岸地域は外国貿易の影響を受けて農業生産を行うようになっていた。そ

のため黄河沿岸地域は青島などを貿易港とする環渤海交易圏の後背地としての役割を果た

していたといえる。また，従来農村で生産・加工・消費された小麦や棉花などは済南や青島

などの工場で加工された後，農村に戻り，伝統的な農産加工品を部分的に代替した。農村に

おける在来手織業は，棉花の生産から土布製造まで農家で行われていたが，機械製棉糸を購

入し新土布を製造するようになった。このように，外国貿易や近代産業の発達に伴い，黄河

沿岸地域では農村経済の商品化が進み，伝統的な自給自足の農村経済が徐々に変容してい

った。黄河水運はこの農村経済の変容に一定の役割を果たしていたといえる。 
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第 6章 結論 

 

第 1節 総括 

 

本研究は，1910 年代から 1930 年代後半を対象に，黄河下流域の碼頭と渡口の分布を復

元した上で，碼頭を拠点とする航運と渡口を拠点とする渡運が下流域の経済活動に果たし

た役割を，沿岸における商品流通との関わりを通して明らかにすることを目的として研究

を進めた。 

第 1 章では，中国内陸水運史研究と地域経済史研究を踏まえて，黄河水運の考察におい

ては，環渤海交易圏における華北経済地域の物資の移出入と関連において，鉄道輸送との関

係に着目して検討することが重要であると指摘した。さらに，華北地域研究の観点からも，

黄河水運と沿岸地域の市場構造，商品流通のネットワーク，都市と後背地との関係などを究

明することが重要であるとした。続いて，利用した史資料である外邦図，民国製図，黄河水

利委員会档案科が所蔵する民国史料，民国期の地方志，当時の刊行史料及び満鉄調査所，東

亜研究所などの諸調査資料について説明した。 

第 2 章では，黄河主流の航運について，潼関はその下流域の航運と密接な関わりがあっ

たため，潼関から下流を検討対象とした。碼頭の分布を検討した結果，潼関から入海口まで

の主流における碼頭は全部で 63 ヶ所であった。そのうち，山東省には 36 ヶ所，河南省に

は 15ヶ所，河北省には１ヶ所であった。碼頭の分布からは，山東省内で航運が比較的盛ん

であったことがうかがえる。また，山東省の碼頭は黄河の両岸ともに分布していたが，河南

省における碼頭は黄河南岸に多く分布していた。その理由として，河南省の南岸には洛陽，

鄭州，開封などの大きな都市があり，人々の移動や物資の交流は北岸より頻繁であったこと

が考えられる。そして，多くの碼頭の附近には隴海鉄道の駅があり，鉄道と水運の物資の相

互輸送のためには，南岸に碼頭があるのは好都合であったと考えられる。 

次に，『黄河富源之利用』に記録された 18ヶ所の主要碼頭について，外邦図と対照した上

で，地形，周辺の交通路，集落等との関係の面からその立地環境について検討した。全体的

にみれば，全ての碼頭は相対的に平坦な場所に立地し，陸路との関係では貨物の集散に便利

な交通条件にあった。 

黄河主流の航運に利用された民船は，黄河周辺の地形や河道状況によって種類も異なっ
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ていた。山間地域では，廉価であった使い捨ての船が主として利用された。河南省の鉄謝鎮

から蘭儀口までの間は平底で無柱の船を中心としていた。山東省では民船の種類は豊富で

あったが，構造は同様で，喫水が浅い堅牢な平底船であり，1 隻当りの積載量は多かった。

旅行記に記録された民船は，中型の船と小型の船があり，いずれも帆が付いていた。運行す

る際には，帆を利用して風力を借りることが一般的であった。また，黄河航運の船主につい

て，濼口碼頭を事例にみると，元濼口民船公会に加入していた船主の数は山東省のみで

2,000人に達していた。 

続いて，黄河と並行する隴海鉄道による物資輸送と黄河水運との関係を分析した。商品の

種類をみると，鉄道輸送は農産物を中心にしており，黄河水運は重量が重い石油，石炭など

を輸送していた。商品の移出先は，隴海鉄道は鉄道沿線の地域を主としていたが，黄河水運

は黄河沿岸を中心としていた。従って，鉄道と黄河水運はお互いにある程度役割分担が行わ

れていた。また，鉄道が開通した後，黄河水運と鉄道との関係は，水運物資の一部が鉄道に

代替されるなど競合関係にあったが，鉄道駅と碼頭の分布からみると，両者間の交通は便利

な状況にあり，物資輸送の面で連携関係にもあったと考えられる。  

第 3 章では，外邦図に記載された黄河下流域の主流における渡口に焦点を当て，外邦図

の価値と限界を検証した上で，渡口の分布を復元した後，渡口の分布に影響を与えた要因を

考察した。さらに，済南における渡口の管理について検討した後，河南省における渡運の運

賃，渡船などを検討した。 

まず，外邦図の中でも黄河下流域全体によく揃っている仮製北支那十万分一図は，渡口の

記載に関して他の図と比べ，正確さが劣るものではないことを検証した後，仮製十万分一図

に記載された渡口を旅行記に記録された渡口と対比するとともに，実地調査により検証し

た。その結果，旅行記に記録された孟津渡の 4ヶ所の渡口の内，3ヶ所は外邦図上で確認で

き，実地調査によって，孟津渡の 4ヶ所の渡口は，その存在をおおよそ確認することができ

た。このことから，黄河下流域における渡口は，外邦図からすべて把握できないが，その多

くは復元できると考えられる。 

仮製十万分一図に基づき復元した黄河下流域の主流における渡口は全部で 178 ヶ所であ

った。渡口の分布は河南省には少ないが，山東省には河口付近を除いて密に分布していた。

その要因としては，山東省では黄河の河道に砂が河南省ほど堆積しておらず，かつ河幅が狭

かったことがあげられる。また，渡口は陸上の交通路を結ぶ役割を果たしており，その大部
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分は県道や村道と黄河の交差点に設けられていた。 

渡口の管理は，1920 年代後半の山東省では，国民政府の各県の県長を中心に行われてい

た。渡運の運賃と貨物を，開封の附近にある柳園口，黒崗口，流水口と大順渡口についてみ

ると，柳園口は渡運による税金収入が最も多く，柳園口を利用する人と物資は最も多かった

と考えられる。また渡船の利用は人と行商人を中心としており，大車，小車，洋車，馬騾，

牛驢，米麦なども運ばれていた。 

第 4 章では，山東省を中心とする黄河沿岸における定期市の分布と機能を検討し，黄河

水運との関係を考察した。まず，清代から民国期に至る定期市密度の変化を県別にみると，

清代に比べ，民国期には，黄河沿岸地域の各県において，定期市密度は低下している県もあ

ったが，上昇している場合が多かった。そして，定期市の増加は黄河沿いの各県において顕

著であった。定期市が変化した要因として，①民国期には山東省の人口密度が清代より増大

したこと，②鉄道の開通により，済南を中心とする地域の農産物などの流通が活発化したこ

と，③棉花の主要生産地域において，棉花の生産と流通が増大し，当該地域の商品流通の進

展が促進されたことが考えられる。 

次に，臨清県における定期市の市日，規模，取り扱われた商品及びそれらの関係などを検

討した。臨清県では 10日のうち 2回開かれる定期市が多かった。定期市には大集と小集が

あり，大集の分布間隔は 4～9km で，ほぼ等間隔に分布し，小集はその中間に位置してい

た。定期市の機能としては，大集では家畜の売買が行われており，相対的に小集よりも市の

規模は大きかったと考えられる。 

続いて，黄河沿岸における清代から民国期にかけての定期市の分布とその変化について，

長清・歴城・斉河・済陽の 4県を事例に検討した。その結果，以下の点を指摘した。①民国

期に定期市の数はかなり増加したが，長清県，斉河県と済陽県においてその傾向は顕著であ

る。②清代の定期市の多くは存続しており，とくに膠済鉄道沿いの定期市の多くは清代にも

確認できる。③増加した定期市は長清県，斉河県と済陽県の黄河沿岸に多く分布しており，

斉河県と済陽県で増えた定期市は均等に分布している。④津浦鉄道沿い，特にその黄河北部

の地域では，南岸の鉄道沿いよりも定期市数の増加が顕著である。以上のような定期市増加

の傾向から，黄河沿岸地域の商品流通は清代から民国期にかけて活発化したと考えられる。 

定期市の商品と利用者については，鄒平県と歴城県を事例に検討した。鄒平県では，規模

が大きい定期市は交通の要所に位置しており，多くの定期市の集客範囲は半径 5～10 里
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（2.88～5.76km）であった。商品の来源地は，鄒平県を中心とする半径 50 里（28.8km）

以内の地域が多く，取引された農産物の多くは近隣の農家により生産されたものであった。

一方，日用品などは遠距離の運輸により供給される場合があった。 

歴城県冷水溝荘では，毎日定期市が利用可能な範囲は半径 4～10 里（2.3～5.8km）であ

り，王舎人荘にある定期市の利用者の居住範囲は半径約 1～4km であった。冷水溝荘の事

例は，鄒平県の多くの定期市の集客範囲とおおよそ一致しており，当時の黄河沿岸地域の基

礎的な定期市の市場圏は半径 2.3～5.6km であったとみることができる。これは G.W.スキ

ナーが提唱した標準市場圏の大きさ（半径 3.4～6.1km）とおおよそ一致しているといえる。

定期市の取引商品はおもに農産物と日用品で，農産物の多くは付近の農村で生産されたが，

冷水溝荘のように耕地面積が狭小である場合には，他地域から移入される場合があり，その

運搬には，鉄道敷設以前は黄河水運が用いられた。 

定期市の取引物資と黄河水運との関係を，濼口碼頭を経て黄河沿岸の各地に移入された

物資を通して見ると，定期市で取引された塩，燐寸，石油，小麦粉，砂糖，棉糸，石炭など，

農家が生産し難い，あるいは不可能な日用品は黄河水運によって沿岸各地に移入されたこ

とを確認することができ，黄河水運は下流域の商品流通に重要な役割を果たしていた。 

第 5章では，黄河沿岸における農産物の流通について，農産物の生産を踏まえ，済南を中

心とする流通範囲と輸送手段を検討し，さらに棉花を事例に農民から定期市を経て済南市

場に入る過程を明らかにした。続いて，濼口碼頭を中心とする黄河水運による物資の輸送，

およびそれと鉄道との関係を検討した。 

山東省における農産物で生産量が多いのは小麦，大豆，高粱，粟，甘藷，落花生などであ

り，黄河沿岸はこれらの農産物の重要な生産地であった。そのうち，小麦，大豆，落花生と

棉花は主に済南へ移出されていた。済南への輸送手段は，徳州，平原，禹城地方を主とする

山東省北部は津浦鉄道，高唐，臨清等の山東省西北部及び西部は陸路の大車，西部の黄河沿

岸地方は黄河の民船，西南部の泰安，済寧地方は津浦鉄道及び貨物自動車であり，小清河沿

岸は小清河水運を利用していた。黄河の北岸に位置している諸県は，大車で済南へ農産物を

運搬する際に黄河を横断する必要があり，渡河には渡船が利用された。 

棉花の流通に関して，臨清県で生産された棉花の大部分は農村の定期市を経て県城に集

荷され，済南などへ移出された。農村の棉花は定期市において棉農，小花販，軋房，軋花店，

花店などを中心に取引された。県城における買手は花店を中心としていた。花店は大量の繰
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棉を買収した後，臨清貨棧か発貨棧に委託し，大車を用いて済南に輸送し，済南の花行に販

売を委託した。済南では花行を通して，済南，青島などの各紗廠，洋行などに転売され，済

南で消費される部分を除き，専門の輸送業者，主に鉄道輸送業者と大車輸送業者によって，

青島，上海などに輸送された。 

黄河下流域沿岸から濼口碼頭へ移出された農産品は，豆類，落花生，小麦，雑穀，果実，

皮革類，鶏卵などであり，濼口碼頭を中心とする水運の集荷範囲は，河北省の黄河沿岸より

河口に至り，左岸は幅 40～50km，右岸は幅 30kmの地域に及んでいた。濼口碼頭に集めら

れた農産品の一部は濼口駅に運ばれ，鉄道で徐州，東光，坊子，青島，南京，上海などへ輸

送された。濼口駅経由の農産品の移出状況から，水運は鉄道と補完関係にあったことが確認

でき，黄河水運は下流域の農産品の流通に重要な役割を果たしていた。 

 

第 2節 本研究の成果 

 

本研究の重要な課題は，近代黄河下流域における黄河水運が，市場構造との関わりで華北

経済地域に果たした役割を，鉄道との関係に着目して明らかにすることであった。これに関

して，黄河水運と隴海鉄道，津浦鉄道・膠済鉄道による物資輸送，山東省の黄河沿岸の定期

市の分布，及び定期市における商品流通，済南を中心とする黄河沿岸における農産物流通の

面から検討した。 

黄河水運と鉄道の関係について，序論で指摘したように，樊如森は民国期の黄河水運は鉄

道運輸と相互補完の関係にあったと主張したが，実証されていなかった。これに関して本研

究では，第 2 章で河南省における黄河水運と，黄河と東西に並行して走る隴海鉄道の物資

輸送の関係を検討し，第 5 章で山東省における黄河水運と，黄河と南北に交差して走る津

浦鉄道ならびに済南と青島を結ぶ膠済鉄道による物資輸送の関係を検討した。 

河南省において，隴海鉄道は黄河に接近しており，物資の輸送量からみると，隴海鉄道は

黄河水運より多かったことから，鉄道が開通した後，黄河水運の機能はある程度鉄道により

代替され，鉄道と水運は全体的には競合関係にあったといえる。しかし，黄河水運による物

資輸送は鉄道に比べて廉価であり，鉄道は黄河水運による輸送物資をすべて奪うことがで

きなかったと考えられる。物資の移出先をみると，鉄道は鉄道沿線，黄河水運は黄河沿岸地

域に移出されていた。また，蘭封県の事例によると，黄河水運により輸送された物資は石油，
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石炭などの重量が重いものを中心としていたのに対し，鉄道輸送は胡麻・胡麻油，落花生，

小麦，雑穀などの農産物を主としていた。従って，物資の輸送先と輸送物資の性質からは，

隴海鉄道と黄河水運は役割分担が行われていたことを示している。そして，河南省において，

鉄道が走る南岸に碼頭は多く分布していると同時に，大部分の黄河碼頭の附近には隴海鉄

道の駅があり，碼頭と鉄道駅の間は大路などでつながっていた。そのため，両者の間は交通

が便利であり，鉄道と水運は物資輸送の面で連携関係にもあったと考えられる。  

山東省では，黄河と鉄道は並行しておらず，黄河は津浦鉄道と済南の北方の濼口で交差し

ており，第 5章で検討したように，豆類，雑穀，落花生，果実などの農産物は黄河水運によ

って濼口碼頭まで移出され，濼口駅から津浦鉄道により天津に輸送されるか，陸路で済南へ

運ばれ天津や青島に送られた。それに対して，石炭，麦粉などの津浦鉄道により濼口駅に到

着した物資は濼口碼頭を経て水運により沿岸各県に仕向けられた。このように，黄河水運は

濼口碼頭と濼口駅・済南で結びついており，黄河水運と鉄道交通は物資輸送の面で補完関係

にあったといえる。 

清代から民国期にかけての黄河下流域の水運の変化に関して直接的な資料はないが，定

期市の分布，取り扱われた物資などの面から間接的に知ることができる。第 4 章での山東

省の長清県，斉河県，済陽県と歴城県における清代と民国期の定期市の分布によると，民国

期に定期市の数は大幅に増加したと同時に，増えた定期市は長清県，斉河県，済陽県の黄河

沿岸に多く分布していた。山東省では民国期の人口数は清代より大幅に増加しており，増加

した人口の需要を満たすため定期市も増加したと考えられる。定期市の増加が顕著な黄河

沿岸地域の農村においては，清代から民国期にかけて商品流通が活発になったといえる。商

品流通の活発化は陸路交通だけでなく，水運交通の利用も促進させるため，黄河沿岸におけ

る定期市の増加は間接的に黄河水運の発達を示唆している。そして，第 2 章と第 3 章で明

らかにしたように，黄河下流域では山東省内に碼頭が多く存在し，渡口が密に分布している

ことは，水運の発達を如実に示している。 

第 4 章と第 5 章で検討した濼口碼頭を経由して黄河沿岸の各県が移出入した物資の種類

からは，黄河水運の新たな展開と黄河沿岸における農村経済の変容が把握できる。まず，第

4章で検討したように，黄河水運を通して沿岸地域に移入された物資には燐寸，石油，砂糖，

塩，石炭，小麦粉，棉糸，棉布などがあった。燐寸，石油，砂糖は国産品もあったが，外国

からの輸入品であり，麦粉，棉糸と棉布は，黄河沿岸地域から原料として移出された小麦，
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棉花が済南や青島などで加工され，さらに生産地に戻った加工品であった。塩と石炭は華北

の他地域から黄河沿岸地域に移入されたものであった。このように，黄河沿岸地域は外国貿

易の影響を受けると同時に，華北内部の地域経済からの影響も受けて，商品化が進んでいた

ことがうかがえる。 

第 5 章で検討したように，黄河の航運によって黄河沿岸地域から移出された物資の中に

は，豆類，小麦，落花生，果実，雑穀，鶏卵，牛革類などがあり，陸路での輸送を補う形で

渡運によって輸送された物資には棉花があった。牛骨や鶏卵などが青島などの港を通して，

海外に輸出されていたように，黄河沿岸地域は外国貿易の影響を受けて農業生産を行うよ

うになっており，当時の黄河沿岸地域は青島などの環渤海交易圏の後背地としての役割を

果たしていた。また，従来農村で生産・加工・消費されていた小麦や棉花などは，済南や青

島などの工場で加工され，さらに農村に戻り，伝統的な農産加工品を部分的に代替した。農

村における在来手織業は，棉花の生産から土布製造まで農家で行っていたが，農家は棉花か

ら糸繰りをするのではなく，機械製棉糸を購入し新土布を製造するようになった。このよう

に黄河沿岸地域では，近代産業の発達に伴い，農村経済の商品化が進み，伝統的な自給自足

の農村経済が徐々に変容していった。黄河水運はこの農村経済の変容に一定の役割を果た

していたといえる。 

 以上のように，黄河下流域の航運と渡運は，沿岸地域の物資輸送に重要な役割を果たして

おり，黄河水運により輸送された物資は，近代の黄河沿岸における農業生産や農産加工，農

村生活の変化に影響を及ぼした。そして，済南を中心とする市場圏では，黄河水運は，津浦

鉄道と膠済鉄道による貨物輸送によって青島，天津と結びつき，環渤海交易圏の一部をなす

華北経済地域の形成に寄与していたと結論づけることができる。 
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