末広鉄腸『啞の旅行』に関する一考察
―中国語訳『啞旅行』との比較を中心に―
A Study of Tetcho SUEHIRO's Oshi No Ryoko
―A Comparative Study of The Chinese Translation and Oshi No Ryoko―
呂 輝菲
LYU,Huifei
摘要
Chinese translation of foreign publications began in the late Qing. Especially beginning with the literary
revolution led by Liang Qichao, the translation of foreign novels has gradually attracted attention. A large
number of foreign novels have been translated and introduced to China. Due to the port opening, the
establishment of the contribution fee system, and the development of printing technology, the number of
publishing houses in Shanghai has increased dramatically, and the rapid development of novel translation
has become a core of translated novel publishing. Eastern Times publishing house is one of the publishing
houses that actively translates foreign novels. Di Baoxian who founded the publishing house under Kang
Youwei and Liang Qichao ’s instructions. The publishing house not only serializes translated novels
through publications, but also publishes offprints of translated novels. This article uses the translated novel
" Nvxuesheng Lvxingji " published by publishing house and the novel " Oshi No Ryoko " of Tetcho
Suehiro mentioned in the advertisement of the novel as a clue to investigate the reasons why the editors of
the publishing house continue to pay attention to the novel " Oshi No Ryoko ". First of all, through
investigation, we know that other works of Suehiro have been translated and introduced to China before "
Oshi No Ryoko ", which means that Suehiro's works have already gained a certain degree of recognition
in China. Secondly, the editors of the Eastern Times publishing house are familiar with the " Oshi No
Ryoko " and are concerned about the Chinese translation of the " Oshi No Ryoko ". This makes it possible
for " Oshi No Ryoko " to be mentioned in the publications of the Eastern Times publishing house. Finally,
by comparing the original text of the novel " Oshi No Ryoko " and the Chinese translation, it can be seen
that Chinese intellectuals want to explore the development path of their country through the translation of
this work. In addition, judging from the fact that the translators in the Chinese translation have added the
description of China, the conflict between traditional literati thoughts and Western culture may have
aroused the resonance of the editors of the Eastern Times publishing house, so the novel " Oshi No Ryoko
" is mentioned in the publication.
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1. はじめに
清朝末期、中国人自身による外国小説の翻訳が政治的・社会的に重要な課題として意識され
始める。康有為は『日本書目志』（1897）の中で、小説の啓蒙的役割を強調し、また厳復と夏
曾佑は『本館附印説部縁起』（1897）において、欧米と日本において小説が民智を開く役割を
有していることを指摘し、小説を翻訳する重要性を主張した1。そのほか、1902 年、日本に亡
命中（1889−1912 年）であった梁啓超は「論小説与群治之関係」（『新小説』（第 1 号））を
発表し、「小説界革命」を行った。小説の通俗性の高い特徴を指摘し、民衆の啓蒙に役立つこ
とを主張する「小説界革命」は清末小説の翻訳の、直接的な動機となった2。欧米小説を翻訳
するだけではなく、日清戦争以後から、欧米を学ぶ「橋」としての日本を通して、中国は欧米
の思想・文学を受容して来た。政治小説をはじめ、日本の科学冒険小説、探偵小説、軍事小説
が次々に翻訳され、中国に紹介された3。
また、開港、印刷技術の発展、原稿料支給制度の確立によって、上海は小説翻訳と出版を迅
速に発展させ、重要な地域になった4。当時上海にあった時報館も、外国語小説を積極的に翻
訳・紹介した出版社の一つである。1904 年、「小説界革命」の影響が強かった時期に、狄葆
賢5は日本から帰国した。そこで、康有為や梁啓超の指示に従って、出版機関の時報館と有正
書局を上海に創設し、新聞『時報』を創刊した。時報館は小説、とりわけ翻訳小説を普及させ
るため、様々な手を打った。例えば、『時報』を通して翻訳小説の連載と紹介を、さらに時報
館・有正書局から単行本の翻訳小説の出版を積極的に行った。
それらの単行本の中に、日本の五峰仙史が書いた『滑稽女学生旅行』（1906）を原本とする
曼陀訳『滑稽小説 女学生旅行記』がある。原作は、東京の女子美術学校へ通う女学生、阿松
と玉枝の東京から江ノ島までの珍道中を描いている。中国語版には改訳、追加された内容もあ
る。例えば、次のような部分が中国語版で追加されている。
［玉枝は］『啞旅行』6という小説を読んだことがあったので、汽車内には、非常時に使える
ベルが付けられていることを知っていた。そのベルを押せば、汽車を停められる。『啞旅
行』での日本人紳士は何の理由もなくベルを押したので、罰金を科された7。（下線部は筆者
による、以下同様）。

ここで言及された『啞旅行』は、『滑稽小説 女学生旅行記』の広告にも登場している。
これ［『女学生旅行記』］は『啞旅行』の著者による本で、味わい深く趣があり、『啞旅
行』と比肩しうるだろう8。（『時報』、1909 年 9 月 7 日）

この広告から、『滑稽小説 女学生旅行記』は『啞旅行』のシリーズの様に宣伝されたこと
がわかる。では、『啞旅行』はどのような作品なのだろうか。筆者が調査した結果、これは末
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広鉄腸が書いた米欧紀行文『啞の旅行』（中国語訳：『啞旅行』（黄人訳、上巻：1904 年、
下巻：1906 年、小説林社）であることが確認できた。当時中国では、末広鉄腸の一連の政治
小説の翻訳と紹介が行われており、先行研究では政治小説の文脈でそれらに言及がなされてき
たが、紀行文である『啞の旅行』は注目されてこなかった9。
中国人知識人たちが、政治小説だけではなく米欧紀行文に関心を持ったのはなぜだろうか。
また『滑稽小説 女学生旅行記』に加筆され、さらにその宣伝ポイントとされたことから、
『啞の旅行』は話題作であったことがうかがえるが、なぜそれほど売れたのだろうか。本稿は
これらの疑問を出発点として、「小説界革命」の提唱者である梁啓超と、時報館を巡る知識人
たちが『啞の旅行』に関心を持った理由を明らかにする。手順としては、まず、末広鉄腸とそ
の作品の中国における認知度を確認する。次に、『啞の旅行』に関心を抱いた時報館との関連
性を時報館はこの作品にどの程度接触したかを中心に考察する。さらに、現段階で見つけた唯
一の中国語訳、黄人訳『啞旅行』との比較検討を行う。さらに、その過程で、今まで注目され
ていなかった末広の紀行文の中国での受容状況も把握できると考えられる。

2. 中国における末広鉄腸及びその作品の認知度
西欧思想を学ぶことが盛んであった明治期において、1874 年板垣退助らの「民選議院設立
建白書」の提出により、民主主義に基づく立憲国家を創立することを目指す自由民権運動が始
まった。それに伴って、1877 年に小説翻訳の出現、及び政治小説が出現、流行し、1882 年か
ら 1890 年頃までがその流行の頂点となった10。末広鉄腸は自由民権運動に積極的に参加し、
さらに政治小説を創作したその中の一人である。
まず、末広鉄腸（重恭）の略歴と『啞の旅行』の出版経緯を紹介する。末広鉄腸（1842−
1896）は明治期の有名なジャーナリストであり、『東京曙新聞』、『朝野新聞』で編集長、
『東京公論』で主筆を担当したことがある。1875 年『東京曙新聞』に在職していた末広は
「鉄腸」と名乗るようになる。同年の 7 月、彼は 6 月に発布された新聞紙条例、讒謗律を新聞
紙上で攻撃し、禁錮 2 ヶ月、罰金 20 円に処せられた。禁錮期間に末広は独学で英語を習得し
た。また、末広は自由民権運動に参加し、『二十三年未来記』（1886 年 5 月）、『雪中梅』
（上編：1886 年 8 月、下編：同年 11 月）、『花間鶯』（上編：1887 年 2 月、中編：同年 10
月、下編：1888 年 3 月）などの政治小説を執筆した。1888 年 4 月 13 日、彼は『雪中梅』と
『花間鶯』の印税をつぎ込んで、米欧周遊に出かけ（米、英、仏、コロンボ、香港、上海など
を回る）、翌 1889 年 2 月 11 日に帰国した。この経験に基づき、1889 年 7 月には米欧紀行文
『鴻雪録』（博文堂）を、さらに同年 12 月、米欧周遊の紀行文『啞の旅行』前編（青木嵩山
堂）、1891 年 2 月と 9 月に『啞の旅行』の後編と続編を次々に出版した11。
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末広鉄腸とその作品は中国における認知度を確認するにあたり、まず、外国書物が大量に翻
訳された時代において、末広作品の中国語訳本があったかどうかを確認する。明治初頭の日本
において、政治小説が流行していた。実は 20 世紀初頭、いわゆる 1898 年梁啓超による『佳人
奇遇』の翻訳が始まり、中国で日本の政治小説の翻訳・紹介を行った。陳応年は 20 世紀初
頭、中国で翻訳された日本語の政治小説、あるいは政治小説に類似する小説、及び日本の政治
小説に関する書物は 15 冊あったと指摘している。『啞の旅行』のほか、取り上げられる書物
の書誌情報には以下のものが含まれていた12。
末広鉄腸著『雪中梅』、熊垓訳、江西尊業書局 1903 年版、又江西広智書局版。
末広鉄腸著『花間鶯』、訳者未署名、上海 1903 年版。

黄人訳の『啞旅行』（上巻）より 1 年前の 1904 年に、末広の『雪中梅』と『花間鶯』が訳
されていたことがわかる。そのほか、『雪中梅』については、はやくも康有為の『日本書目
志』（1898）に記録されている13。中国語訳の『雪中梅』を考察した陳は上記の書誌情報
（陳：1984）を補足し、1903 年 9 月、江西尊業書館により『雪中梅』（上下 2 冊）が出版さ
れていたことを明らかにした。その訳者の熊垓（1882−？）は 1899 年に日本へ留学した経験が
あり、帰国後には外交部秘書を務めたという14。さらに、日本語書物の翻訳が盛んに行われた
時期に、『雪中梅』の翻訳によって、数多くの日本語新漢語が中国語に持ち込まれ、中国語と
して社会一般に普及していたと指摘されている15。
末広鉄腸とその作品が中国に紹介された経緯においては、梁啓超の役割を無視できない。前
述した梁啓超が主張する「小説界革命」によって、小説の地位は高くなり、小説の翻訳が重視
されるようになったほか、とりわけ日本語書物の翻訳が積極的に薦められていた。例えば、梁
啓超は日本に亡命する前の 1898 年 9 月、大同訳書局を設立し、日本語書物、とりわけ政学書
物の翻訳を主張した。同時期、「論訳書」（1897）においては、日本語書物の漢訳の必要性を
強調した16。そのほか、梁による『和文漢読法』は日本語学習者が短期間で日本語を身につけ
ることを助け、日本書の漢訳を容易にした17。
また、清朝において、西欧の社会体制を導入した上で立憲君主制を確立しようと主張した
梁啓超は、「民衆に対する啓蒙——文学の改革」18の必要性を意識していた。戊戌の変法の失敗
で日本で亡命する間に、梁は日本の自由民権運動に関心を持ち始めた。1902 年 10 月から連載
された政治小説の『新中国未来記』においては、フランスへの留学経験を持つルソー思想の信
奉者である人物も登場している19。その他、欧米思想を吸収するだけではなく、梁は日本の自
由民権運動の産物とも言える政治小説に注目している。彼が日本に亡命した 1898 年は、日本
文壇で政治小説待望論が吹き出した時期であった20。同年の 4 月、高山樗牛は「小説革新の時
機」（『太陽』）で、末広鉄腸『雪中梅』や矢野龍渓『経国美談』などの政治小説を「国民文
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学」として讃えた。そして、同年 8 月に、無署名「政治小説の風運」が『帝国文学』に掲載さ
れ、翌月、内田魯庵「政治小説を作れよ」が『大日本』に載せられる。梁啓超も同年、日本側
の流れに乗った、国民小説としての政治小説を揚げた21。また、梁は『飲氷室自由書』
（1899）において、日本の政治小説の役割に言及する時、末広鉄腸の作品を例として取り上げ
ている。
於日本維新之運有大功者、小説亦其一端也。明治十五六年間、民権自由之声、遍満国中。於
是西洋小説中、言法国、羅馬革命之事者、陸続訳出［筆者：中略］翻訳既盛、而政治小説之
著述亦漸起、如柴東海之佳人奇遇、末広鉄腸之花間鴬、雪中梅、藤田鳴鶴之文明東漸史、矢
野竜渓之経国美談等22。

それだけではなく、梁啓超は末広鉄腸の『二十三年未来記』（構成）、『雪中梅』、『花間
鶯』（内容）から影響を受け、『新中国未来記』を作成したという23。そして、1903 年、梁啓
超により創刊された『新民叢報』の「紹介新書」欄に熊垓訳の『雪中梅』の紹介も載せられて
いる24。
上述したことから、末広鉄腸『啞の旅行』とその訳本は中国に紹介される前に、政治小説
『雪中梅』と『花間鶯』が訳されていたことがわかる。そして、日本に亡命して、日本の政治
小説から影響を受けた梁啓超による紹介もあったことがわかる。つまり、中国における『啞の
旅行』出版の前に、末広鉄腸と彼の作品は一定の知名度があったと言える。

3．時報館をめぐる知識人と『啞の旅行』の繋がり
狄葆賢は、自身の先生である康有為と、同級生である梁啓超の指示に従って、さらに資金援
助を受け、時報館を創立し、『時報』を創刊した。それだけではなく、時報館が創立される初
期（1908 年まで）、『時報』は梁啓超から大きな影響を受け、立憲君主制を唱えていた。
『時報』の発行の言葉は梁啓超によって書かれたほか、掲載した梁の文章も少なくなかったと
いう25。梁啓超と時報館および『時報』との関連性と、第 2 章で紹介した末広鉄腸を含む作家
による日本の政治小説への関心から、当時時報館を巡る知識人は梁から影響を受け、日本の政
治小説、さらに末広鉄腸及びその作品に関心を扱う可能性があると考えられる。
また、1906 年、時報館に属す有正書局による政治小説『雪中梅』の販売を行った26。末広鉄
腸の作品を発行するだけではなく、時報館の編集者である包天笑が『啞の旅行』に関心を持っ
ている。彼は 1906 年から 1919 年まで、時報館で編集、及び小説執筆・翻訳の仕事を行ってい
た。包は梁啓超が主編を担当する『時務報』（1896 年上海で創刊）の影響を受けて新学に関
心を持ち、1900 年に友人と励学会を創立した。包は、その学会に属する東来書店のマネージ
ャーを担当し、最速で日本の新書から知識を吸収することができた27。
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包天笑は『釧影楼回憶録』に記者として日本を視察した際の様子を、次のように記録してい
る。
今回、この記者団は余大雄、張岳軍のほかは、誰も日本語を話せず、本当に「啞旅行」であ
った（『啞旅行』という日本小説がある。ある日本人はヨーロッパに旅行をして、外国語が
わからないので、滑稽なことばかりやった。『小説林』により、私が訳したこの小説を出版
した）」28。

上記の引用文から、包天笑が、末広鉄腸『啞の旅行』の内容について詳しく、本作品を訳
し、小説林社より出版したことがわかる。現段階では、包天笑訳は確認できないが、彼が『啞
の旅行』を訳したという回想から、包天笑を代表とする時報館の知識人は末広鉄腸『啞の旅
行』に深く関心を持っていたと考えることができるだろう29。
また、日本語原本の『啞の旅行』だけではなく、時報館はその中国語訳にも関心を持った。
1904 年と 1906 年、小説林社より、黄人訳『啞の旅行』の上・下巻を出版した。時報館側はそ
の宣伝に注力し、1904 年から 1906 年にかけて、『時報』において、合計 13 回黄人訳『啞旅
行』の出版広告が掲載されている30。
また、上述した包天笑の回想録によると、彼は時報館に入社するのとほぼ同時に31、小説林
社の「小説林編訳所」で働いていた32。実は、包と小説林社の接触はそれより前に始まった。
彼は小説林社の曾孟樸と知り合ったため、1904 年青州にいる時、上海で買った日本語小説を
訳し、小説林社に寄稿したことがあると述べている。その中に、『銀山女王』という小説があ
る33。さらに、潘によると、『銀山女王』は黄人一人で訳したものではなく、実は包と共訳し
たものである34。
要するに、上述した梁啓超と時報館の関連性、編集者である包天笑が末広鉄腸『啞の旅
行』の翻訳を行ったことと、彼の黄人訳『啞旅行』との繋がりによって、時報館側は末広鉄腸
とその政治小説、とりわけ『啞の旅行』、及びそれを中国語訳することに注目したと考えられ
る。

4．末広鉄腸『啞の旅行』と黄人訳『啞旅行』の比較
両作の先行研究について、末広鉄腸の文学研究は主に政治小説が中心になされているが、紀
行文としての『啞の旅行』を検討する論文はまだみうけられない35。一方、黄人訳『啞旅行』
は龔敏36の考察がある。龔の研究は、黄人訳『啞旅行』の原本の発見と紹介、さらに当時の中
国における『啞旅行』の流行状況の考察には高い価値があると考えられる37。しかし龔は、日
本語原本、いわゆる末広鉄腸『啞の旅行』の検討を行っていないため、黄人訳の特徴の考察と
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しては不足である。従って、先行研究の補足として、両作の比較検討をする価値があると思
う。
また、第 3 節の考察から、末広鉄腸『啞の旅行』と黄人訳『啞旅行』はともに時報館の知識
人たちから注目を浴びていたことがわかる。では、末広鉄腸『啞の旅行』をよく知る時報館側
はなぜ黄人訳『啞旅行』にも関心を持っていたのだろうか。清末の訳文において、訳者による
削除、改訳、あるいはコメントの付与は珍しくないことである。しかも、そのような加筆を通
して、当時中国の知識人が注目していたことが把握できると考えられる。従って、本節では、
末広鉄腸『啞の旅行』と黄人訳『啞旅行』の比較を行い、とりわけ翻訳の相違点に注目する。

4.1.黄人の外国語能力
まず、黄人の略歴を紹介する。黄人（1866−1913）は江蘇省昭文県出身である。原名は振元
であり、字は慕庵（慕韓）で、中年の時名前を「黄人」、字を「摩西」に変える。他にも、
「蛮」、「野蛮」、「野黄」、「夢闇」、「詩虎」などのペンネームがある38。1895 年以前、
黄は当時の多くの文人と同様に、科挙を通して出世を目指したが、1895 年、呉瞿庵、金松岑
らと知り合ったことで、彼は西洋に関するものと接触しはじめた39。そして、1901 年、林楽知
と孫楽文により創立された東呉大学（米国メソジスト監督教会）で教鞭を執る（中文教習を担
当）40。さらに、1904 年 10 月、上海で、曾孟樸、徐念慈などと共に小説林社を創立した。
1909 年には文学団体「南社」に参加した。
次に、黄人の外国語能力を紹介する。1903 年黄人は日本語と英語を独学で習得した41。そし
て、世界情勢を知るため、黄人は『東方雑誌』などを購読したことがある42。そして、黄は
『銀山女王』（1905 年、小説林社出版、原作：押川春浪『銀山王』）、『日本剣』（上巻：
1905 年 5 月、下巻：1906 年 2 月、小説林社出版、原本：イギリスの探偵小説）なども翻訳し
た。さらに、1911 年 5 月、黄人が編集した「中国現代初の百科事典」43と呼ばれる『普通百科
新大辞典』は上海国学扶輪社から出版した。『新大辞典』の中には、中国のものだけではな
く、西洋や日本の情報も載せられている44。
上述したように、黄人は自身の日本語、英語の独学経験、さらに、様々な外国語書物の翻訳
と『普通百科新大辞典』の編纂などの経歴から、末広鉄腸『啞の旅行』を翻訳することが可能
だったと考えられる。

4.2.末広鉄腸『啞の旅行』と黄人訳『啞旅行』の比較
末広鉄腸『啞の旅行』は言語が通じない「忍」という日本人紳士が横浜から出発し、アメリ
カ、イギリス、フランスを旅行する物語である。帰る途中で、地中海、シンガポール、香港、
上海を経由して、神戸に戻ってくる。言葉が通じないので、途中で滑稽なことばかりする。ス
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トーリーについて、黄人訳は主に日本語原本に従って、訳したが、とりわけ、上巻と比べる
と、下巻に相違点が多い。4．2 節では黄人訳で加筆された内容を中心に考察する。

4.2.1. 末広鉄腸のもう一つの作品からの補足
末広鉄腸『啞の旅行』（続編）においては、かつてのパリ滞在に関する記述については次
のように避けている。
記者曰く此紳士が巴里滞留中にも種々の奇談あれども余は前年鴻雪録を著して世に公にした
たれば其重複となるの嫌あるを以て茲にはこれを省で速かに歸朝の記事に入るとなせり45。
（
『啞の旅行』
（続編）
、59−60 頁）

このように、かつてのパリ見物の内容は省略されている。一方、黄人訳においては、下
記に示すように、パリ見物の内容が加筆されている。
パリは広いが、記録できたのは、せいぜい上記の程度である。これらは旅行家の紀行文[『鴻

雪録』]に載せられている。訳者はその中でいくつか面白い話を抜粋することくらいしかでき
ない。もしすべてのことを書けば、啞さんにかわって日記を書くようで嫌われるかもしれな
い46。（『啞旅行』（下巻）、94 頁）

このように黄人は『鴻雪録』から一部の内容を抜粋して訳したと述べる。以下、黄人が『鴻雪
録』から抜粋して『啞旅行』に付け加えた部分を考察する。『啞旅行』の主人公「隠」さんと
友人がパリの凱旋門で見物をする部分で、ロンドンとパリの比較をする。まずは隠さんの疑問
から始まる。
私［隠］から見れば、やっぱりパリのほうがいい。だが、二つのことに疑問を持っている。
［Þa］ロンドンでは、地下鉄があり、府内を取り囲むように幾十本の路線が設けられてい

る。一方、パリには、馬車しかない。［Þb］また、ロンドンでは、市街の真ん中に電信柱が
立ち、電線は蜘蛛の巢のように張っている。僕は注意深く見てみたが、ここ[パリ]には 1 本
の電信柱、1 本の電線も見えない。このような大都会がその二つの重要な機構を欠いて、交通
運輸に支障はないのか。これはどういうわけか。すると、それこそパリがロンドンに勝って
いる点だと友人は笑いながら言った。隠さんにとっては聞くほどに訳が分からず、友人に理
由を尋ねてみなければと思うのだった47。（『啞旅行』（下巻）、69−70 頁）［「Þ」は筆者
による、下記同様。］

次に、パリに在住している友人の口を借りて、ロンドンよりパリの方が良い点を説明する。
そのくだりと『鴻雪録』の「龍動巴里ノ異動」の章を照合すると、『啞旅行』のこの部分は
8
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『鴻雪録』をほぼなぞっていることが分かる。少し長いが、その類似性を示すために並べて引
用する。
你不嫌煩絮，我來細細的分則你聽。那倫敦是世界商業的重心，巴黎卻是萬國美術的代表，性
質不同，現象亦異，其實各有特色，不能強分優劣。但就形式上看來，倫敦不如巴黎多了。第
一，倫敦逢着禮拜日，除幾家酒店煙草店小館子之外，一概歇業，除到堂禮拜外，別處都不往
來。到了這日，便如逢着大喪，全國罷市。巴黎則不然，只有工廠公司，停工一日，余者同平
日一般，就是馬車貨車郵局電局，都不休息。第二，倫敦五十余萬人家，廚房壁爐，無不用
煤，煙氣衝天，雪白的牆壁，不多時，就熏得如竈突一般，巴黎家家都用柴薪，燒煤的極少，
百年前的房屋，並不黝黑。第三，倫敦行人，奔走如飛，在路上不留心，要被他撞倒，熱鬧地
方，都有小賣館子，就是上流社會人，也都進去，立着等吃，吃畢就走，那忙迫樣子，無異出
征的兵士。巴黎人，都是從容不迫，行所無事，又多男女比肩而行，攜手談心，時作時止，到
館子中就膳，則缾空復注，煙燼再燃，右持刀匕，左讀報章，優哉遊哉，不知時之早晚

［……］48。（『啞旅行』（下巻）、70−72 頁。）

二日日曜日朝ヨリ出テ、諸方ヲ散歩ス昨夜来ノ見聞スル所ニヨリ巴里ヲ以テ龍動ニ比較スル
ニ事物ノ相違スルモノ少ナカラズ龍動ニ於テ日曜日ニハ酒店遠烟草店及ビ或ル種類ノ料理屋
ヲ除クノ外ハ孰レモ業ヲ休ンデ外戸ヲ閉ヂ寺院ニ赴クモノ、外ハ絶テ往来セズ故ニ繁華ナル
大都會モ左ナガラ大喪ニ出逢ヒシ様ナルガ巴里ハ然ラズ諸役所又ハ會社等ノ休暇ヲ爲スノミ
ニテ市街ノ有様ハ豪モ平日ニ異ナラズ馬車馳セ荷車行キ加フルニ郵便電信等モ休業セズ［中
略］龍動ニテハ五十万内外ノ人家ニ於テ臺所ヨリ「ストーブ」マデ盡ク石炭ヲ焚クヲ以テ黒
烟天ヲ蔽ヒ人家障壁マデ煤ノ爲メニ黒色ニ變ズレモ巴里ニテハ家々多ク薪ヲ用ヒ烟煤極メテ
少ナク百年以前ノ建物ニテモ黝黑トナラズ龍動ニテハ行人ノ往来スルモノ飛ブガ如ク我々ノ
市中ヲ散歩スル|キ〔筆者：トキ〕ナドモ浮トスレバ突キ倒サル丶ノ恐レ有リ商店ノ多キ塲處
ニ有ル料理屋ヘ往ケバ上等紳士モ過半ハ立チ乍ラ食事ヲ爲シ左ナガラ軍中ニアツテ兵糧ヲ食
フニ異ナラズ［中略］巴里ニテハ商業繁盛ノ市街ニテモ行人ハ悠々閑々トシテ絶テ急速ノ模
様ナシ「ステツキ」ヲ振リ回シ又ハ婦人ノ手ヲ携ヘテ歩行スルモノ少ナカラズ料理屋へ往ケ
バ晝飯ニ葡萄酒ヲ飲ミ烟草ヲ吹キ新聞ヲ讀ミ頗ル気象ノ悠長ナル所アリ其都府ノ体裁ヲ云ヘ
バ［……］更ニ運輸交通上ニ就キ一ツノ差異ヲ擧ゲレバ龍動ニハ「アンダグアオン」ト云フ
［Þa］地下鐵道アツテ府内ヲ繞リ此外ニモ幾十條ノ路線ヲ設ケ往ク［……］［Þb］［パリ

は］府内ノ往来ハ一ニ馬車ニ依存ラザルベカラズ又電信線ニ付テ云ヘバ龍動ニテモ我國ナド
ノ如ク市街ノ眞中ニ柱ヲ立テ丶往来ノ邪魔ヲ爲ス事ハ絶ヘテナク之ヲ巍々ル高樓ノ屋上ニ設
クルニ因リ往来ニテハ電線ヲ見ズ四辻ノ處ニ至リ始メテ天上ニ蜘ノ巢ヲ張ルガ如キモノアル
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ヲ望ムノミ巴里ニテハ例ノ美術ノ思考ニ因リ之ヲ地中ニ伏スルニ因リ府中一ノ電信線ヲ見出
ス能ハズ［……］（末廣重恭『鴻雪録』、博文堂、1889 年、 10−15 頁）

以上を照合した結果、筆者は次のように考える。一つ目は、黄人訳『啞旅行』においてロン
ドンの地下鉄道と電線の話、及びパリよりロンドンのほうがよい三つの理由は『鴻雪録』の
「龍動巴里ノ異動」に載っている内容とほぼ同様だということだ（「太字と「Þ」を付けた部
分）。この点から、黄人訳『啞旅行』に書かれているパリとロンドンの比較は黄が作りだした
ものではなく、末広鉄腸『鴻雪録』から抜粋したものであると確認できる。二つ目は、『鴻雪
録』から内容を抜粋してはいるが、そのまま差異を羅列するのではなく、凱旋門を見学してい
る主人公の隠さんとその友人の問答という形式に変えていることだ。公文書のようにカタカ
ナ・漢字を交えて記録している『鴻雪録』に比べ、黄人訳の一問一答のような語り方は分かり
やすく、読者の好奇心を引くようにしている。三つ目は、人物の口を借りて訳者の考えを述べ
ている。つまり、黄人はパリで地下鉄と路上の電線・電線柱がない原因として、末広が指摘し
たようにパリの美術的思考と関係があるという情報のほかに、ロンドンは世界の商業要点であ
ることを補足し、両都市の性質が異なっていることを指摘している。次に、『鴻雪録』に言及
される両都市の差異、いわゆるパリは日曜日にも商業活動が続いていること、石炭を使わない
こと、さらに住民たちの悠然たる態度はロンドンがパリに及ばないポイントだと訳者は考えて
いる。
実は清末において、最初に中国の知識人が関心を持っていたのは欧米である。アヘン戦争で
敗戦した後、国を救う道を探す中国の知識人は西洋の知識に注目し始めた。例えば、「師夷制
夷」、「西学東漸」などの方針が唱えられたこと、欧米に留学すること、外国語を教える学堂
を創設するなどである49。清政府は 1872 年にはアメリカに留学生を派遣し始めた50。また、ヨ
ーロッパのほうも 1875 年から始まり、主に英仏を中心とする51。1900 年から 1911 年にかけて
欧米にいた官費留学生の数は 987 人に達したという52。それだけではなく、当時中国の知識人
は欧米の書物の翻訳を通してそれらの国の状況を知り、先進的な知識を学んでいた53。清末に
おいて、英、米、仏、露を中心とする欧米の小説が注目され、数多くの作品が翻訳されたとい
う54。欧米に高い関心を持ち、さらに、小説の役割が強調された時期に、末広鉄腸『啞の旅
行』の中国訳文に『鴻雪録』にあるパリとロンドンの都市建設の描写を加筆することは物語と
しての娯楽性があると同時に、ロンドンとパリの都市建設の情報も伝えられ、啓蒙にも大きな
役割があったと考えられる。また、日本語と中国語とは言語構造が似ており、中国人は日本語
を習得しやすいという特徴がある。当時の中国の知識人にとって、日本語で書かれている末広
鉄腸の米欧紀行文を翻訳することは良い選択であったとも考えられるだろう。

4.2.2. 中国に関する要素の登場
10
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末広鉄腸『啞の旅行』の最後で、上海を経由して日本（神戸）に戻った部分においては、上
海の街での見物と、二人の服に運ばれてきた人糞がかかるシーンだけが描かれる。一方、黄人
訳の中で、主人公と同行する日本人留学生辰巳三郎（ベルリンで留学する）は上海の街で見物
する時、東京で辰巳と友人になる賈通甫55と出会って、二人を誘って、「杏花村京館」という
料理屋で食事会を行う。三人のほか、賈の同僚である魏国瑞（「魏老夫子」と呼ぶ）、大使の
梁さん、英語・日本語ができる買弁の薛さんと、ある新聞社の主編である胡さんもいる。
食事会中、賈さんが日中両国の国交樹立を望み、東アジアの平和が永遠に続くようにと言っ
た時、その場にいる中で、魏老夫子一人だけ反対の意見を表明する。
明朝から今まで、中国の沿海地域はよく倭寇の蹂躙に遭っています。恨みをまだ晴らしてい
ない。個人の情で公憤を忘れてはいけないでしょう56。（『啞旅行』（下巻）、164 頁）

それだけではなく、魏老夫子は隠さんと筆談中でも、次のような話をし、隠さんを怒らせ
る。
「貴国は扶桑［筆者：大きな桑の木］の下に位置していると聞いたことがある。［……］そ
の桑の木はどれぐらい大きでしょうか」。隠さんは「信じるわけはないです」。
「昔貴国には『卑彌呼』という幻術を通暁している女王がいたのでしょうか。」と彼［魏老
夫子］は続けて書いた。「その方は神功皇后です。鬼神を呼び出すことができると言い伝え
られている。これは未開の時代の話です。なぜわざわざ追求しますか。」と隠さんは答え
た。魏老夫子は「孔子は郯子にさえ官吏に関する質問をするのに、どうして僕が諦められま
しょうか。」と彼は再び書いた。
［中略］
「蕭さんとかいう遊女は良いですか」。［……］「蕭ではなく、郤［ママ］です、貴国の君
主と同宗です」。［……］「貴国の君主は皆同じ「徐」という苗字をつけると言い伝えられ
ているのではないでしょうか」。［……］「遊女の名前を聞けば、姉妹二人で、姉は徐鏡
仙、妹は徐篴仙というのです」。［……］「我が国の君主が皆「徐」という苗字だという話
はどこから聞いたのですか」。「秦の時、徐市は海を渡って、日本に着いて、国を作った。
あなたは祖先のことも忘れたのですか。」「馬鹿馬鹿、この徐福の歴史は一言では言い難
い、『日本外紀』を読めば、すぐわかります」。［……］「私は一つの疑問があって、倭の
人は黒い顔、カールした髪の毛、長い髭、落ちくぼんだ目をしていたと聞いたことがある
が、君はそうではなくて、しかも日本のことも詳しくない、もしかしたら本当の日本人では
なく、別の国の人かもしれません」57。（『啞旅行』（下巻）、165−167 頁）
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黄人訳の中で、魏老夫子が隠さんを侮辱する描写について、黄人が『啞の旅行』を訳す前後
（1904 年−1906 年）に、日清戦争で 8 カ国の連合軍が中国に侵入するなどの事件があったこと
によって、中国側の優越感がなくなり、日中両国の関係は悪化したと龔は指摘している58。黄
人訳の中で、魏老夫子は中国の伝統的な文人として描かれ、そして、昔からの「天朝上国」の
意識を強くもち、会話中、国が侵略されることに不満を表し、さらに、軽蔑的な話をして、愛
国心を持っている態度が読み取れる。
実は訳者の黄人もそうであった。最初は彼は当時の文人と同様に、出世を求め、科挙の試験
を受け、1881 年、16 歳の黄人は秀才に合格するが、その後郷試では何回も受けたが結局落ち
た59。出世できないが、黄人はずっと国の存亡に関心を持って、詩も作った。例えば、西洋人
の侵入を心配する「望洋嘆」、1895 年、外国列強が侵入した時期、清朝政府の無能を憤慨す
る「短歌行」、「感事叠前韵」、戊戌変法が失敗した時、時事を風刺する詩「元日日吞蝕
詩」、1889 年康有為、梁啓超が日本に亡命したことを憤慨する「萬言」などである60。魏老夫
子の日本に対する態度は、訳者の黄人が伝統的な文人として、自尊心と愛国心を示すのと同時
に、政治への関心をも表している。
また、黄人訳の中で、主人公の名前が「隠太郎」61であることについても論じたい。王永健
によると、黄老の学（黄帝と老子を祖とする道教学問の総称）好きの父の影響を受け、少年時
代の黄人は道教に夢中になった62。そして、「少小慕出塵、遺産譲諸伯」（黄人「小詩」）、
「少小慕神仙，熟誦太清篇。十洲采芝草，日夜守護煙。火候已周丹不就，坐看雞犬升天。頑骨
難換志願堅，天眼下視受憐」（黄人「短歌行」）63、彼は少年時代、財産のような世俗のもの
を顧みず、道教に丹念し、隠者のような生活を送っていた。道教の煉丹術に夢中になり、唐の
詩人白楽天を想起する。彼は 915 年、江州司馬に降職した時、道教、特にその煉丹術に興味を
持っていたという。その時の師匠は道士・郭虚舟である。白は「同微之贈別郭虚舟練師五十
韻」の中で、郭虚舟に煉丹術を学び、結局失敗したことを書いている64。また、興味深いのは
下記に示したように、黄人は白楽天と同様「花非花」65という詞を書いたことだ。

花非花（白楽天）

花非花（黄人）

花非花，雾非雾。

花怜花，月窥月。

夜半来，天明去。

颊畔消，眉上缺。

来如春梦几多时？去似朝云无觅处。

云磨素魄自然圆，春入情根随地出。

白楽天の「花非花」と同じ題名、さらに類似する構成の詞を作成していたことから、黄人は
白楽天のことをよく知っていると考えられる。そのほか、隠者といえば、杜学霞は白楽天の隠
者生活が「朝隠」、「吏隠」と「中隠」の三つの段階を経たと指摘している66。「朝隠」（元
和 15 年夏から長慶 2 年 7 月までと大和元年から 3 年まで二つの段階）というのは彼が江州に
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降職されたが、返り咲くことを積極的に求めていたことである。そして、「吏隠」（杭州刺史
を担当する 3 年間と蘇州刺史を担当する約 1 年間）は「隠於吏」と「兼吏隠」二つの状態があ
る67。具体的に言えば、「隠於吏」は「隠」を中心に、生活を維持するため、官吏になること
である。「兼吏隠」は官吏としての責任と隠者生活を兼ねることである68。また、杜は「隠
者」と言ったが、その三段階のどこでも政治との関連性をまだ持っていると指摘している69。
そして、黄人訳の中で、隠さんが友人へ送った手紙の署名は「松本君 鑑 隠白 某月日」
70

と示されている。上記の黄人と白楽天の道教趣味、詞などの繋がりから、「隠白」は白楽天

のような隠者を暗示すると考えできるのではないだろうか。黄人は末広鉄腸『啞の旅行』を訳
した時、政治と関連する仕事をせず、いわゆる東呉大学の教師と小説林社の訳者と編集者を担
当しているが、上記の訳本における魏老夫子らの話の追加、主人公の名前と身分の改訳から、
彼の政治への関心が示されていると考えられる。
また、魏老夫子の言行、主人公の名前の改訳は黄人の伝統的な側面、いわゆる、政治に関す
る仕事をしらないが、政治への関心、そして、国の存亡への憤慨という伝統的な文人の意識が
示されている。一方、黄人訳の中には、魏老夫子の言行に対する非難もある。隠さんは腹を立
てた後、皆が筆談の内容を読んで、はっきり理解できない時、主編の胡さんから「魏公太覺食
古不化了」（『啞旅行』（下巻）、黄人訳、167 頁）（「食古不化」：古いものを学んでも理
解できず、実際に活用できない。）という評価を言わせている。上述した黄人は伝統的な知識
人として生活を送ったが、中年（30 代）になった黄人は西洋の知識を摂取し始めた。「4.1」
で紹介したように、黄人は外国語の学習、さらに、その後、外国語書物の翻訳もした。そし
て、中年の黄は字を「摩西」に変えた。その字を変えた理由について、主に三つの説がある。
一つ目は「摩西」はユダヤ教教祖モーゼの名前を借りたものであるというものだ。二つ目は
「摩西」は黄人の英語名 MOSE の音訳である71。三つ目は「摩西」は「西洋と接触したい人」
という意味を指すというものだ72。それらの理由は全て西洋と関連しており、彼が西洋から影
響を受け入れたことの反映だと考えられる。『啞旅行』の中で、黄人と同様に、編集者を担当
する胡さんから、「食古不化」の魏老夫子、いわゆる新たな知識を摂取したくない、中国の古
典知識しか受け入れない伝統的な文人を非難することは、現在の黄人の昔の自分への反省とも
考えられるだろう。要するに、伝統的な文人にしても、それを非難する主編にしても、全ては
当時の訳者の黄人の考えが反映されていると考えられる。相反するように見えるが、それは当
時伝統教育を受けた知識人が対面しなければならない問題であったと言えるだろう。また、清
末において、訳本の中で原文の人名、地名、あるいは新たな物事、概念をそのまま音訳するの
は歓迎されなかった。そのため、中国式の人名、地名に変えるということはよくあることであ
った73。こうした事情を鑑みると、黄人訳が、当時の翻訳方法に従って、主人公の名前である
「忍」を中国風、いわゆる「隠者」を暗示する「隠」に変えたことも理解できるだろう。
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5．おわりに
本稿は末広鉄腸の『啞の旅行』及びその中国語訳は時報館をめぐる知識人の関心を集めた
原因を究明した。
まず、末広鉄腸『啞の旅行』の前から、中国における末広鉄腸の政治小説の翻訳と出版はす
でに行われていた。そのほか、政治小説の役割を重視する梁啓超が末広鉄腸の政治小説を宣伝
することは、末広の作品、とりわけ政治小説が清末の中国に名を知られる契機となった。
次に、梁啓超と繋がりがあり、外国小説を積極的に翻訳・紹介する時報館とその編集者・翻
訳者たち、特に包天笑は末広鉄腸『啞の旅行』、及び黄人訳『啞旅行』と関連性を持っていた
と考えられる。包は末広鉄腸『啞の旅行』を翻訳した記録、及び黄人訳の出版社である小説林
社と繋がりがあることから、時報館の知識人は『啞の旅行』に関心を持っていたことが示され
ている。
最後に、末広鉄腸『啞の旅行』とその中国語訳、いわゆる黄人訳『啞旅行』の比較を行い、
次のような相違点があることがわかる。一つ目は黄人訳『啞旅行』の中で、末広鉄腸『鴻雪
録』におけるロンドンとパリの都市建設の相違点が抜粋され、翻訳されたことである。ヨーロ
ッパの都市建設に関する話を取り扱うことは啓蒙の意図を示しているほか、中国人知識人たち
の日本を介した近代中国の模索の望みが読みとれる。二つ目は、黄人訳の中では、西洋のもの
だけではなく、中国の要素も書き加えられていることである。とりわけ、伝統的な文人と外国
文化との衝突についての描写は当時の時報館の知識人の共感を呼んだ可能性があると考えられ
る。
欧米の情報・知識を積極的に取り入れる時代に、政治小説ではなくとも、米欧周遊を詳しく
記録した末広鉄腸『啞の旅行』は当時の知識人にとって見逃せない作品だったと考えられる。
中国の知識人の共感を呼んだ黄人訳の出版は末広鉄腸『啞の旅行』への注目を高めたと言える
だろう。

注
(1) 胡翠娥『文学翻訳与文化参与：晩清小説翻訳的文化研究』
、上海外語教育出版社、2007
年、25–26 頁。
(2) 同上、胡翠娥、24 頁。
(3) 康東元「清末における日本近代文学作品の翻訳と紹介：日本文芸の中国における受け入
れ方(1)」『図書館情報メディア研究 』、2004 年、第 2 巻、第 1 号、1 頁。
(4) 李艷麗「晩清日本小説訳介与上海的出版文化」
『上海文化』
、上海社会科学院文学研究
所、2015 年、第 10 期、98−99 頁。
(5) 狄葆賢、楚青は字で、號は平子で、慈石、楚卿、高平子、平等閣主などの自署がある。戊
戌変法の後、日本に亡命した。張欣『時報館与晩清小説伝播研究』
（修士論文）
、上海師範大
学、2014 年 12 月、16 頁と鄭雅尹「清末民初的『鬼』與『照相術』
：狄葆賢『平等閣筆記』
中的現代性魅影」
『清華中文学報』
、2015 年 6 月、第 13 期、229 頁を参照。
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(6) 日本語版は『啞の旅行』
、あるいは『啞之旅行』という題名があるが、ここでは中国語原
文の「啞旅行」にしたがって示す。
(7) 『滑稽小説 女学生旅行記』
、曼陀訳、有正書局、1907 年 5 月版、第 53-54 頁。原文：
［玉
枝是］看过『哑旅行』这部小说的，晓得那火车里是装着电铃，预备着通那非常警报用
的。只需把那电铃按一下，那火车就应声的停了，那『哑旅行』的日本绅士，无故把电铃
一按，白白的罚了钱。翻訳と句読点は筆者による。下記の新聞記事、中国語訳『啞旅
行』も同様。
(8) 原文：此书即著『哑旅行』者所著，其意趣横生，可与『哑旅行』并传。
(9) 『啞の旅行』については、政治小説として扱う研究と、紀行文として扱うものとがあ
る。
（前者は陳応年「梁啓超与日本政治小説在中国的伝播及評価」
『日本文化与交流』
（第
一輯）
、楊正光編、1984 年、118 頁と前掲注 3 の 6 頁。後者は真辺美佐「末広鉄腸（重
恭）略年譜」
『末広鉄腸研究』
、梓出版社、2006 年、76 頁）
。筆者は、この作品に関する
研究が少ない理由は政治小説ではなく、紀行文として扱われてきたからであると考えて
いる。よって、本稿では『啞の旅行』を紀行文として考察する。
(10) 前掲注 3、4 頁。
(11) 前掲注 9、真辺美佐、73–77 頁を参照。
(12) 前掲注 9、陳応年、118 頁。また、康により清末に中国向けに翻訳された明治日本の政治
小説リストの中で、1898 年から 1905 年にかけて、翻訳された日本の政治小説は 21 種あ
る。その中には、末広の『雪中梅』
、
『花間鶯』
、
『啞の旅行』の三つが含まれている。前
掲注 3、6 頁。
(13) 陳力衛『近代知の翻訳と伝播：漢語を媒介に』
、三省堂、2019 年、213−214 頁。
(14) 同注 13、陳力衛、214 頁。
(15) 同注 13、陳力衛、222 頁。
(16) 李海『日本亡命期の梁啓超』
、桜美林大学北東アジア総合研究所、2014 年、83 頁を参
照。
(17) 同注 16、李海、84−85 頁を参照。
(18）前掲注 3、7 頁。
(19）王閏梅「梁啓超の『新中国未来記』について：兆民の『三酔人経綸問答』と対照させ
て」『言葉と文化』、名古屋大学大学院国際言語文化研究科日本言語文化専攻、2008 年
3 月、第 9 巻、71 頁。
(20) 斎藤希史「近代文学観念形成期における梁啓超」『共同研究：梁啓超：西洋近代思想受
容と明治日本』、狭間直樹編、1999 年、310 頁。
(21) 同注 20、斎藤、310 頁。
(22) 日本語訳：日本維新の運動に大きな功績があったのは、小説もまたその一部分である。
明治十五、六年の間、民権自由の声が、国中にあまねく満ちた。そこで西洋小説の中で
フランス、ローマの革命のことをいうものを陸続と翻訳し［筆者：中略］、翻訳が盛ん
であるうえに、政治小説の著述もまたようやくはじまる。たとえば、柴東海の「佳人ﾏﾏ
奇遇」、末広鉄腸の「花間鴬」、「雪中梅」、藤田鳴鶴の「文明東漸史」、矢野竜渓の
「経国美談」）。原文と日本語訳は樽本照雄『梁啓超の種本：雑誌「太陽」の場合』か
ら引用する。（http://shinmatsu.main.jp/k5001.html(閲覧日：2020 年 5 月 30 日)）
(23) 山田敬三「
『新中国未来記』をめぐって：梁啓超における革命と変革の理論」
、前掲注
20、331−358 頁。
『新中国未来記』は 1902 年 10 月から 1903 年にかけて、雑誌『新小
説』
（梁啓超による創刊）に連載された。
(24)『新民叢報』「紹介新書」欄、1903 年、第 40−41 期、151 頁を参照。
(25) 前掲注 5、張欣、16 頁を参照。
(26) 時報館の末広鉄腸作品の販売に関する情報として、1906 年 8 月 22、31 日、9 月 2 日から
5 日まで、
『時報』に「政治小說雪中梅上下卷、一部價洋四角、寄售處：上海、北京：有
正書局」という販売広告が掲載されている。
(27) また、励学会の雑誌である『蘇州白話報』
（第 1 冊）における国家と民衆の関係を論じる
文章は、
『清議報』に掲載された梁啓超の文章から影響を受けた。范伯群「1901 年的木
刻報刊：包天笑軼事之一」
『蘇州雑誌』
、2007 年、第 2 期、75 頁と欒偉平「清末小説林
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社成員考」
『済南大学学報（社会科学版）
』
、2016 年、第 26 巻、第 2 期、25 頁を参照。
(28) 原文：這一回，我們這個記者團，除余大熊、張岳軍外，無人能說日本話的，真是一個
「啞旅行」
（日本有一小說名『啞旅行』
，說一個日本人到歐洲去旅行，不懂外國語文，鬧
出種種笑話，我曾譯此書在『小說林』出版）
。包天笑『釧影楼回憶録（1）
』
『近代中國史
料叢刊續編』
（第 5 輯、48 巻）
、沈雲龍編、文海出版社、1974 年、432 頁。
(29) 包天笑の訳本について、車と龔ともに、考察の時点で包天笑が訳した『啞旅行』は見つ
けられないと述べている。さらに、車は包の記憶間違いではないかとすら考えていた。
一方、龔は覚え違いという可能性はなく、包が述べる『啞旅行』が実は黄人訳であり、
包は黄人訳に介入したという可能性を指摘しているが、証拠が足りないので、詳しく検
証できないと述べる。車蘭蘭『黄人与中国近代文学的転型』（博士論文）、江西師範大
学、2018 年 12 月、176 頁。龔敏「黃人譯述小説『啞旅行』的發現及其価値與影響」『澳
門理工学報（中国語版）』、 2011 年、第 2 期、104 頁。
(30) 黄人訳『啞旅行』（上巻）の広告：1904 年 9 月 19 日、21 日、25 日、合計 3 回、1905 年
2 月 11 日−17 日、合計 7 回。下巻の広告：1906 年 6 月 24 日、26 日、28 日、合計 3 回。
(31) 包は 1906 年旧暦 2 月中旬上海に来た。前掲注 28、313 頁による。
(32) 原文：剛到上海，住在旅館裏，曾夢樸就托徐念慈來訪問我了，便是商量我道「小說林編
譯所」去。
［中略］我也告訴了他們進入時報館的事，待時報館的事定局了，再接受小說林
的事。
［中略］及至時報館事定局了，我覺得反正上半天沒有事，便接受小說林的事。我們
規定上午九點鍾至十二點鍾，星期休假（報館是星期不休假的）
［後略］
。前掲注 28、323324 頁。また、包のほか、
『時報』の記者である周桂笙は小説林社の『福爾摩斯再生案』
（1904−1906 年）の第 6 案から 14 案までの翻訳を担当した。
『
（李震「論晩清書局図書宣
伝：以報載小説林社広告為中心」
『聊城大学学報（社会科学版）
』
、2019 年、第 6 期、118
頁を参照。
(33) 前掲注 28、312 頁。
(34) 潘建国「清末上海地区書局与晚清小説」『文学遺産』、2004 年、第 2 期、98 頁。そのほ
か、包は黄人とも知り合いであった。1934 年 11 月 15 日『蘇州明報』の第 8 版におい
て、黄人を記念するため、友人である范烟橋（『蘇州明報』の主編）による「黄摩西専
頁」に、包天笑が書いた回想文「臭氣逼人」も掲載されている。
(35) 真辺によると、文学研究の分野では、末広の政治小説、特に『雪中梅』が多く考察され
ている。前掲注 9、真辺美佐、2 頁を参照。
(36) 前掲注 29、龔敏、98−108 頁。
(37) そのほか、日本側の研究はみうけられない。一方、黄人作品の研究について、中国側の
研究は主に黄人が編纂した書物を考察する。例えば、
『小説小話』に関する研究（龔敏
『黄人及「小説小話」之研究』
、斎魯書社、2006 年）
、
『普通百科新大辞典』
（龔敏「西学
東来与黄人『普通百科新大辞典』的編纂」
『新国学』
、2008 年、第 00 期、338−355 頁）な
どである。
(38) 王永健『
「蘇州奇人」黄摩西評伝』
、蘇州大学出版社、2000 年、1−2 頁による。
(39) 前掲注 37、龔敏、2008 年、340 頁。
(40) 前掲注 37、龔敏、2008 年、340−341 頁。
(41) 1903 年 37 歳の黄人は「国内外の時事に関心を持ち、日本語、英語とエスペラントを独
学する」
（原文：关心国内外时事，自学日文、英语与世界语。黄鈞達「黄人年譜（摘
編）
」
『南京師範大学文学院学報』
、2006 年 9 月、第 3 期、180 頁）とある。そして、黄人
は詩の「友人索贈諸聯」の後ろに、自分が英語と日本語を勉強していることを記録し
た。さらに、黄人の曾孫である黄鈞達は黄人が使った英漢辞典、日漢辞典、書物を収蔵
しており、日本語版の『世界語辭彙』には黄人の学習メモがあるという。また、日本語
の書物でエスペラントを勉強することから、黄人の日本語能力は低くないと考えられ
る。黄鈞達編『黄人生平与研究』
、出版社・出版年不詳、32、40 頁。
(42) 前掲注 37、龔敏、2008 年、341 頁。
(43) 前掲注 37、龔敏、2008 年、347 頁。
(44) 実藤恵秀『中国人日本留学史（増補）
』
、くろしお出版、1981 年、352 頁。
(45) 本稿で引用した底本は末廣重恭『啞の旅行』
（前編、後編、続編）
、青木嵩山堂、1895
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年。
『啞旅行』
（上、下巻）
、黄人訳、小説林社、1907 年 9 月。
(46) 原文：巴黎雖大，可記者不過以上數事，已都見于旅行家遊記中。在下只能就其稍有趣
者，略登一二。若織悉必書，替啞先生作日記，未免取厭。
(47) 原文：據咱看來，還是巴黎好。只有兩件事咱狠有些疑惑。那倫敦有地底鐵路，環繞全
府，又有幾十條支路，巴黎卻沒有。在這範圍內，只有靠馬車往來。那倫敦不論大街小
巷，到處都有電信電話的竿子，插在當路，密密如林。電線同蛛網一般，布滿天空。什麽
咱道這裏，到處留心觀看，卻不曾見一根電竿一條電線，偌大的都會少了這兩件緊要機
關，豈不有礙交通。到底什麽緣故呢？那朋友笑道，巴黎所勝于倫敦，就在這些上頭。隱
先生聽得愈覺奇怪，一定要問他所以然之故。
(48) この説明は次に引用する『鴻雪録』の内容とほぼ同様であるので、翻訳を省略する。
(49) 前掲注 37、龔敏、2008 年、340 頁。
(50)「中国清末における留米学生派遣の断絶と連続 : 容閎と唐國安の事例をふまえて」『近
代日本研究』、2017 年、第 34 巻、慶應義塾福沢研究センター、433 頁。
(51) 横井和彦・高明珠「中国清末における留学生派遣政策の展開 : 日本の留学生派遣政策
との比較をふまえて」
『経済学論叢』
、第 64 巻、第 1 号、2012 年、109−110 頁。
(52) 魏善玲「清末出国留学生の結構分析：1896−1911」
『江蘇師範大学学報（哲学社会科学
版）
』
、2013 年、第 2 期、103 頁。
(53) 前掲注 1、70 頁。
(54) 1840 年から 1919 年にかけて、翻訳された 1748 篇の小説の中で、イギリス（アメリカ
を含む）は 1071 種（61％）
、フランスは 331 種（18.9％）
、ロシアは 133 種（7.6％）
、
日本は 76 種（4％）
、ドイツは 34 種（約 2％）
、そのほかは 76 種（4％）である。郭延
礼『中国近代翻訳文学概論』
、湖北教育出版社、1998 年、112−113 頁を参照。
(55) 賈通甫は東京で駐日中国官吏の書記を担当した。前掲注 45、『啞旅行』（下巻）、162
頁。
(56) 原文：中國自前明至今，沿海常被倭冠蹂躏，此仇未復，豈能因一二人之私交，而忘公憤
哉？
(57) 原文：「聞貴國在扶桑下［……］，那桑究竟有多少高大？］隱答道：「附會不足信。」
他［魏老夫子］又寫道：「貴國從前有個女王，叫什麽卑彌呼，深通幻術，有這事麽？」
隱答道：「這是神功皇後，相傳能召鬼神。此皆未開化時國民風說，何苦去考究他」。他
又寫道：「孔子尚問官于郯子，我何敢自棄。」［中略」「那賈君叫的局，好像說是姓
蕭，到底好不好？」［……］「姓郤不姓蕭，是與貴國的國王同宗」。［……］「你們國
主，不是都是一個姓相傳，都姓徐麽。你要問那妓女姓名，是姐妹二人，大的叫徐鏡仙，
小的叫徐篴仙」。［……］「你說吾國皇上姓徐，這句話何來？」「秦時徐市泛海至日
本，即自立為帝，那個不知君可謂數典而忘其祖矣。」「馬鹿馬鹿，那徐福的曆史，一時
同你說不清，你去看一看『日本外紀』就明白了。」［……］「仆更有一疑問，聞倭之為
狀，黑面卷發，長須凹眼。君貌頗不類，而又不谙日本故，實則君為他國種，而斷斷非日
本人種」。
(58) 前掲注 29、龔敏、103 頁。
(59) 前掲注 41、黄鈞達編、出版社・出版年不詳、5、8、11 頁。
(60) 前掲注 41、黄鈞達編、出版社・出版年不詳、25−26 頁。
(61) パリに泊まったばかりの時、来る途中で非常ベルを呼び鈴と間違えて騒動を起こし、罰
金を払った隠さんと辰巳君にその状況を訪ねるため、英語ができる三名のフランス人は
彼らの住所を訪ね、自己紹介をするが、隠さんは「僕は隠太郎で、彼は辰巳三郎です」
と言った（黄人訳『啞旅行』
（下巻）
、121 頁）
。
(62) 前掲注 38、20 頁。また、黄鈞達の考察によると、これは黄人が 19 歳頃のことである。
前掲注 41、黄鈞達編、出版社・出版年不詳、7 頁。
(63) 前掲注 38、20 頁。
(64)「白居易的道教信仰与詩歌創作」
『山西師範大学報（社会科学版）
』
、2012 年 5 月、第 39
巻、第 3 期、63 頁。
(65) 白楽天の詩は「古詩文網」（https://so.gushiwen.org/shiwenv_4ee40a0c2d3d.aspx（閲覧日：
2020 年 6 月 15 日））から引用する。拙訳：花のようであるが花ではない、霧のようで
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(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)

あるが霧でもない。夜に来て、夜明けの時去る。来る時は春の夢のように幾許の時もな
い。去る時は散り尽くした朝の雲のように捜す手だてがない。黄人の詩は『黄人評伝・
作品選』、湯哲声・涂小馬編、中国文歴出版社、280 頁から引用する。拙訳：花は花を
憐れみいたわり、月は月を窺う。頰から消え、眉からなくなる。雲がなくなれば月が満
ち。春になると愛が満ち芽が生える。
杜学霞「朝隠、吏隠、中隠：白居易帰隠心路歴程」
『河南社会科学』
、2007 年 1 月、第 15
巻、第 1 期、130 頁。
同注 66。
前掲注 66、131 頁。
前掲注 66、133 頁。
前掲注 45、
『啞旅行』
（下巻）
、黄人訳、18 頁。
前掲注 38、1 頁を参照。
「一部近代中国的百科全書：未完成的中西文化之橋」『北京大学学報（哲学社会科学
版）』、Milena Dolezelová 著、張麗華訳（北京大学博士）、2007 年、第 2 期、79 頁。
前掲注 1、102 頁。
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