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はじめに

威豊元年 五士八月永安に於て建国宣言をおこない， 三年二月南京において確立をみた太平天

国が，外ならぬ「真天命太平天国」であり「天父天兄天王太平天国」であり ，その故にそれ

自体と しては遂に近代政治範時と してのレボ リュショ ンとはなり得ず，包蔵する革命理念ひ

いては国家理性の云わば過渡期的暖味さの故に，結局十四年で崩壊せざるを得なかったにも

せよ，やがては孫文の三民主義革命運動をみて近代中国の誕生をよぶ先駆的道標となり，中

国近代化の陣痛そのものの具象たり得た点については，政治思想史的観点から既に別稿①で

一応の考察を試みたが，その場合，中国自然、法思想にたつ敬天的革命観と聖書とりわけヨハ

ネ黙示録に革命の理念と情熱の源泉を浪むと思料されるキ リスト教信仰との結合を国家理性

として，古き皮襲に新しき酒をもろうと意図 した「新 しきメシア王国」としての太平天国が，

天王洪秀全をユニークな中核的頂点とするカリスマ的支配体制の「異端」国家① たることを

基本性格と していたことも亦否むべからざるところであった。

では，それは具体的にはどのようなかたちをとって太平天国の政治的社会的現実を形成し

ていたのであろ うか。

小論はそうした視角からするささやかな模索の一所産である。

一 天王と東王一官制を貫くカリスマ的支配理念一

周知の通り，太平天国の官制は朝内官，軍中官，守土官，郷官に大別され，朝内官軍中官

が中央の， 守土官郷官が地方の，行政軍事をになったのであるが，本来，兵盛一致の「戦う

天国Jでもあった太平天国は政治と軍事の両者が一元的にとらえられ，朝内官が軍中官の上

位にたち，守土官郷官は軍中官体制に準じて地方における軍政の実権を掌握するしくみとな

っていた。

いま 「賊↑青葉築警 0J所収の「偽官制0Jによってそれぞれの職階を示すと

。朝内官

王→侯→丞相→検点→指揮→将軍

。軍中官

総制→監軍→軍自111-->師自rll→旅帥→卒長・両司馬

。守土官郷官

郡総制→出監軍→郷軍自11I→郷師帥→郷旅帥→郷卒長→郷両司馬
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となっており，又，同項の「偽官等差総表」には

一等|二等|三等|四等|五等|六等|七等|八等|九等|十等|十一等|十二等

東王 南王 燕王 丞 相 検点 指 揮 将軍 総制 監軍 軍自市

恩 賞 職同 職同 職同 職同 職同 職同

翼王 珠玉 侯 丞 相 検点 指 揮 将軍 総制 監軍 軍自Ib

平 湖 恩賞 思賞 恩、賞 恩賞 恩賞 恩賞
西王 北王 国宗

丞 相 検点 指揮 将軍 総 lliU 監軍 軍自!J

十三等|十四等|十五等|十六等

師 自Ib 旅 自由 卒 長 両司馬
職同師帥 職同旅帥

恩賞師自Ib 恩賞旅帥 職同卒長 職同両司馬

とある。更に守土官郷官①については，郡総制が出監軍，郷軍帥を統轄しつつ地方における

獄訟銭糧を始め「民事の重きも皆これを決するを得，大辞と ~ft も以て上聞せず」と L、う大幅

な権限をもち，郷総制に次ぐ地位を占める員監寧は清朝直線知州の如き存在であること，郷

軍帥以下両司馬までは「ーに軍中の制の如し」ではあるが，そのありょうは「蓋し兵を農に

寓し軍帥をして文武の任を兼ねしむる」ものであること。但し郷師帥以下の官職は「軍中の

尊」には及ばぬこと，守土官のうち軍帥より両司馬までを「郷官」とするが，郷官は当該の

郷人を以て充当し，軍帥旅帥等は郷里で公挙し且つ両司馬まで「子孫承襲，世伝不替」がみ

とめられるたてまえであったとされ，女官制度に関しても「偽女官表J(!)には

女軍師→女丞相→女検点→女指揮→女将軍→女総制→女監軍→女寧帥→女卒長→女管長

とあり，女軍帥は師帥に女管長は両司馬に相当すると記されている。

然も，かかる官制の成立経緯が

洪逆{替号太平天王之初，其伝偽命，己有朝内軍中之称，市未著其制，至負固江寧， f替建偽

朝，遂定内外之分①

とL、う事情であってみれば，太平天国における官制上の根幹が朝内官と軍中官の二者であっ

たことはまず疑問の余地がなし、。のみならず，太平天国はこれら官制，官等上の次序に応じ

て極めて繁現な「太平礼制J@を住居服飾儀杖称呼印刻文告など、生活様式の諸般にわたって

厳重に規定し，奥天魚の事例①からも知られる通り，日常飲食の末に及ぶ迄身分的職階的差

別が実施励行⑮されていたらしい。そしてこの場合，銘記されるべきは，太平天国のかよう

な秩序体系の中核的頂点、に外ならぬ天王洪秀全がたち，その洪秀全が，独ー至尊独一真神独

ー聖神たる天父上主皇上帝エホパの，また天兄キリストの絶対的超越的権威をになう「真天

命」天王として，唯ひたすらに 「天道を行い天心に順う」ことを聖なる使命とする救世主にし

て君主とL、う教俗二権の保有者として，東王以下の王侯諸官を自己の「臣僚J@としつつ一

切の「官民J@I臣民」⑬の頂点にたち，同時にかかる身分階級をあらしめる神聖なる権威の

原点，つまりは太平天国における政治的社会的秩序の源泉として存在したとしづ事実である。

その聞の事情は，例えば「天命詔旨書J@，辛開三月十四日競の条に

天父日『我差爾主下凡作天王，地(他〉出一言是天命，爾等要遵，爾等要真心扶主顧王，

不得大胆放騨，不得怠慢也，若不顧主顧王，一個都難也』

とあり，辛開十月二十五日惑の条に
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天王詔令『通軍大小兵将，宜認実真道市行，天父上主皇上帝縫是真神，天父上主皇上帝以

外皆非神也， 天父上主皇上帝無所不知，無所不能， 無所不在， 様様上又無一人非其所生

所養，線是上，綿是帝，天父上主皇上帝市外皆不得僧称上，俗称帝也，継自今，衆兵将呼

称朕為主則止，不宜称上，致冒犯天父也，天父是天聖父，天兄是救世聖主，天父天兄織是

聖也，継自今，衆兵将呼称朕為主則止，不宜称聖，致官犯天父天兄也，天父上主皇上帝是

神爺，是玖爺，前此左輔右弼前導後護各軍師，朕命称為王爺，姑従凡間査例，拠真道諭天

父，天父縫是爺也，今特褒封左輔正軍師為東王，管治東方各国，褒封右弼又正軍師為西王，

管治西方各国，褒封前導副軍師為南王，管治南方各国，褒封後護又副軍師為北王，管治北

方各国，又褒封達胞為翼王，羽翼天朝，以上所封各王，倶受東王節制，月詔后宮称娘娘，

貴妃称王娘，並欽此

とあるのによってさぐり得ょう。所謂辛聞とは辛亥の謂@で威豊元年五士に当るが，要する

に，洪秀全は永安での建国宣言以前，東郷に於て天父上主皇上帝の天命によって天王と称

し，永安の占領に及んで一般将兵に対しては上とは天父，聖とは天父天兄のみに限定すべき

呼称であることを，また起事当初からの同志たる正副軍師らにむかつては洪秀全を「王爺」

とよぶことの天父上主皇上帝への冒涜たる所以を指摘して神聖なる権威の系譜を匡すととも

に，彼等を「今特褒封芸」の形式で東西南北翼王に任命するに至ったわけである。とすれば，

この事実は，ひとつには起事当初以来の同志がし、まや正式に太平天国の君臣主従という新ら

たな身分関係に再編成されたこと，ふたつには天王洪秀全が東西南北「各国の管治」と「天

朝の羽翼」なる地位権限をそれぞれ五王に分与したことが太平天国の「新しきメシア王国」

的天下観@を示唆しているとの二点で我々の注目をひくが，当面の課題からはこれら諸王が

すべて東王の節制に服すべしとされた支配体制のありかたが看過できない。

いうまでもなく，五王@とは正軍師東王楊秀清， 正軍師西王粛朝貴，副軍師南王鴻雲山，

副軍師北王章昌輝，左軍主将翼王石達聞をさすが I賊情実築空」にはこの外，天徳王洪大

全，燕王秦日綱，珠玉胡以暁をあげ I李秀成自述」⑬はさらに干王洪仁坪以下二十一名を

列挙している。だが「自述」にいう諸王のほとんどは

前封東西南北翼各王，自殺東北王之後，永不封王， 今封王者，因其弟洪仁耳九年之間而来

…封為軍師，号為干王，降詔天下，要人悉帰其制…天王見封其弟両月之久，一事無謀，巳

知塊過，難対功臣，故先封陳玉成為英王…封我為忠王…自此之後，日封日多，然封這有功

之人，又思那個前労之不服，故而尽乱封之，不問何人，有人保者倶准，司任保官之部， 得

私肥己，故而保之・・・封出許多之王，言如箭発難収，又無法解，然、後封王倶為列王者，因此

之来由也，然後列王封多，又無可改，王加頭上三点，以為主字之封，人心更不服，多有他

国，人心由此両挙而散無涯也

と忠王李秀成が痛l嘆した通り，所謂楊章内紛@以後，干王洪仁耳の執政下で

王」でで、あつた。従て，これら後期の列王が建国当初の五王とは全く本質を異にし，その権威

また甚だ狼雑であったことも改めて緯説を必要としない@。

なお，彼等五王がその任命以前に於て何れも正副軍師乃至は主将であり，王たり得た所以

が武功にあった点も，彼等の戦いが天父上主皇上帝エホパの真天命にもとづき，聖書の記載

にもれた清末中国の地に云わば第二の「老蛇」であり「蛇魔閤羅妖」たる「妖胡J I髄妖」

の清朝を諒滅して I新しきメシア王国」としての太平天国を創建するための聖戦で@あっ

た事実とあわせ I戦 う天国」たる太平天国の現実姿相を端的に示唆するものがある。
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最後に，では東王楊秀清は何故彼一人のみが他の諸王を節制するとし、う別格の地位権限を

附与されたのであろうか。

その聞の事情を告げる莱として「賊情長纂空」所収の「首逆事実」は

封秀清為正軍師東王，詑称天父下凡附体，妖言惑衆，一切号令，皆自伊出，官軍追~1!j，数

数窮盛，秀全及群賊皆有散志，独秀清堅忍多施詑計，龍絡群醜，敗市復蛾，自主事西至江官，

秀清皆与洪秀全同行，洪秀全毎至ー処，必深蔵不出，秀清則盛陳儀衛，巡行間市，九有軍

務議定奏上，無不准者，毎批旨准二字，不時頒賜衣飾食物，毎奏謝必優語答之@

とか

秀全旬開江爾省，住総督署…秀全!wr処深宮，従不出戸，人牢識其面，自知詐力不及楊秀清，

一切軍務皆委之，任其裁決，秀市白|寺功高，朝見立而不脆，毎詐称天父下凡附体，令秀全

脆其前，甚至数其罪而杖宣之，造言既畢，其為君臣如初，夫古之較逆，末路受制於臣下，

築奪者有之・..未聞脆而受杖仰尊為王者③

と伝え， I行軍総要」の序文@には

非由東王智慮精詳，防維周密，訓練有素，賞罰至公，断不及此，蓋東王具生知安行之資，

展経文緯武之略， J.琵乱反治，除暴安良，功烈湛乎前人，恩威超乎後世，蓋其時在運wll'佐11屋

之中，所設規条号令尽善尽美，誠為亘古未見未聞者也

とある。つまり，東王楊秀清の文武の才腕が他の諸王に卓絶し，太平天国創建の偉業も楊一

人の功勲に帰すると云わしめるほどに赫々たるものがあり，それが天王洪秀全の絶大な信任

と畏敬をかち得た所以で、あったことがわかる。かくて，南京奨都以後，天王洪秀全は宮中に

深居して容易に姿を現わさず，軍政の大事は実権すべて東王楊秀清の掌握するところとなり，

天王はただ恩賞の奏謝のみ遅達されるとL、う単なる名誉の源泉と化じた@ょうである。とす

れば，これは一見，太平天国の教権が天王へ，俗権が東王へと分離したことをいみするかに

みられるのであるが，然しそれにもかかわらず，我々はその俗権が外ならぬ教権によって根

源的に支えられ裏うちされて始めて俗権として機能しえたところに，太平太国におけるカリ

スマ的権威支配のユニークなありかたを看取すべきで、あろう。

というのは，前掲の引用からも知られる通り，俗権の掌握者たる東王楊秀清は往々 「天父

下凡附体」を称し，時に天王洪秀全をも拝脆させて杖責しえた児術的権能の所持者で‘あった

ば、カミり力、 さらに

偽東王一人，街l累勧慰師聖神風禾乃師脳病主左輔正軍師，其下称九千歳，賊中刑賞生殺，

偽官チト遷降調，皆専決之，洪逆画諾而己@

という「勧慰師聖神風禾乃師!日病主」なる肩書きの保有者でもあったからである。

禾乃とは「秀」の隠語@であるが， I禾乃師!民病主」とは 「太平救世歌@Jに

禾乃師為天父定，以身脳病救数民，兄弟雁行居第四，同扶真主建天京…寿算九千蒙天賜

とあり， I天情道理書@Jにも

天父又大発仁慈，不忍凡間人民尽遭病死，故特差東王下}-1.代世人服之，東王照病之時…

娘苦備嘗..以一己之身，賠衆人之病，以一身之苦，代世人之命，総欲救得天下万郭人民永

遠得生，故我f門兄弟姉妹今日之得救得生得享天福者，皆頼東王賠病之大功労也

などとある通り， I禾乃師」とは天父の命名であり，天父「下凡」の命によって万園人民の永

生を願うべく一身を以て衆人に代り「瞭病」した偉大な功労者で、あり，天父によって「寿算

九千」歳と祝福された玉成者のいみである。 また「勧慰師聖神風」 とは例えば 「約翰三書
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批@Jに

聖神即是上帝也，若男有聖神則是有別神奈，即聖神風亦是聖神上帝之風，非風是聖神也，

風是東王，天上使風者也，聖神自聖神，風自風，ー而二，二市ー，子由父生，原本一体合

一，但父自父，子自子，又合一又分開也，如今上帝下凡降東王，降託東王是聖神，東王本

職則是風，勧慰師也，爺知新約有錯記，故降東王招証，聖神是上帝，風是東王，又知凡人

誤認、基督即上帝，故上帝降東王以明神父在是，基督降西王以明太子在是，父自父，子自子，

兄自兄，弟自弟，ー而二，二而ー，ー下凡間而名f分定失

とある。つまり，聖神にして上帝たる天父エホバが「新約」に錯記ありとし，凡人が「基督

即上帝」と誤認しているのを知って「名傍」を正すべく，自ら東王に下凡して「神父」ここ

にあるを明示したもの，換言すれば，東王は聖神にして上帝たる天父エホパがそこを通路と

して自己を示現し，神意を凡俗の人聞に啓示する媒体なのであり，然もその児術的機能は判

然と「天父上帝」の場合に限定されていた。東王楊秀清が「天上使風者Jr聖神風Jr勧慰師」

とよばれる所以はまさしくここにあったので‘ある。

一体， r天命詔旨書Jr欽定英傑帰真」その他天国側文書@を通覧すれば随処に散見できる

通り r天父天兄下凡」なる事実は道光十七年のヴィジョン事件を最初として，元来は天王

洪秀全独自の神聖なる特権であり，洪秀全が天王として君臨しえた政治的秘密も実はここに

あったのであり，太平天国が「真天命J r天父天兄天王」国家としてカリスマ的支配を体制

化しえた所以も天王洪秀全のもつかかる児術的特権機能によるのであった。と ころが，いま

や東王楊秀清のみは「天父下凡詔書二@Jにも明らかな通り，太平天国臣僚中唯一の例外別

格として「天父下凡附体」と L、う神聖なる児術的特権機能者たり得たのて・ある。この事実は，

西王粛朝貴@が，前掲の通り

基督降西王以明太子在是

とか， r天情道理書」に

天父差下凡為右弼又正軍師，文是帝靖，且天兄聖旨降托伊身，宜~~降生之始，自当富貴光

栄失

とかあるように，天兄キリスト下凡の媒休とみなされた事実と併せ，太平天国の官制に内在

するカリスマ的権威のありかたをさぐるうえに大いに注目されて然るべきであろう。何故な

らば，かかる児術的特権機能は東西両王を除く他の何人にも見出し得ない厳粛なる事実であ

り，両王が倶に一等官として太平天国官制上の最高位を占めるべき正当性の板拠を明示して

いるからである。要するに，両王は神聖なる児術的特権機能に於てそれぞれ天王洪秀全の一

面を保有することによって「天王の分身」ともよばるべき格別の間柄的存在となったので、あ

り，然もそうしたところに太平天国の官制に内在する身分的階級制度の根源的価値原理がい

きいきと脈うっていたのである。換言すれば，太平天国に於ては天父天兄天王とし、う三位一

体観が同時に父子兄弟とL、う人倫的秩序に於てとらえられていたが故に，東西両王は両者ひ

としく一等官でありつつ，然も地位身分上は東王楊秀清が天王洪秀全に最も親近な最高位を

占めて「雁行居第四」となり，天王を万歳，東主を九千歳，西王は八千歳と格付け@したわ

けである。なおここで「天父下凡附体」の権能をもっ東王楊秀清の圧倒的権勢をさぐるよす

がまでに，更に副軍師北王室昌輝の

楊賊杖昌輝数百，至不能輿，又詑称天父附イ木，時挫折之，楊賊与昌輝互相精思

という場合@や，左軍主将翼王石達聞の
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毎見楊賊詑称天父附体造言時，深信不疑，健保流汗，尊奉洪楊主主三賊若神明

とある事例@を附加しておきたい。

かくて，太平天国における一切の価値と名誉の源泉は悉く天父天兄とりわけ天父上主皇上

帝エホパから浪みとられ，然もそれは総体的には天王洪秀全を，部分的には東西二王とくに

東王楊秀清を媒介通路として凡間地上に啓示されるしくみとなっていた。だから，東王楊秀

清の場合，時に天王洪秀全をすら自己の脚下に拝脆させ杖責さえも敢えて為し得たのは，東

王がまさに「天父下凡附体」という特殊状態にある時点，つまり「天上使風者j I聖神風」

「勧慰師」としての機能発揮の状況裡にある時点に限定されていたので‘あり， 一旦「天父下

凡附体」の状況が終了すれば，忽ちにして一臣僚としての楊秀清という現実に引戻されるわ

けである。云うなれば，天王をも拝脆させ杖責する権威の実体は楊秀清個人ではなく，楊秀

清を媒体としてそこに自己を啓示する天父エホパに外ならなかった。だから，太平天国にお

ける俗権の掌握者としてさしもに権勢を悲にした東王楊秀清も，政治的野望にかられて不軌

を企図するや，直ちに北王室主昌輝によって諒滅され了る運命@を辿らざるを得なかったので、

ある。

以上，我々は天王と東王の場合に焦点をあてて「天父天兄天王」太平天国の官制に内在す

るカリスマ的支配理念の姿相を跡付けたのであるが， これによって清末中国のカリスマ的

「異端」国家としての太平天国における国家理性のキリスト教的乃至は聖書的ありかたが一

応了解されえたかと思う。

二広西老兄弟老姉妹と臣僚層

太平天国の君臣階級や官制に内在するカリスマ的権威のありかたをさぐるうえに更に看過

できないのは. I賊1育会築空十」の「広西老賊」即ち「広西老兄弟老姉妹」とよばれた階層

の存在である。

太平天国の官文書@に明らかな通り，皇上帝エホバを天地の造成者，万物の主宰者であり，

その故に「天下凡聞大共之父」であり，天下は「一家」なりと確信する太平天国に於ては，

天父上主皇上帝エホパの前には人間すべてその子であり，同時に皆兄弟姉妹の間柄的存在で

あった。従って，太平天国の立場からすれば，五倫五常の如き儒教倫理は所詮 「凡間」の倫

理であり I人肉身」における「人肉身」の倫理なのであり，儒教的立場からする論難にも

かかわらず I凡間」世界に限定された限りでは人倫のいわれなき無視などはあり得なかっ

た。だが，太平天国の場合は人倫の逸脱が単に「人肉身」上の問題としてではなくて，どこ

迄も「犯天条」や 「失天倫」の次元からとらえられていた。規範の一切は皇上帝にして真神

たる天父エホバから波みとられていたので‘ある。のみならず，我々の見逃し得ないのは，太

平天国の場合，この「天条」の倫理なる価値原理が同時に現実における社会階級構成上の秩

序原理と しても生きて機能していたという点である。

このいみで注目されるのが，太平天国の守土官郷官が郡総制， 員監軍までが「老賊j，郷軍

帥以下が「郷人」で充当されて郷官とよばれ，格差づけられていたこと@である。

「老賊@jとは「金田老賊」や「永安老賊」に大別されつつも，包括的には「賊情誌纂美」

の「偽称呼」に

父子夫婦人之大倫，賊逆天背理，不知長幼尊卑之序，安知有兄弟，是其所謂兄弟者，不惟
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自兄其兄，自弟其弟，j千欲強一切而兄弟之，於是有老兄弟新兄弟之称，強婦女而姉妹之，

有老姉妹新姉妹之l乎，至其起事首逆，皆拝会結盟之党，不以少長封1，行，市以入会先後分次

第，如偽王侯呼洪逆為二兄，楊逆為四兄之類，其次則以有功勲有科炭為最老兄弟，下此皆

由新入老，是老賊有尽，而新新不己之無尽，為可慨也，即如全家被Jお，則必使祖孫父子斉

一而兄弟之，姑鋒紬埋斉一而姉妹之，及至同胞兄弟数人，則反東西互調而分処之，是舎親

親而強仇仇以為兄弟者，群下称洪秀全為天王，三呼万歳…詳後所紗偽太平礼制原本，不主主

とある「老兄弟老姉妹」の謂である。

一般に 「新賊」即ち「新兄弟新姉妹」が道州侵入時の参加帰属者を最初とするそれ以後の

両湖地方の民衆などから構成@されていたのに対し， [""老兄弟老姉妹」とは本来「広西老賊」

「専西老賊J等と よばれた金田村起事以来の拝上帝会員を中核と し，功勲者科炭者@を 「最

老兄弟」とする構成で， いずれも「従逆の心堅く'際惇善戦」し「皆百戦の余，心腹の契，逆

首侍り て羽翼と為す」と評価された太平天国の精鋭股肱分子@であった。要するに，老賊即

ち老兄弟老姉妹とは生理的年齢の長幼による「老」ではなく，云うなれば，拝上帝会から太

平天国にかけて洪秀全的キリスト教に帰属した時期の先後による「老」なのであり，従て，

彼等は理念的現実的に太平天国を支える貴重な中堅分子層に外ならなかった。

そうした事実は，例えば「賊情葉集章一 」が「新賊」のうちの「極悪次悪」なる者について，

「榔桂控煤開磁人， 沿江繕夫，船戸，砺頭挑脚， 柄夫，鉄木匠作」など「恒産なく力作して

以て衣食を謀る」下層労働者が水土両営@に於て太平天国に忠誠を励んでいるのを憎み，

「診栴して余翠を遣すなからん」ことを願い，然る所以を

賊必善遇之，数月後居然老兄弟失，衣錦食肉，優瀞自如，遂亦安之

からだとし，また「剖盗，光根，獄図，塩泉並びに窮兇， 乞巧，無頼博徒」らも「最も残忍

悪毒なる者」であり

傍掠残殺，較老賊為尤甚

よろしく極刑に処すべしといい，最後に

縞査数年以来，従賊日衆，良美不斉，何従分別等次新旧乎，有新賊中之老賊，有新賊更携

新賊，而老賊有尽而新新不止，非効滅轄尽，揚人イ乃無巳時

と!奥息しつつ，太平天国における 「新賊中の老賊」化現象つまりは 「新賊」の「老賊」への

昇格編入事実@を指摘しているところからも逆に推知できるかと思う。

かような存在であったが放に，彼等 「老賊」 層は南京奨都以後その殆どが太平天国の顕要

官職につき，卑官のままに放置されるものなしとL、う有様であった。事情は

由岳州陥漢陽武昌，1域之凶心至此大逗，升賞偽官，不可!時計，而老賊居十之七，且皆権要

…治陥江甫，老賊尽居顕職，無復卑官失，其後令衆北原，派出督隊老賊三千人為最多，即

比年之上犯両湖者，亦砥老賊千人数百人而己， 其余盤掘金陵，給役偽王左右及分守鎮江腫

州等処郡邑，蓋老賊皆百戦之余，心腹之契，逆首僑為羽翼，雌無職亦加功勲平湖偽後r，有

過降責亦調回金陵，綜核其数，究以金陵為最多@

によってほぼ明らかであろうが，守土官の場合でも 「要するに皆顕秩，また軍帥以下の等官

なし」であり，戦場に於ても 「老賊はつねに一二人で千百人を督」率し「老賊は高きに怒り

て遠眺し壁上の観をなすのみ，放路多しと雄も仰お新賊に属す」情況@であったとL、う。な

お「賊情詰纂竺1-J vこは南京実都以後の 「現存老n成」 は 「万人に及ばずJ， これに守土官ら

六七千人と「等西婦女」を加えても 「三万人に満たず」とあり⑬，更にやや時期がくだるが，
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「蘇台康鹿記上」には蘇州の場合について

賊衆之在蘇城号称二十万，其実真長毛不過数百，両湖籍者己是老1¥丸広西起事之人，十無

二三J(1太平天国VJ所収〉

とあり ，1"献曝愚悦」も 「老賊」層の比率について

彼甘心為l!1成者什居其ー，被員~t脅従者什居其九…計HtlG虚声約称百万，其実心腹爪牙称王称主

将而下義安福燕等聯為一気者， 不過数千人， 其中戻気所結， 楽於為賊者， 不過数万人」

(1太平天国VJ所収「庚申江|塗東南常熟西北郷日記J)

と述べている。

これらの記述を1"}¥¥IH!i成事略@Jにし、う顕要官職五十四名中 「広西老H成」が九Oパーセント

以上を占めている事例や，冬官正丞相羅大綱が太平天国屈指の豪傑でありながら

因非専西老賊，功在奈日綱上，而不封侯王，心甚快快@

とあるのに考量すれば，太平天国における老兄弟老姉妹とりわけ「広西老賊」のもつ重みが

想見できるであろう。然りとすれば，これら「老賊」層の 「由新入老」乃至は「新賊中之老

賊」 化現象つまりは「真長毛」の減少化，ひいては 「老賊」層の変質過程が太平天国の命運

に与えた影響には必ずや決定的なものがあったに相違なL、。

ところで，これら「老賊」を主体に構成された官僚層は一般に 「官員@J1"臣下@J1"臣僚@J

とよばれ， 1"帝民 @J1"良民 @Jなどと呼ばれた民衆層とは区別された支配階級であるが，で

は彼等は太平天国において一体どのようなありかたをしていたので、あろうか。その手がかり

を与えるものと して，例えば 「天朝団畝制度@Jには

凡天下官民，総遵守十敗天条及遵命令，尽忠、報国者則為忠， 由卑陸至高， 世其官，官或違

犯十敗天条及逆命令，受賄弄弊者則為好，由高庇至卑，瓢為農

とか

功勲等官，世食天禄

凡天下諸官，三歳ー陸皮，以示天朝之公

とあり，官制は世襲を原則としながらも功勲等の官を除き，普通三年に一度の考課によって

陸庭を行い，その際の「忠好」 判定の評価基準は「遊守十欺天条」と 「遵命令」の如何にあ

ると述べているが，これは太平天国における官職体系が天王洪秀全を中核的頂点とする世襲

的身分制をたてまえとした一種のヒェラル ヒー制であったこと，然もその秩序原理が天父天

兄下凡に権威の源泉を波む洪秀全的キ リス ト教とりわけモーゼ、の十誠に擬した 「十欺天条」

にあったというカリスマ的な支配性格を物語っている。のみならず，太平天国の軍政が前述

の通り，俗権の掌握者たる東王楊秀清の節制下に，例えば

凡ー箪一切生死則|渉等事，軍帥詳監軍，監軍詳欽命総制，欽命総制次詳将軍侍衛指揮検点

丞相，丞相票率師，軍師奏天王，天王降旨，寧師遊行@

とL、う整然たる統制を維持していたとすれば，ここに所謂「遊命令」とは結局，太平天国に

おける政治的現実の一切が，天王と東王らひとにぎりの最高中枢幹部の掌中にしかと把握さ

れていたことを示唆している。

とは云え，このヒェラルヒー的社会の君臣関係は成程，たとえ東王たりとも断じて撰奪を

許さぬほどに神聖不可侵であり，上からの支配がカリスマ的権威によって絶対化されてはい

たものの1"臣民J 1"官民」両者@の関係は末端に近づくほど不安定的流動的要素を増大し，

「忠好」の評価如何によって昇降自在であり， 1"違犯十欺天条及逆命令，受賄弄弊」の好官
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は勿論のこと， ri監保挙人及濫奏庇人」の不正官員或は「毎礼拝日-敢怠慢者」とし、う不敬官

慣臣僚はすべて「鮒けて農と為す」か「既して良と為す」提@であったし，逆に又，後述す

る 「伍卒」の場合は十款天条や命令に忠順なる者及び「力践者」を 「賢良J，違犯者及び 「惰

農者Jを「悪頑」と判定して賞罰の途を講じ， r賢良」者は官員に昇進させる制@であった。

ここに我々は太平天国の階級構造を貫く明白な官尊民卑の社会意識をよみとることができ

るであろう。

然りとすれば，最後に残された我々の課題は，ひとしく太平天国の兄弟姉妹でありつつも，

天王洪秀全との距離に応じてそれぞれに上下尊卑の地位身分を分与され，云うなれば，洪秀

全的キリスト教信仰の社会的客観化，乃至は制度的外在化とでも形容しうるカリスマ的権威

に貫かれたヒェラルヒー的社会に於て，その最末端にピラミ ッドの底辺として生きた農民を

はじめとする一般民衆の姿相であろう。

三 ヒェラルヒー的社会と帝民層

カリスマ的支配者天王洪秀全を中核的頂点に仰ぐ「真天命J r天父天兄天王」国家と して

の太平天国の階級構成が，東王楊秀清以下の諸王と，広西老兄弟老姉妹を主体としつつ之に

抜擢昇格された新兄弟新姉妹つまり「新賊中の老賊」を包含して形成された「侯」以下の朝

内官軍中官守土官及び女官と「新賊」で本地人たる郷官に至るまでの臣僚官員層と，これら

臣僚官員による行政支配と軍事指揮に服従しつつ「臣民J r官民」の「民」としてピラミ ッ

ド型社会の底辺を構成する「帝民」乃至「良民」などと呼ばれた民衆層との，君臣民なる身

分制的三階級要素からなりたつ王国構造であったことは既述のところからも首肯するに難く

ない。

ところで，彼等民衆は一般に「民分以四，各居其芸@lJ とされ，四種に大別される職能に

従事していたようであるが，これについては太平天国の社会的制度理念を綱領化した「天朝

団畝制度@>J が

其後来帰従者，毎軍毎家設一人為伍卒，有警則首領統之為兵，殺敵捕l吹，無事則首領督之

為農"緋田奉尚

と述べ，太平天国における兵陸一致の国家体制を明示している点がまず注目される。ここに

いう「後来帰従者」とは後述する通り，元来， r搬入」 出身の部類に属する民衆であり ，r新
賊」即ち「新兄弟新姉妹」をさすのであるが，とすれば「伍卒」こそ彼等の基幹分子であり，

従って所調四芸のうち，兵と農の二者が「帝民」層にとって最も基本的な職能であったとみ

なし得ょう@。

次は各種工人の存在についてである。これは「天朝田畝制度」にいう

凡二十五家中， I淘冶木石等匠，供用伍長及伍卒為之，民間!治事

によってその一斑を伺いうるが，その他，前述した「新賊」中の 「極悪次悪」者にいう「控

煤開磁人J r鉄木匠作」の存在や 「賊情誌築蓄」所収の「諸匠営」に

水営土営而外，又有木営，其卒皆木工，金匠営，其卒皆金銀匠，織営，其卒皆織機匠，金

騨営，其卒皆事li!鞍匠，調1錦営，其卒皆男繍匠，鏑刻営，其卒皆刻字匠，各営以指揮統之

とある記事@， 或は同書章二所収の女子労役に関する

美麗者充妻駿，余皆無用，故役使工作磨折以死者，不可!時計
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とか

有援引者或入繍錦街，余皆迫令放足，役使挑時，背塩，挑i宗務，削竹鎮，要皆夢想不到之

苦

とある叙述@などによってほぼ推知できるであろう。

最後は商業交易である。これについては例えば「賊情誌纂章」の「関権交易」が

賊之関椎所獲量~~，然、賊之交易頗足資賊，蓋携得百貨凡不i済用者，或所携過多者，皆於村

鎮屯積，命三五賊目招練交易，較常価倍減，郷民始猶疑曜，既見陵他，遂趨利争赴，或以

銭買，或以米豆互易，不数日鈷筈浄尽，船載銭米賓送賊巣失，百貨之中，尤以准塩及湖北

布棉為大宗…物係揚来，全無質本，似貢献厨到l科派@而外，即此所入亦復甚長E，大都交易

多在日立郷官之処，若賊甫陥之地，亦怪招民交易…此則以交易為鈎餌，而愚民熊利，不覚

誤呑者也

と占領地区における掠奪物資の交易情況を活写しているが，これを太平天国の「買莱銭@iJ

や越南の太和，景統銭に似た「天国聖宝@Jの存在 i金陵省省、難紀略」所収の「円f賊l吠氏開市⑬ J，

「金陵城外新楽府」にいう「作買売J i鋳大銭⑬ 」乃至は「蘇台燦鹿記警 」の蘇和削jナ州‘{刊肌li

「買売街J i朝市J}成克立の事{伊例到列リ伊@， 並びに上海を中心とした外国貿易@などに併考すれば，

事情は想察に難くない。

以上，要するに太平天国における帝民層の所調四芸とは兵農と工商の四者であったとみて

誤りないであろうが，彼等は一般に「牌面J i牌尾」と通称@されて，清朝統治下の民衆た

る「妖」乃至は「外小J i外小婆@Jとは明確に区別されていたようである。

これら「帝民」は「天朝団畝制度」の示す綱領によれば，上上から下下まで好醜に応じて

九等に格付した耕回を性別で‘はなくして人口の多寡により十六歳以上五十歳以下を標準に一

律平等に支給@され，男行女行に隔離のうえ，きびしい監視態勢下@で，二十五家を最小社

会単位としてこれに国庫礼拝堂各ーを必ず附設して両司馬をその管理者に任じ，婚要弥月喜

事にはすべて銭一千穀ー百斤と規定して国庫より支出，かつ財用を節約して兵荒にそなえ，

さらに礼拝日には男女別個に伍長引卒のもと礼拝堂に赴いて「講道理@J をうけ，幼童はま

た両司馬から旧遺詔聖書，新造詔聖書と真命詔旨書 つまり旧新約聖書と天王詔旨 即ち「真

約」の教読を授けられ@， それぞれに自己の精神生活を洪秀全的キリスト教によって権威的

に陶冶規律されるしくみが社会生活のあるべきたてまえとなっていた。そしてそれを貫く根

本理念が

蓋天下皆是天父上主皇上帝一大家，天下人人不受私，物物帰上主，則主有所運用，天下大

家処処平勾，人人飽媛央，此乃天父上主皇上帝特命太平真主救世旨意也@

要するに天父上主皇上帝「救世」の名のもとにおける土地私有の否定と配分の平等という

所謂社会主義的政治志向@に外ならなかった。だが，例えば，十款天条第八条には「安貧守

分不宜倫，規槍横行最下流」が 「貧窮富貴者皆皇上帝賜定」との結びつきでおごそかに宣諭

され，事実，繁噴な「太平礼制」が生活の諸般を拘束していたばかりか，天王東王ら諸王が

朱希祖のいう 「共産制度之先駆J i社会革命之首借」体制@の坪外に超然、たる特権支配階級

的存在であったことは，既述のほか「太平天国天京観察記」や「天京遊記@J或は「盾品随

開銀宝 J@i金陵雑記@Jなど多くの所伝からも否定できない。 してみれば， i天朝団畝制度」

に規定するところは所詮は一般「帝民」層に対して上から一方的に適用された支配のための

一種の統制管理方式であったとせざるを得なL、。唯然し，太平天国の場合，それが天父上主
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皇上帝エホバの神聖なる権威の名のもとにキリスト教的色調に彩られ，民衆による天父天兄

天王への忠誠奉仕というかたちで、運営されるカリスマ的支配構造@であった点に「異端」国

家的性格が指摘できると云えるであろう。と ころで，かような社会体制階級構造をもっ太平

天国の底辺を構成する「帝民」層は I賊情話纂章一 」の分類をかりれば「搬入」出身に属

する人々であった。

「搬入」即ち「招兄弟」とはつまりは捕虜投降者であ り，新来の帰属者@をさすのである

が，彼等はすべて「携人講道理」とよぶ恩威併施のさまざまなテストをうけた後，当局者か

ら「非妖Jであり「拝降して我何に随って兄弟」となることを許され，天条書や「一切の偽

書Jを繭習して天父天兄天王東王を拝降し，太平天国の前駆となって「天令」の遵守を苦い

長髪を蓄えるに至った人々なのであった。然しその心境は，例えば

有介在欲逃不逃之問者，如貿易之人，吏膏之類，自思焚掠之後，無家可帰，無親朋可投，

身無技芸，諜無資財，即能逃出，将何以柳生乎，不如暫且従之，侠有機会再作帰計，更有

欲逃而遷延未逃者，如貧窮之人，肩挑之輩，本自度目線難，見賊衆金賀県粟，則思得其所

有而逃，及見賊防之甚密，不克遂意，則又翼随賊下郷携掠時，或亦可潜匿銀銭衣飾市逃，

原其心笑非従賊，其所以不逃者恐出為餓李也@

からも推知されるように可成り屈折したものがあったらしい。勿論，前節にもふれた如く

「新賊」のうちでも所調「極悪次悪」なる者乃至は「老賊」化への途を歩んだ積極分子一恐

らくは会党や貧農などを主としたものーが存在し，太平天国革命の展開に中堅的役割をになった

ことはまぎれもない事実ではある。が然し，その他の大半は本来清朝統治下の良民であり，

太平天国に対してはむしろ受身的消極的でさえあった筈にもかかわらず，結局「新兄弟新姉

妹」となった云わば無-事の民衆であった。だから，多少文字に通ずる者などは表面恭順を装

い「先生」とよばれて優遇されながらも「甘心従賊せざる者その半ばに居る」情況@であっ

たらしく，事実 「逃亡」者⑧は殆どこの 「帝民」 層から輩出したので-あり，太平天国にとっ

て最も脆弱な要監視者の不純信徒集団に外ならなかった。彼等が全くの被支配者層として太

平天国社会の最末端に位置づけられ， ピラミッド型社会の底辺に生きる「新弟妹Jとされざ

るを得なかった所以であるが，我々はここにも洪秀全的キリスト教を基調としたヒェラルヒ

ー的太平天国社会の構造的性格をよみとることができ ると思う。

では，これら清末中国の民衆を駆って太平天国の「帝民」たらしめ「賊情誌纂章一」をし

て

縞査数年以来，従賊日衆…非効滅礎尽，搬入何無己時

と慨嘆させ，また「献曝愚枕」をして

自賊購拠金陵以為巣穴，北自安慶，西自池州太平，南及徽寧，幡掘出没，勢若常蛇，而復

北取六合以固藩能，東取蘇常以足寧食，其勢似難撲滅cr太平天国VJ所収「庚申江陰東南常熱

西北郷日記J)

と焦慮させるに至らしめたのは一体何に起因するのであろうか。

この間L、に対する究明のてびきとして，当面あげておきたいのは曾文正公奏稿疏空@所収

の「応詔IIJR言疏J I備|凍民間疾苦疏」の二者と「議汰兵疏」とで切言された清末中国の政治

的現実である。即ち，曾国藩は前二者に於て清末政治の頒敗と民間の疾苦に言及し，まず各

省官憲の通弊について，これを退縮，現屑，敷f行，鮪干買の四点に要約して

有此四者，習俗相沿，但求有安無過，不求振作有為，将来ー有銀短，国家必有乏才之患
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と憂慮し， 民間の疾苦に関しては「銀価太昂銭糧~m納J r盗賊太衆良民難安Jr賓獄太多民

気難伸」の三点を指摘して民生救済のために適切迅速の施策あるべきをうったえ，ついで後

者の奏疏では清末軍隊に弥浸している堕落無断を批判して

兵伍之情状，各省不一…其他吸食~片，東開賭場，各省皆然、， 大抵無事則前手悲雌，有事

則雇1!\~頼之人代充， 見賊則望風崩潰， l域去則殺民以遜功一・近者広西軍興L紛紛徴調外兵...

閲覧無一人足用者，専省如此，他省、可知

と言葉鋭く弁詰を加えている。ここにいう 「広西軍興」が太平天国の場合をさしていること

は云うまでもないが，当時， 1匹、為退嬰的な地方官憲のもとで，1青:車と太平軍 ・土匪双方から

する蝶踊の谷間に附吟する清末民衆の惨状は，例えば 「鏡山肝史」に

可恨者君明臣不良，官合民不安，最企者惟府県両官，近於i臨民，便m:Ji在民放也，毎年征収

棋倒，例外私設甲書， 沿郷苛索， 官役分肥，毎逢聴訟，未看詞紙，先査組問， 量{~J(家資取

得幾何，有銭曲可為直，無銭是反為非，聴訟不分曲直是非，総総間{~~要銭多，無銭者困受

其宛，有銭者苦遭其剥，有銭無銭都還{匁没有好処…傷哉民為邦本，官為民牧，民宛莫伸，

官飯安在，似此上下相蒙，理数応乱cr太平天国E清方記載(ー)J)

とあり， r金陵雑記小叙J@に

然、不得其人以治之，則将不知兵，兵不知民，民不知兵，狩聞賊至，将遁兵遁民亦jill，紛紛

潰敗，無可救薬，数年来労師醸鮪，巨魁未磁，廟堂股宵肝之憂，聖書庶躍水火之厄，天降大

戻，調之何哉，!ilOO然…何以為賊用則甘奮勇，為我用則甘退縮，蓋以賊之駆逼，戦勝則賞，

退則訣，是九死而一生也，我軍之隊伍，畏恵、積於素，逗趨視為常，是九生而一死也，以九

生之衆，当九死之卒，烏有不失律1古事者，加以帯兵頭目，或l虫洋畑，或恋財貨，平時既不

聞衆志之城，臨時又絶無過人之胆量技芸，用是各地割強，堵禦雌設市失陥弥多，徴募雌煩

而珍紬何数

とあり ，r庚申江陰東南常熟西北郷臼記序@Jに

l波萌芽専西，陵踊両湖， 突過九江安慶，直趨金陵，随陥揚if~l， 大江南北名城数十， 半己残

破，而我師奔命，罷於道路，雌有智勇之将，尽淳馳駆，終不能強厭巨魁，非勢力不敵，縁

軍政廃弛，行伍久無節制也

とあり， r東南紀略@Jに

紳民殉者数千人，賊自是任意馳突，如入無人之境失，而真賊実無多，逃民潰勇，先砕焚掠，

居民死亡相枕籍，旋有失業優人，木排鈎手，及被放監犯，勾結各路土匪，十百成群，民団

抵禦則退，梢怯il札放火搬lP"賊亦旋睦而至，常川附郭三十里内，村鋲無完善者，嗣後賊所

到処，情形悉同

とあり， r思痛記上@Jに

時各路倶南下， 号称数百万，攻犯蘇杭 一表数 卜里4!\~間断， 其中真!城， 如同等両湖江西福建

安徽及金陵城内者十之四五，余皆新tjJJ者・・各処焼殺掛掠，亦多有為ift敗之官軍所為者，不

尽属!被也，又官軍敗賊，及克復賊所拠城池後，其焼殺到l奪之惨， 実il則氏為尤甚， 此不可不

知也

とカミ

窮凶極悪， 無所不至， 但如行此類事者，大抵以i~II ~J11焼翰等穀;人， 先充官事，或流限地癒，

褒附於賊，或戦敗而降賊軍，積質得為老兄弟者居多，其真正母賊，員Ij反覚慈祥憧悌，転不

若是其残忍也…至官軍一面，則潰敗後之携掠，或戦勝後之焚殺，尤属耳不忍聞，目不忍観，
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其惨毒実較賊文有過之無不及，余不欲言，余亦不敢言也

とあるなど枚挙に濯ない有様である。

事情かくの如しとすれば I賊情実築設高」所収の「肪去IlJに

当此之時， 富者文弱者呑声以11ft務輩，窮者強有力者遂甘心従賊， 自去投営，以図温飽…賊

…於鴻沢而漁之後，忽下安民之令，於ー州ー邑選老賊置監軍一人， 偏頒二尺長i閉之郷官軍

冊， 分軍師旅卒両伍， 脅回畝多者充偽官，而以貧戸充伍卒， 民求一日之安，皆勉従之，比

戸皆如懸轄

とあるのに伺いう る如く，擾乱にま き込まれて生命と財産の危険におののく清末中国の民衆

にとっては，きびしい統制管理社会ながら所謂天朝田畝制度的政治理念、のもとで生活の保証

された太平天国の「帝民」たることが，収奪と無防備のままに放置される清朝統治下の良民

たるよりは，生き るに値する 「天国」を期待しえたからではあるまいか。

まして， 太平天国が所調洪秀全的キリスト教というカリスマ的精神武装を具備した「異

端」国家たるに於てである。

「賊情実纂章者宅」の 「龍計」に日く

賊行邪教，既tWI我将領之心，又能奪我兵勇之気，並能使被脅愚民崇信之，而不敢背較…賊

之惑我兵勇，則在異言異服，読讃繭児，多張旗憾，盛陳儀衛…遂疑賊教果有邪術，…至於

被脅愚民，始雌訪其非道，既而朝夕礼拝調桶之，耳濡目染，莫不迷惑忘死，従来板逆多籍

邪教信乱，而写匠為尤甚也

と。これをリンドレー「太平天国」の詳細な見聞記@に考量すれば， 事情は最早や整言を必

要としないであろう。

むすび

「真天命太平天国」乃至は 「天父天兄天王太平天国Jなる国号自体が端的に示している通

り I天父天兄下凡」とL、う児術的権能をもっカリスマ的支配者天王洪秀全を中核的頂点と

する太平天国は，天父天兄とりわけ天父上主皇上帝エホパの 「真天命」をうけ， I妖胡JI縫

妖」たる清朝を諒滅して清末中国の地に「新しきメシア王国」を創建すべく ，ひたす らに

「天道を行い天心に順う」ことを政治使命とした身分制的階級社会がその体制構造であった。

のみならず，君・ 臣 ・民の三階級要素からなる太平天国社会はカリスマ的支配者たる天王洪

秀全に対する忠誠の度合いによって権威的に秩序づけられ，然もその評価基準は十款天条や

天王詔旨等を通じて自らを啓示する天父天兄への絶対的信仰即ち洪秀全的キリスト教への帰

属の時期と程度の如何にあった。

東王楊秀清以下の諸王を特権的最高臣僚とする太平天国の臣民が 「老兄弟老姉妹Jと「新

兄弟新姉妹」とに大別されたのも，彼等の生理的年齢差ではなくしてそうした内面的年齢差

を理念内容としていた。そしてかく大別された臣民層のうち，朝内官と軍中官守土官女官の

高級臣僚は 「広西老兄弟老姉妹」を主体としつつ之に抜舵登用された一部の「新兄弟新姉

妹」が包含されて構成され，大多数の「新兄弟新姉妹Jは軍帥以下の中下級官員乃至は郷官

に甘んずるか，それとも帝民層にとどまるかであった。これら帝民層は全くの被支配階級た

る一般民衆と して兵農工商四種の職能に従事し， I月半面JI牌尾」と通称されていたが，とり

わけ，兵農を本分とする伍卒がその基幹分子であった。彼等はすべて「講道理」をうけた
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「掛人」出身で，天父天兄天王とし、う神聖なる権威の名のも とに絶対服従を誓約させられ，

きびしい統制管理下に所調天朝団畝制度的政治理念による生活の保証をうけつつピラミ ッド

型社会の底辺を構成していた。

かくて，太平天国における身分制的階級社会とは，その中核的頂点にたつカリスマ的支配

者・天父天兄天王洪秀全との距離に応じて階層的に秩序づけられた洪秀全的キリスト教信仰

の体系的外在化，制度的客観化としての一種のヒェラルヒー的社会であったのであり，太平

天国的支配構造の特質とは，要するに中国的自然法思想にたつ敬天的革命観と黙示録的聖書

信仰との結合の所産を革命理念とする国家理性に貫かれた清末中国におけるユニークなカリ

スマ的「異端」王国たるところに在ったのである。

(昭和五一年七月二七 日了〉

附記-小論は旧稿一一九五二年七月二一日稿了とある に術訂を加えて改稿したものである。

註 解

① 拙稿「太平天国の革命理念J(イ言州大学人文学部 「人文科学論集第十号」所収入

①主会見伝説葉と 「支配の社会学 1J所収「カリ スマ的支配J(佐高三)を討結長エバー「儒教と道

教七」の「正統と異端」に併照。なお太平天国の異端性について「賊情実纂党」が「若与匪縫製彼教

直以天為父，拾耶蘇不奉市以兄呼之，比又天主教之変絡，耳~ïi!京在海外教人為普，海外奉為神人可己，

在中国則為異端，奉其教者旦応諒」と述べているのは小論との関連で注目に値する。

①鵠翻史「太平天国z方問(ー)J所収。以下「太平天国」と略記。

@ ここにあげたのは官制の基本系のみであり，詳細に就ては「偽官表」 の「分表J r偽朝内官J r偽
寧中官J r偽守土官郷宮J r偽女官」併照。なお官il;1jに関する詳細な論考については簡又文 「太平天

国典iIJIJ通考話連創J(以下「通考Jと略記)，断定 「太平天国制度初探(増訂本)J(以下「初際」と略記〉

を参照されたい。

@ 註4の「偽守士宮郷官」参照。

① 註4の「偽女官表J r偽女官J併照。この表によれば女官の地位は男子の場合に較べ可成り劣位に

格付けられていたことがわかる。

① 「賊情染纂苦言制 」所収。

① 「太平天国よ平天国官自」所収「太平礼illljJ，r賊↑百余纂新川併照。ちなみに 「偽礼制」は「夫首逆数人

起自草奔結盟，寝食必[具，↑青同骨肉，且有事褒商於一室，得計使行，機啓迅速，故能成燦原之勢，今

掘江筒，為繁華迷惑，養尊処優， 専務於声色貨利，往之僑為心腹股肱者，今乃彼此唆隔，狛忌日生，

禁令則徒立科条，軍務則全i恩文告，気l派不通，己成麻癖不仁之象，日成之滅亡， 可燭照而数計尖」と南

京実都以後の諸王の幸子修逸楽ぶりと軍政の弛緩とを批判的に述べているが，これは所謂傷害量内紛を生

んだ太平天国指導者団の政治的背景や小論に言及した天朝団畝制度の政治性格をさぐるうえの一証査

となろう。

① 註 8 r偽礼itljJの「飲食」の条に「賊所最重者惟魚、，偶有所得，不欣私食，必進之偽王，各偽玉有

喜:慶事，IrXn氏進献食物，亦以ff.{為至敬」とあり，ついて、「至金陵時，城内多慈魚池， l!.氏令偽官看守，

官臼典天魚，惟各偽王方准取食，以下盗賊則徒有臨~HI之羨耳J と記している。

⑮ 例えば rs¥i台腹鹿記主J(J?35国)に 「九捜括質財，第一次皆献其主，由l浅奉資，庖丞以進於1為王，

偽王又択其多且珍，嘉且旨者，以寅於(為天王，而議運於所調天京者・・第二次使準入己，或所統之主見

而愛之，硬索無厭」とあり r金陵雑記」 (J?張図)には「賊曾有偽令，洪楊意石並秦日綱五賊，皆

有婦女在館同居，其余雌至偽丞相亦係独処，即母子亦不准在f江i，犯有収蔵婦女並来去者即殺，謂之犯天
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条，何以翠賊即不准檎犯，而五逆可以犯無底止，諸賊転肯甘服，亦殊不解也」とか「賊揚各処銀銭貨

物，運回宵城，向有専管各自主守，賊等以為帰i公，在首逆等自然取用不場，分給忍賊，殊有限制，名

雌公而実不公也」とある。これを「盾鼻随閥録綜紀略」 (J?張 図)の叙述や「賊情実纂受」の「偽文

告下」所収「偽律諸条禁」などに併考すれば事情が推知されよう。

@ r天情道理香J(J?張関)の「天王詔旨J，r御製千字詔」(i?ZF)併照。
⑫ 「太平天国 1J所収「天朝団畝制度」。

⑬右寄所収「詔書蓋~.~Hfl行論」。

@ r太平天国よ平天国沼田」所収。

@ rl械情実纂 議会fニ」参照。

⑬ 註 1の捌稿参照。なお「江南春夢庵筆記」 (J?張図)に「偽分天下為二十四省，日江南江北江東湖

南湖北広東広西雲南雲北隊東険西河南河北山東山西燕南燕北川東川西辺南辺北洋東洋西，皆上年更定

…偽宮中自偽后一宮外， 皆以省名之人，亦技省分隷，最可晒者，以洋東西辺南北四宮乏夷女分隷，情

侯裕究等製成異服遜人装束後，奏称西洋国陪臣克魯多，東洋国陪臣黒墨額塔，南洋国陪臣凡九文九，

北狭国陪臣l喰11合一木1I合，各貢夷女十一人，偽為朝鋭，賞賛無数， 1千発偽認有『継自今四郭来朝，万方

一統，東南貢大妹，西北献矯娃，太平天一統，天福俵i湛誇』等語，閲者無不絶倒」とあるのはこの意

味で関心をひく。

⑪ 「賊↑青染纂詩画姓名上 」参照。ちなみに「金陵雑記」に「偽商王新朝貴，偽南王鴻雲山，在湖南拒敵

時，己被官兵斬殺失」とあり， r武昌紀事」(J?張図)にも「偽商王鴻雲山賊中今無其人， 蓋先敗死全

州」とか「其最著者偽西王清朝貴， 負胆力，凶惇異常…窓長沙，被我兵於南門城楼発巨1絞撃死，屍担E

老龍源」とあり，これを「刷賊姓名」が鴻雲山繭朝食についてそれぞれ「賊首辞言，故至今仰存偽商

玉名号J r楊秀清等詳其死，一切示論的列其街」と述べているのに考えれば，五王のうち南西二王は

威些二年四月と八月の時点つまり南京集都以前に既に戦死し名号のみの存在であったことがわかる。

⑬ 「太平天国Z平天国文お 」所収「諸王自述」。

@ r太平天国IVJ所収「金陵続記J，r金陵省難紀略」の「東北賊遁殺大略」を簡又文「太平天国全史

話」に'91照。

@) r通考量二自J，r初探備さ官三」併照。

@ 註 1の拙稿参照。

@) r首逆偽正軍師東主楊秀清」。

@) r首逆偽天王洪秀全」。

@ r太平天国z平天国側」所収。

@註22に「現隠江官省一毎数日必朝洪秀全所，立而不脆，往往拠洪秀全之座，詑称天父下凡附体，任

伊造言煽惑，自秀全以下，各偽王偽官，皆長脆聴受，敷街畢，仰靭朝洪秀全，然後帰偽第，出行多用

鉦鼓雄旗，如接会状，属下偽官，惟奏謝恩賞，遼遠洪秀全，其余軍務，悉菓奏秀清，聴其裁処転奏，

以取偽旨，秀清多任心腹，密布私人，選察翠下，有言行可疑，或為官兵内応，及有一切犯偽令4Jl=，皆

黙識之，突言天父附体，指出其人所行何事，立時訊RI1...時輿大獄， 以示威猛， 以隊神奇， 故主主醜長

旅，又陰察有才能可任使者，以恩結之」とあり，又 r偽文告上J 慈賊具奏於洪逆，概謂之本

章，然、不能遼遠，必白楊逆率重量石諸逆転奏，能列名於本章者，惟楊主主石三逆，下此具本章於洪逆，僅

請安賀喜謝恩、而己，概不准奏事，且必須請楊逆蓋印，否則洪逆不閲，若一応軍務，各偽官倶具来場

逆，調之~奏・・菓奏二字臆造甚新，縁揚逆下洪逆ーl階，葱醜之属望推尊幾過於洪逆，故標此以示尊崇

之立，大権悉為楊逆所撹・ 4易逆入奏，洪逆従無駁者，賊巣百務亦皆楊章石三逆議奏施行」とある。以

て俗権の掌渥者たる東王傷秀清の権勢のEEじさと操縦の老黙ぶりが想見できょう。

@ r賊情梨纂苦言制 j の「偽朝内官」所収。
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@右書君主字参照。

⑧ 「太平天国よ平天国官密 」所収。なお「金陵笑甲紀事略」によれば天王が第二子南王が第三子東王が

第四子北王が第五子西王の妻宣焔が第六女契王が第七子の順位という。

@ 註28と同じ。なお「通考綜竺」によれば神がかりの迷信は両広地方に盛行した風俗で，楊秀清の

場合は道光廿八年三月三日新朝食は同年九月九日に最初の事態が発生，後日 「天命詔旨書」で「爺降

節J I寄降節」と定められたとある。従てそれは「甘王爺J I六箆腐J偶像破壊と潟雲山投獄事件に

からむ出来事であったので、あろう。

@ 太平天国殺害詰一 「旧新泣詔聖書政J所収。なお IJlJi考書芸者むによれば「劉¥1風」とは本来聖霊

をさす語であるが，モリソン訳語の不v1ilと洪紛らの三位一体論への科学的無知とに起因しでかかる解

釈となったとL、う。

@ I太平天国県天国史料(ー)口」所収。

@ I太平天国よ平天国rr¥!，J所収。

@ I賊情梨纂詩画姓名上」所収「偽又正軍師西王粛朝食Jf:ff照。但し西王が戚豊二年八月の時点で戦死

していたことは註17参照。

@ I賊情梁纂昔話内官」。なお「盾品随開銀童」は東王揚秀清の別格ぶりについて 「洪逆与楊逆結拝兄弟，

楊逆自事称弟称啓，鴻君主以下各逆均称匡称脆奏，各逆向揚逆白事称東奏」 と伝えているが， これは

「偽文告上」にい う文告様式が東玉の場合が詰諭，以下順次に誠論訓論議論札諭と格付けされている

，事実にてら しでも 首肯できる。

@ 註33所収 「偽又副軍師北王孝昌郎」。

⑧ 註33所収「偽左寧主将契玉石達関」。

@ r太平天国品目述J所収 「李秀成自述J r石達関白述」を註19に併照。

⑧ 例えば「原道醒悶IIJ(校卒5515所収)tこ日く「蓋実見夫天下凡間，分言之則有万国，統言之則実ー

家，皇上帝天下凡聞大共之父也，近而中国，是皇上帝主宰理化， 遠而番国亦然，J丞而番国， 是皇上帝

生養保佑，近而中国亦然，天下多男人尽是兄弟之輩，天下多女子尽是姉妹之群，何得存此彊彼界之私，

何可起爾呑而;)1:之念，是故孔丘日『大道之行也，天下為公・・是語大同』而今尚可望哉…惟願天下凡間

我例兄弟姉妹，跳出邪魔之鬼門， 循行上帝之真道，時~天威，力遵天誠，相与淑身淑世，相与正己正

人，相与作中流之底柱，相与挽己倒之狂制，行見天下一家，共享太平，幾何講消溌薄之世，其不一旦

変而為公平正直之|止也，幾何陵奪闘殺之世，其不一旦変而為強不犯弱，衆不暴寡，智不詐愚，勇不苦

怯之|止也」また臼く「天下総一家，凡間皆兄弟何也， 1;1人肉身論，各有父母姓氏，似有此IDIl彼界之分，

而万姓同出ー姓，一姓同出一祖， 其原亦未始不同，若佐l人霊=人論，其各霊云人従何以生，従何以出，皆

菓上帝一元之気，以生以出，所謂一本I散為万殊，万易\，総為一本，孔仮日『天命之謂性~， 詩臼『天生

柔民』書日『天降下民』昭昭筒編淘不爽也…予想夫天下凡間人民雄衆， 総為皇上帝所化所生，生子皇

上帝，長亦皇上%"一衣ー食弁頼皇上帝，皇上帝天下凡間大共之父也，死生禍福由其主宰，服食器用

皆其造成，仰観夫天，一切日月星艮雷雨風雲莫非皇上帝之霊妙，備察夫地，一切山原川沢飛潜動植莫

非皇上帝之功能，昭然可見，灼然易知，如是乃謂英字¥1，如是乃為天下凡問所当朝朝夕拝J，r天父詩」

(蒜平天国lIJ)に日く「子不敬父失天倫，弟不敬兄失天倫，臣不敬君失天倫，下不敬上失天倫J，r天条

書十歎天条第五条」に日く「孝l煩父母結党時妻EZF摂 雲」など併照。

⑧ 「賊情実纂苦言制」所収「偽守土官郷官」。なお郷官の現実的政治機能を諮る事例としては 「呉済卿

太史日記J r花渓日記J(Jを75R)， 「賊情奨纂章Jの「成制」などがあり，これを 「初探翌三」に考

量のこと。

@ I賊情梁纂紘一 」所収「老械」。

@右書所収の「新賊」を「老賊」 戚豊二年の項にいう「際道州両月，其時広州老賊…能戦之賊，仇不
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満万人， 此後皆褒脅続添之新賊笑」 の記述や 「 盾~;ì-随開銀宝」 にいう 「道州土匪投賊者甚衆，洪逆特
設道州、|大旗営，即令従逆貢生何見機領之，所用攻域振煤夫皆道州人也」の叙述に併考した。なお宮崎

市定「太平天国の性質についてJ(品林48ー2J )参照。

@ r賊情実纂者会字」の「隠語」に「凡賊首有急，群下欽銭救之，謂之科炭Jとあり，同書お姓名上

の 「偽副軍師南王鴻雲山」には「雲山曾経桂平県訪傘監禁，黄玉IiI，等設計行賄脱之，当在獄時，賞玉

H.欽銭資其費用，謂之科炭，故至今猶追叙科炭功，加封諸偽n改」とある。つまり科炭の起源は道光二

八年九月の鴻雲山投獄事件にあるが，その語意は同書瓶二「考自偽文告」によれば「雪中送炭Jのい

みだという。又「功勲」とは同書信制の「偽朝内官」に 「凡賊起白金田，与祝洪逆生日者，為功勲

加一等，金回以後従自永安州者，皆称功勲，而無加一等之名」とあり， r偽官勲階砂降名色」には「凡

従至永安川|突図之賊，無論偽職大小， 怒加功勲二字Jと註記し「平湖」 「lilt試」の二者とともに列挙

している。要するに功勲とは「金田老賊J r永安老賊」のすべてに与えられた栄爵である。

@註4ω0と同じ。

@ r賊情袋鍛主纂域E議語続盟思払払品恥~I;II例;1辺11円l
人数千，男立土営・・凡土営之衆，賊中ilヂ為関瀧口兄弟，賊目優視之」とあり， 1青軍苦杯のさまは湘軍

志，平定等匪紀略にも明らかである。なお註41と併照。

@ 例えば 「思痛記主」に「窮凶極悪，無所不至，但如行此類事者，大抵以湘窃脱輪等籍人，先充官軍，

或流阪地癌，裂附於賊，或戦敗而降賊軍，積質得為老兄弟者居多」とあり，湘顎1銃殺人ら 「新賊」の

「老賊」化の一斑が伺える。註44，註41も参照。

@ r賊情梨纂瓶一 」の 「老賊」。なおここにいう北鼠即ち北伐や上犯両湖つまり西征或は翼王遠征等

の詳細な軍事史実については筒又文 「太平天国全史」を参照ありたい。

@註46と同じ。

@ この「現存老賊」と「守土官」数一万六七千人は「偽官額数J r伍卒額数」にし、う 「正副偽官」推

定合計三十一万一千二百二十一人の五パーセント強偽官伍卒l陪使」推定総数三百八万五千二十一

人の0・五五パーセントに当る。

@ r賊情会纂鼠姓名下」所収。

@ 右書所収「偽冬官正丞相羅大綱J。

(@ r太平天国1J所収 「太平救世歌」。

@ 右書所収「天命詔旨書J，r太平礼制」。

@註11と同じ。

@ r太平救世歌」。

@J r賊情染纂営絞主告引」所収「偽本章式」と註M

@ r太平天国 よ平天図F官古間古叫」所収。

(@ r天朝団畝制度」。さらに 「賊情魚纂空」所収 「偽又副軍師北王室E昌輝」にも 「凡軍務，群下具哀昌

輝石達関一転京協賊・1易賊若准，始転奏洪賊，以取偽旨，其実其事己由楊賊施行，Jし緊要奏章若無楊

賊偽印，洪賊不閲，故一応奏ZZ必先送楊賊処蓋印」とあり，これを註25に併考すれば事情はいよいよ

明らかであろう。

@l r天朝団畝制度J，r詔書蓋翠頒行論J([預言国)併照。

@ r天朝団畝命!J度」。

@ r天朝田畝制度」。

i@ r太平救世歌」。

@ この天朝団畝制度にはさまざまの評価があり，例えば縫爾綱 「太平天国的理想国一天朝団畝制度

考」は 「天朝田畝制度乃是一種包含土地民政軍制教会教育選挙則砂司法各種制度而成的社会制度，太
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平天国革命的鵠的，建国的綱領実在於此」ではあるが「天朝団畝制度裏面最重要部分的土地社会公有

制度，雄然太平天国始終不曾在民間実行過，但是在太平軍中，尤其是天朝所在的天京，谷o正本着天朝

田畝制度的精神去推行一種理怨国的制度」であり従て「這個社会制度，雄僅得在天京和軍中小小的試

行，難僅短短的十多年使遭殻滅，但他仰給太平天国史以永遠不滅的光芭Jと評価できるといい， 郎純

「初探」は r<天朝団畝制度》是太平天国主張廃除封建土地制度和規定農村生活方式最后頒布且最具体

的文献J(第二高)ではあるが「太平天国在《天朝団畝制度》所規定的土地綱領和農村生活方案難未実施，

却在天京城内没収財産，実施一種特殊形式的社会組織和生活制度，其jIJIJ...是一種軍事共産主義性質的

制度， 以農民小生産者的幻怨為其基礎， 這種11制度只実行子天京， 没有推行到其他各地， flO{吏推行，

也必不能維持，因為官違反経済発展的客観規律J(喜七)であり， r<天朝団畝制度》所計劃的平均分田和

農村生活劃一化的方案是一種絶対平均主義的思想的産物，官把農民生活限制在劃一的平均的水平上，

把農民束縛在自給自足的自然経済中，厳重地違反了社会発展的規律，是不能実行的J(譲二話)と述べ，

また簡又文「通考J(鈴第)は「雌以「回畝制度J為名， 而実則閲朝建国的政治計劃大綱要領之一部

也，創11lU伊始，難免簡阻，顧革命理怨，創造才能，及建設努力，均充分表現，是誠天朝文献最重要的

一種Jと高く評価して「太平天国建国計illIJ綱領Jの書と規定しながらも内容の「郷政制度」について

はその源流が周官，礼運大同にあるとした後「不過，以上所陳述和研究的天朝郷政制度，除了適立郷

土官，遍設郷政府之外，許多為「制度」内所規定的要政都全未実施」とし、ぃ又「国政考」でも「由以

上分析，吾人的結論，以為太平天国的新田制，出発由宗教信仰，動機在放民養民，原則基於公平，男

女待遇平等，有中西文化之折衷，有推陳出新之創製…惟是政策太不完普，弁法過於草率…結果，只有

流為一種烏託邦式的的社会空想而己…試観其後十余年間，在各省{占領区内所実施的「田政J，凡「天朝

団畝制度J所定的「回制J一切均未実施」であり結局 「僅為紙上空談」 と論断している。いずれに

せよ，小論では「真天命」乃至「天父天兄天王」太平天国における天朝団畝制度一よしんばそれが所

詮はデスクプランの域をでなかったとしてもーを貫く政治理念政治志向の如何が国家理性のありかた

との関連で問題なのである。

@ ちなみに「賊情梁纂空十」によれば太平天国軍を「毎軍伍卒一万二千五百人」としてm・出すると陸

水土金木各営伍卒は合計百四十万となり，これによ処官聡使の合計百三十六万九千八百人を加えると推

定総数二百七十六万九千八百人にのぼり， ほぼ実数と思料される「毎一軍四千人，毎央官二十五人」

として計算しても「伍卒額数」は百七十万をくだらなかったとL、ぅ。但しこの額数については「初探

長謀議」が詳細な論考を行い天京初期人口はたかだか三十万前後，戦斗部隊も十数万と推定して

いる。

@l r金陵雑記」所収「偽典官名目」以下の各項も参考となろう。なお「初探22鶴 二思議議」参照。

@ r雑載」所収「王福輿李五基等説」参照。ちなみに同書学ーの「偽女官女軍数」によれば「偽女官

六千五百八十四人」に対し「女兵十万人女繍工八千人女使五千二百人J~十十一万三千二百人を数えたと

いう。なお「初探綜皇官二J，r通 考 鈷J併照。

@ 貢献虜圭IJ科派の各項については同書草「賊糧J，r通考結」餅照。

@i r賊情実纂章J所収「口糧J，同書室「偽敬票式」併照。

⑬ 「賊情会纂季」所収「附偽銭式〔補)J，r通考第十Jf1f-照。

@) r太平天国 z方記載に)J所収。なお「太平天国IIJ所収「公拠」に各種の営業証滋が収録されてい

る。「通考m-:ffif;:iJ，r初採お鵠謀議里!J併照。

@ r太平天国 E方記獄に )J所収。

@ r太平天国 z方記就信)J所収。日く「熊姓先自立館於域外，預煮粥以待出城者，且云『出城住定毎

口給米五升，i卑度四五日，於四五日内，各謀生業，開出鋪面，無資本者，具呈詳j領本銭，或呈明何業認

領何等貨物，の佑定貨価，於笹売後鰍遼銭七成，留三成，仰其永遠籍以運転』等語，令郷官伝播，難
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民聴之，又恐不謀生業，則五升之米易EZ，謀業開鋪而生君、不通，則追総資本，無従措還，猶不得生也，

仇畏健不敢出J，r偽同検熊姓既令難民出城，而応者家家，遅数日，又於城中招各郷官申諭云『百姓出

城，以免弟兄例之JZE，実是開放一条生路，而爾民謄怯性思，不肯出去，主主均情願餓死耶，務必再行申

明勧諭，周術I詳明為要J]，嗣後出城者漸多，居然発出資本， 開設各種儲i戸，於是山塘成集，名為貿売

街， 而籍此不復拘束，即於数日間絡統脱逃至他処謀生業，十有八九」。また日く 「虎阜後山各郷鍛献

土物，熊姓即令採弁日用所需，前来貿易，衆安橋通貴橋一帯，遂成朝市，長毛意、在得食，絶不論価，

小鑑貯克菜些些，師云『百銭ー箆』酪魚諸物称是，域中各館開之，競出争貿，日益蔽悶，有不償価者，

熊立為民全二賊，栄首懸示，衆皆1陥然，各郷伝矯，船来日多，笹亦目盛，郷民過午，満載而帰，笑止

利市三倍Jと。郷官を媒介とした太平寧と民衆の接触情景が鮮かに描出されていて面白い。

⑫ 「太平天国革命運動論文集一鎚華語念ー」所収「太平天国底商業政策…角一寧J，r通考議定一J，r初
探私22三原第四日」例照。なお郁純によれば太平天国で、は前期は官弁公売事業のみであったが后期に

は私人経営も行われたとL、う。

⑬ 例えば「城中凡男子十六歳至五十歳，謂之『牌面』余為『牌尾Jl，牌面半使飲住上瀞，而逃走甚彩，

不敷用J(品貯甲)， r金陵之陥也，賊勤民分別男女設館，不許同室，而日給以米，男之精壮者為牌

面，老幼為牌尾J(設す)，r賊営 小壮有力者二十五人為正牌，老幼為牌尾，有疾者為能人J(品 r)
「削門打伎者充排面，挑担者充排尾(賊謂少壮者為排面，老弱者為排尾)J(J:rf)，r男子十五歳至五十歳

為牌面，余為牌尾，打伎時，牌面衝鋒，有能殺死官兵者，剣取号衣呈験，賞給銀両，如殺発官員，取

頂帽呈験， J'lP給偽職，牌尾均令打更巡街挑煤狂物」 (422FRH)などがそのいくつかの事例であるが，

これによれば大体十五六才から五十才くらいの戦斗能力のある身体強健な男子を 「粋面Jとよんだら

しい。なお通称の由来に就ては「賊情実纂費」の「講道理」に「給予外小腰牌， 准其為民・・偽言日

『凡外小各報姓名，令先生記簿，按名散給膝牌JlJとあり，これを同書受「偽文告下」所収「賊館門牌

式」や「呉清卿太史日記J(お?天)所収の忠王李秀成告諭に「凡郷糊l識之人，挙為郷官，弁理民務，

其五家挙ー伍長…万二千五百家挙一軍自I!J...主主並将冊式粕後， 限五日内照様造斉， 塁送間門外総局査

核，以使給発門牌， J!U爾民得安堵之常，本若年亦慰撫綬之念」とあるのに考えればおよその事情は了解

で、き ょう。

@ r妖」については「賊情染域全字」に「妖鵠 22民兵役」とあり， r外小Jr外小婆」は「作買売J(必
需千楽)に「初言商買母潜通，虜物殆尽勢且窮，域外直如五都市，外小負阪時相従燃費京」また「賊情

説纂美」の「偽称呼」に「群賊能打伏者謂之牌函，老幼服従之人謂之牌尾…貿易人及百姓概称外小，

婦女日外小婆Jとありこれを註73の「講道理」に併照。

@ r賊↑育会纂章」の「口糧」は「偽官雄貴為王侯，並無常備~，惟食肉梢IJ ， 偽天王日給肉十斤，以次
選滅，至総制半斤，以下無与駕，其偽朝内各官一切衣食，皆向各県官街取給，軍中亦然..然諸劇賊英

不私蔵秘積，足以自奉，若卑下偽官，日厭組概，有以塩水為肴者」と述べた後「惟礼拝銭及糧米泌l塩

一律皆有定制，偽官毎人毎七日給銭百文，散卒半之，毎二十五人毎七日給米三百斤，油七斤，塩七斤

而己， !i!監虜刻極多，亦宅無加増，若賀乏糧尽之時，或滅半給発，或全不給発…其男有所謂頁菜銭…護

所発礼拝銭毎人毎日止銭七文，即競食亦復不敷，故不得不向賊目乞取也」と買菜銭との結びつきで口

組の「定制」に言及している。詳しくは 「通堵← 筋J，r初探筆七」併照。

@ r太平条規J(AT7天)，r賊情会纂」所収「営規」室「掌石両逆告示式J主 「偽律諸条禁Jr偽官照」受

「刑罰」禿 「金陵省難紀略 〔附)J所収「賊禁Jr馴 リJ， r金陵雑記」所収の巡査制度， r初余雑識J
や 「蘇台康鹿記上J r賊情染築空十」の各書にいう太平天固なる 「刺字」などを併考すればそのきび

しさが伺知できょう。

@賊情実纂読書」の「礼拝Jr講道理」などm照。要するに「講道理者不過集衆論話云爾」であり主

要なものに「凡刑人必講道理，協人必5推進理，倉卒行軍，臨時授令必講道理，選婦女為偽績妃必講道

理，駆使群賊為極苦至難之役必講道理，逃者日多必講道理，将欲位協必講道理，逼人貢献必講道理」
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などがあげられるとL、う。云うまでもなくそれぞれの場合における洪秀全的キリスト教の神聖なる権

威の名による正当化の理由づけである。なお「通考君主主ま」参照。

⑬ この幼童教育は「新賊の老賊化」即ち「真長毛Jの減小化とL、う現実に不可避的に直面 した太平天

国の輝かしい未来を保証する精鋭つまりは「今之章子皆他日劇賊」として「一心事賊，難死不悔，臨

陣勇往直前，似無不一以当十却j賊而外，惟此章子，亦心腹之大患，可不深計熟慮」と「賊情染纂

空十 」を憂慮させた意味に於て大いに注目されてよい。但し「初探梅笥言」によれば童子の主要工

作は戦闘ではなくて服役であり「童子軍」なる軍事組織は存在しなかったとL、う。なお「真約」につ

いては 「欽定士階条例」 (457天)参照。

⑪ 「天朝団畝制度J。

⑧ 但し「初探察弓第三官 」及び同舎 「器三官議論 」には前后期にわたる太平天国の供給制度の変遷の

分析が試みられている。

@ 太平天国叢書俗語所収「天朝回畝制度政」に日く『朱希祖先生序謂 「程君所側口天朝団畝iljlJ度一

結)，為太平天国史料精華之所梁，亦即太平天国立国精神之所z#.，為共産制度之先駆，為社会革命之首

侶J，其重要如此.11(jffi¥一山〉と。なお天朝団畝制度の思、惣性絡や史的意義については註62の諸書を併

照のこと。

@ 筒又文撰 「太平天国雑記範一J，r太平天国x人記載J併照。

@ 太平天国 z方記載に)J所収。

@ 註83と同じ。さらに「賊情実纂美」所収「偽宮室J r偽服飾J r偽儀衛輿馬」併照。因みに 「初探

綜当ニ」も豪宕な諸王生活が 「其己不受供給制限制，事極顕然」と述べている。

@ r太平天国 frJ所収 「天命詔旨書J r天条書J r太平詔書J r天父詩J r醒世文Jr欽定軍次実録」

などの「太平天国官書」及び「賊情染纂宅」の「偽文告上」所収「偽詔書J r偽詰諭」のほか「呉清

卿太史日記J(お7天)の 「真天命太平天国九門御林忠義宿衛寧忠王李，為誇諭四郷百姓挙官造問}:J

「欽差大臣天朝九門御林真忠報国僚天燕郵，為暁諭四民向化各安恒業以全生理事J r真天命太平天国

九門御林真忠、報国紹天裕周，為諒醒四民各安恒業無懐観望事」など併照。

@ r賊1鵠纂首会告下」の「隠語」に 「招兄弟i12人」とある。 r誠人講道理」については同香織の

「講道理Jに「賊復路言日『天王列王皆天父差下凡間為太平真主， 乃埋世人，爾等早該投蛍効力，還

待鳴鍍伝集，可見都是妖魔，本当全殺，姑念倶来聴講，従此要敬拝上帝，練習天情，頂天報国，爾新

封両司馬五百人，各領二十五人帰館，如ー名速効，立即斬首，此等本是応殺之人，天父開恩暫留，イ向

不知悔罪，犯令変妖，定l祈不留.11，講道理既畢，台下万人数千人面面相腕，僻首而随偽司馬帰館，頃刻

可成一軍Jとあり，同書紘一の 「搬入」には機人テス トについて 「賊協人之初制-一也， 賊協得人

民，多方烹煉，議計二也， 継恩威移換人心之後，更以邪教惑之，毒計三也，賊移換人心，迷以邪教之

後，復館以小恵，誘其劫拾，忘怨議而傾心事之，刻意炊之， 蒜IT-I四也，賊役使文士為之苦繕，而束縛其

身心使所展布，蒜計五也」と五者にわけて詳述している。なお小島普治「太平天国と股民J(ブ[雲市jtZ)
は小論にいう帝民層構成との関連で注目される。

@ r賊情梨纂議室一Jの「新賊Jr逃亡J，同書誌二の「認恩普説J r銚藻鑑周回軒説J併照。

⑧註87の 「協人」。なお同書 誌二 の「張玉琴組時沢等説」を 「虎穴生還記J(品7天)に併照。なお註

41の宮崎論文参照。

@既掲の「新賊J r協人J r逃亡J併照。

⑮ 曾文正公全集 「奏稿」所収(額 聴)。ちなみに清末中国の社会的諸矛盾と封建的収奪に苦しむ俊民

府の生態については前出の小島論文が詳細な分析を加えている。なお，曾国藩の反動性については千五

文測「漢好釧子手曾国藩的一生J(品息子代)，筒又文 「太平天国典制通考範幸FF〉捌玖 」例照。

@ 太平天園長方記敏に)J所収。

@ 太平天国品方記載巴)J所収。
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