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A Comparative Study of Travel Journals between Japan and China in the Period from 

the Late Shogunate to the Early Meiji 
 

張 雅 

Zhang Ya 
 

摘要  
In the mid-19th century, both China and Japan faced a crisis of being fallen apart by western countries. 
In order to acquire knowledge from western countries and to revise their unequal treaties, the Edo 
Bakufu and the government of the Qing Dynasty sent a large number of students and missions abroad. 
At the time the primary way of traveling from the Orient to the Occident was passing through Saigon in 
Vietnam, Singapore, the Suez Canal, and finally arriving in Western Europe. As the link of connecting 
Orient and Occident, Southeast Asia, which had been colonized by the western world at the time, 
becomes the breach for observing western civilization and the apparatus of modern society. This paper 
investigates how the image of Southeast Asia was constructed during journeys bound for Europe by 
analyzing and comparing between diaries of Japanese and Chinese missions.  
Firstly, descriptions of daily scenery in Southeast Asia made by Japanese and Chinese missions are 
closely followed. Secondly, communication between Japanese and Chinese missions on the ship are 
analyzed. Thirdly, the difference of the occidental perspective between them is compared. This paper 
further explores the theory of civilization and the vision o f the world order of Japanese and Chinese 
missions by comparing and analyzing the representation of Southeast Asia between the missions of 
these two countries. 
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１．はじめに 

 

 19世紀後半の日本と中国は共に、西洋諸国から強烈な外圧を被り、国家の存続が問われるほ
どの危機的状況に置かれた。当時の両国は西洋に関する知識と認識が不足しており、その国家

情勢や社会状況を把握し、また条約改正交渉を進めるべく、1860年以降、多くの使節団や留学
生を海外に派遣した。当時、東アジアから西欧へ行くための主要なルートは、船で香港からベ

トナムのサイゴン、マラッカ海峡、スエズ運河を経由する南回りのコースである。このルート

が通る地域、とりわけ東南アジアは、当時既に大部分が西欧諸国の植民地になっており、そこ

は東洋と西洋と繋ぐ単なる経由地であることを越えて、東西の文明の差異や近代社会の装置を

観察できる空間でもあった。本稿はこの特別な空間としての「南洋」に注目する。  
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  このように地理的にも政治的にも特別な意味をもっていた南洋について、1860 年代から 1870
年代の間に渡欧した中国の使節団は多数の記録を残している。例えば、1866 年に近代中国初の
非公式外交使節団として渡欧した斌椿による『乗槎筆記』、その随員張徳彝の『航海述奇』、

1871 年に張徳彝が通訳として崇厚に随行した時の日記『随使法国記』、1876 年、政治体制の改
革を主張する進歩人士の代表として英国に欽差大臣 1として出使していた郭嵩燾の『使西紀程』、

郭嵩燾を牽制するためにその副使に任命された反洋務運動の保守派である劉錫鴻の『英軺私記』、

1878 年駐英公使兼駐仏公使曾記澤の『出使英法俄国日記』、1879 年に駐独参事官であった徐建
寅の『欧游雑録』などがある。  
 一方、日本側の記録としては、1862 年の竹内使節団の一員である野沢郁太の『遣欧使節公

開日録』、市川渡の『尾蠅歐行漫錄』、益頭駿次郎がまとめた『欧行記』、竹内使節団の後発隊で

ある淵辺徳蔵の『欧行日記』といった旅行記に南洋についての記述が見られる。また、1864 年
に池田遣仏使節団に加わった岩松太郎の『航海日記』、1865 年に特命理事官として英仏に派遣
された柴田日向守に随行した岡田摂蔵の『航西小記』、さらにまた、1871 年 12 月から 1 年 10
か月に及んだ岩倉具視使節団の視察の公式報告書として、久米邦武が記した『特命全権大使  米
欧回覧実記』にも南洋の見聞にかなりの頁が割かれている。  
 こうした多数の資料についての研究はこれまで専ら、渡航の目的地であった西欧諸国での体

験に関心を集中し、経由地としての南洋については十分に検討されてこなかったように思われ

る。しかしそうした中、いくつかの研究は南洋に着目してきた。まず、「洋上の対話－世界に向

かう中日知識人の精神構造」（銭国紅『日本研究』国際日本文化研究センター、1996 年）は、
張徳彝の『随使法国記』を取り上げ、洋上の日中交流について「日本人から中国文明に対する

一方的な関心があっても、日本の存在に対する中国知識人の注目は殆どなかった」という結論

を得ている。また、『晚清民初南洋華人社群的文化建构』（薛莉清、新華書店、2015 年）は、清
朝の旅行記を基に、南洋の中国人の主体性が如何に形成されてきたかを論じている。『日本人の

シンガポール体験 幕末明治から日本占領下・戦後まで』（西原大輔、人文書院、2017 年）は、
1860 年の竹内使節団と 1864 年の池田遣仏使節団を中心対象にして、シンガポール港の景観、
在留邦人音吉との面談、漢詩の作成などに焦点を当てつつ、使節団随員一人一人の日記を分析

している。  
 本稿は新旧世界の秩序の変わり目に置かれ、西洋の発展による衝撃を受けた日本と中国の使

節団が、西洋を目的地として東西の空間を移動する過程において、西洋の権力の場としての南

洋をどのように表象したかを考察する。具体的には、まず、日本と中国の使節団が見た南洋の

日常風景の表象について分析する。次に、船という閉ざされた空間での日中交流を比較検討す

る。最後に、両国使節団の要員が抱いていた文明観や世界秩序認識がどのようなものであった

のかを解明する。   
 

２.南洋の日常風景の描写 

 

  使節団は一般に、西欧諸国との条約交渉、その学問の調査・探求、技術の視察という目的以
外に、生活様式や風俗の観察も重要視している。そうした彼らの目には、経由地南洋の姿も確

実に映っている。本節では、使節団が西欧からの行き帰りに南洋で出会った、文化や言語、宗

教を異にする人々に注いだ視線に注目する。  
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2.1.多民族の表象 

 

 日本の使節団による現地人表象では、シンガポールの住民が描かれていることが多い。一方

中国側の官員による記述では、ベトナムとシンガポールの人々が取り上げられることが多い。

そこで本節では、共通の対象であるシンガポールの現地人表象を考察してみたい。  
  まず、中国の使節団による「土人 2」表象を検討する。1866 年、当時中国で総税務司を勤め
ていたハードの助言と案内により、斌椿親子と同文館の三人の学生は 5 ヶ月にわたって、イギ
リスをはじめ、欧州各国を周遊した。斌椿使節団は近代中国初の非公式の外交使節団として西

洋の国々を歴訪したが、往路でシンガポールに寄港している。シンガポールの住民について、

斌椿は「肌は塗料のように黒く、唇は血のように赤い。首に赤い花柄の布を巻いている 3」と記

している。1876 年、西洋の様々な制度や科学技術に反感を抱いていた劉錫鴻は、現地の人々が
清潔感のある服と靴下を所有していないことを次のように述べている。「シンガポールからセ

イロンまで、土民は皆花柄の布で頭と腰の下を包み、服と靴下は着用せず、顔が黒っぽい。そ

の色が鍋の底に似ていたとしたら、アフリカの人々であろう 4」。また、1890 年、薛福成は「土
民の身体が醜くて、鹿豚と変わらず、まだ野蛮さがある 5」と述べ、人間以下の動物と見なして

いる。中国側の使節団の南洋人表象には、このように肌が黒いことを示す表現が頻繁に使われ

ている。彼らは肌の色で人種を分類する傾向があり、黒色という身体的な差異で上下の序列を

決め、「土民」の身体に劣等の烙印を押すことで、優劣を生み出した。古代の中国人は「自分

の住む場所が世界の中心で文明の中心である 6」という世界認識を共有し、「中心から遠ざかれ

ば遠ざかるほど荒涼とした地域に住む民族はより野蛮で文明の程度がより劣る『南蛮北狄西戎

東夷』 7」と考えられている。使節団はこうした伝統的な自他認識を維持して、南洋の「土人」

は「野蛮」で劣等な人種と見なす侮蔑的態度をとっているのである。  
  一方、日本の使節団は港で働いている「黒奴」の仕事ぶりに関心を寄せている。ヨーロッパ
に派遣された最初の使節団である竹内下野守一行の随員であった益頭駿次郎は、その『欧行記』

で、インドの出稼ぎ労働者を以下のように描き出している。「人物は黑奴にして男女共も肌體

腰より下單の白布を纒ひ頭上は寸毛を余さす悉く坊子にて言語はインジーヤ語を相用 て不通

にて至て賤しき體に有之又土人椰子實パナマ、パイナポ等の類ひ諸物小舟に載せ商ふ士見えひ

さき來る是土地の産物と覺しき物なり商人は土人にて黑奴なり又くり木を以舟なし一雨人乘り

杓子樣のかひを遺ひ乘廻船の旅客より品物を乞仕形をなし □
一字不明

めてインジアーの食乞ふ者と英

人談話す 8」。益頭は、「賤しき體」で「穢い」事に従事するシンガポールのインド出身の「土

人」を底辺の奴隷と捉え、彼らに対する嫌悪感を表している。ロンドンで竹内一行と合流した 9

淵辺徳蔵は、『欧行日記』において、「黑奴之性至て高聲多言相會すれハ酒を飮み物を打て歌

ひ甚喧し夜半迄も四隣を驚きむといふ 10」と黒人が深夜まで騒ぐシーンを描いている。歌踊に

熱狂するほど体力のある黒人像は張徳彝の『航海述奇』にも記録されている。「各埠頭で石炭

を堆積し補給する黒人は赤道の地に生まれ、暑さに耐えられ、終日火倉にいても病気にならな

い。停泊後、黒人たちは、石炭灰を投げ捨てながら、皆で手を叩いて、大声で歌を歌い、足で

船を踏みながら踊り、一晩中休まなかった 11」。日中の使節団の成員は、シンガポールという

異世界をインド人、アフリカ人、土人、中国人など多様な民族が出稼ぎに来る土地として描き

出している。彼らは貧困な生活を送りながらも、熱帯に住む人間として、生まれつき自由な精

神と旺盛な精力があり、南洋社会に力強く生きていると認識されているのである。  
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 帰路でシンガポールを経由した岩倉使節団はコレラが流行していたため上陸しなかったが、

久米は「シンガポール住民の性格」を記述している。「蘇莫答剌ヨリウツリシ、巫來由人ニテ、

「イスシラミズム」教ヲ信シ、人情風俗、略蘇ニ同シ、性鷙悍ニテ殺伐ニ軽ク、報復ノ念深ク、

忍耐ノ力ニ乏し、生業ニ勵マス、往々ニ舟ヲ以て近海ヲ抄シ、海賊ヲ事トシ、工芸ノ技ハ、只

舊慣ヲ存シ、進歩ニ到ラス…法教ノ悪弊ヲ受け、且人民ノ蠱惑ヨリ出タル法則モ、亦多シ、概

シテ文化ニ遠キ頑俗ナリ 12」。久米にとって、シンガポールは「富庶ハ、地利ニアラス 13」、「東

南洋へ貿易往来スルモノノ、最モ注意スヘキ地トス 14」であるが、そこに居住する住民につい

ては、「文化ニ遠キ頑俗ナリ」や「野蛮人」と蔑視している。久米は欧米を遊歴した際、実際

に万国博覧会や民族博物館で各国の風俗と工芸品を見ていたため、工芸品の技術を文明の度合

いを判断する一つの物差しとして扱い、教化が遅れている土人像を浮かび上がらせているので

ある。  
  また、久米は現地の住民が豊富な資源と物産を経済価値に転換することに怠惰であり、古来
の悪習に染まっていると述べている。「此國ノ富饒ナル如此クナレモ、人民ノ気ハ尚振ハスシテ、

工藝貿易共ニ舊ニ仍リ進歩セス、又一ノ陋風アリ、妻ヲ買フテ配偶トシ、厭へハ又他人ニ売リ

カエ、更ニ娶ル 15」。この「沃土ノ民ハ惰ナリ 16」の思想は中国古典『国語』の「沃土之民不材，

淫也 17」に由来していると思われる。田中彰によれば、久米は、「『生理ニ勤勉スル力』こそが

『国ノ貧富』を規定する 18」という文明論を表明している。これに対し、次の引用に窺われる

ように、中国側の張徳彝は南洋の土人が怠惰になった原因を別のところに求めている。「芹蒢 19

両岸には子虎の群がいるので伐木や漁業に従事する人が少ない。それが原因で土地の人間は怠

惰になり、仕事をさぼり、ここも荒野になった 20」。張徳彝は原始的な「蛮界」の自然環境が人

の生活方式を変えただけでなく、文明の発展を停滞させたと考えているのである。  
 以上のように、日中の使節団は両者とも、自らの精神が依拠している野蛮観に基づき、西洋

人でも東洋人でもない南洋の「土人」を、文明圏に属さない人々と表象したのである。しかし、

彼らは世界秩序に対する認識をめぐっては、異なる意識を持っていたと言わなければなるまい。

1860 年代の中国は現在の西欧の文明状態を評価しはじめてはいたが、やはり依然として華夷思
想の基盤を維持しており、南洋を、中国を中心としたその伝統的世界秩序の中に位置づけてい

た。それに対し、そうした伝統的な華夷秩序ではいわば辺境であり続けた日本では、文明の中

心を中国から西欧へと転換する知的変革が速やかに進んでいたのである。  
 

2.2.中国風の生活空間 

 

  中国使節団の住居に関する表象で特筆すべきは、ベトナムにもシンガポールにも、清朝の文
化や習慣が中国人移民によって持ち込まれていることを記していることである。例えば、斌椿

は 1866 年 1 月 8 日に出発し、2 月 14 日にベトナムに着くと同時にベトナムの港口の両岸に植
えてある鮮やかな青緑色の木に魅せられ、「江南の芦荻洲」と「武陵桃花源」に辿り着いたよう

な夢見心地になったと記している。当時のベトナムの「閩广の貿易者は凡そ五六万人で、土人

は漢文を使い、県名は中国と同じである 21」。現地の中華城は「中原の繁華街と同様に、商品の

種類が豊富で、中国人がたくさんいる 22」と書いている。しかし住民の住居は、「木造家屋に布

団や家具がなく、強風と大雨の日に飛ばされる心配があり、王宮の建造も古拙で荒っぽく見え

る 23」という。これに対し、久米は安南の柴棍府の街並みについて、欧州より美と巧を凝らし

ていると述べている。「外国人居留地ハヤヽ修美ナリ、砌石ヲ匝シ、磚瓦ヲ布キ、屋造ハ三階ノ
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白堊絞然トシテ、亜細亜風ヲ錯ヘタル、欧州建築ナリ、一般ノ市店ハ密比セス、河岸ノ小 ハ、

茅舍矮宇、或ハ椰葉ヲ編ミテ、宇壁戸牑トス、錫蘭「ゴール」ノ人家ニ比スレハ、頗ル工ミナ

リ、其美ナルハ、瓦ヲ葺ク、赤瓦ナレモ、葺キ法ハ我邦ニ同シク、欧州ヨリ反テ巧ナリ…陸上

ノ小屋ハ、前後ノ園庭蕪穢ニテ、家鴨家猪ノ圏ト相接シ、蹄跡狼藉ナル地ニ、全家棲止シテ恬

然ナリ 24」。久米は安南の外国人居留地の冷淡な白堊建築と河岸の茅舍矮宇を対照させ、外部

の椰葉から内部の土床に観察的な視線を向けながら、南国の独特な情緒を照射した。どの家々

も家鴨や家猪ともに暮している牧歌的な田園風景の描写には、南国生活に対する久米のロマン

チックな想像と原風景の美への追求が読み取れよう。久米と斌椿両方ともベトナムの象形文字

の招牌や柱聯に国境を超える親近感と好感を持ち、桃源郷への憧憬と郷愁を抱いてはいたが 25、

現地の建築への眼差しは以上のように異なっていた。恐らく斌椿は中国建築の美意識を基準に

比較しているため久米のようには評価しなかったのであろう。  
 斌椿に同行した張徳彝も、安南の移民は中国の春節の習慣や道教の信仰を現地に移植してい

ることを発見している。「土人は春聯を張り、漢字を識別することができ、詩を好み、仏教を信

仰する 26」。張徳彝一行はベトナムの広東商人である張沃生の招待を受け、広東の点心を食べ、

穂城会館に案内された。「数里の道のりを歩き、粵人が建てた『穂城会館』に入った。表の通路

を通って、後殿には媽祖の神像が祀られていた。私はひざまずいて拝み、道中の無事を祈る。

鐘磬供器は全部中国のもので、隣に財神殿がある…院内の両壁は、ガラスの工芸で作られた。

扉と窓は細部まで精巧な造りであった 27」。久米もこの同じ穗城會館を訪れている。「新隆縣ハ、

数千戸ノ縣ナリ、其市街ハ陋惡ニシテミルニ足ラス、穗城會館トテ、天后聖母ノ廟アリ、左ニ

關帝ヲ祀り、右ニ財帛星君ヲ祀ル、支那人ノ建タルモノニテ、造営ハ精工を極ム、壁ハ磚瓦ニ

テ造成ス、其瓦ハ青黑色ニテ、甚ダ堅シ、欧州ノ磚瓦モ、堅良ヲ譲ルヘシ 28」。およそ二年間

にわたって西洋の建築や芸術を見学し賛美してきた久米であるが、帰路で東洋風の建築の美を

再発見したのである。長期間に渡り異文化の中に身を投じてきて、南洋で馴染みの風景に出会

って、ほっと一息つけたのかもしれない。  
 帰路の中で掻き立てられた久米の心象風景と異なり、安南の中華街を描写する往路の斌椿と

張徳彝には、中華の影響力を自負する心理が強かったと考えられる。張徳彝は安南の「交趾 29者

が少なくなる原因について、華人がここで結婚した人が多い 30」と、通婚を注目すべき理由と

して提示している。この記述には中心の民族は周辺の民族に優越するという他者像が反映され

ていよう。斌椿と張徳彝の描写には、現地に移民した中国人が安南社会への同化に抵抗してお

り、現地の中華街で暮らし、中国の貿易慣習を導入し、中国製の器具を使い、春節をお祝いす

ることなどを通して中国との紐帯を結ぶという保守的な姿勢が表われている。中華街と「穂城

会館」は前述した中国人としての自負心を反映したものと言える。ここに集まっている中国人

は越境の共同体を作り、文化の移植と伝統を継承することによって、中国人のアイデンティテ

ィと中国への帰属意識を強化していたのである。斌椿と張徳彝はこのような中国の象徴的な空

間に注目することによって、中国の言語、習慣、貨幣が空間を超え、国外で強いパワーを発し

ていることへの誇りを表現しているのである。  
 

2.3.南洋での交流 

 

 斌椿一行は安南で広東の商人である張霈霖に会い、張霈霖とともに馬車でサイゴンを観覧し
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た。郭嵩燾と劉錫鴻はシンガポールで熱列な歓迎を受け、福建船政局の兵船の提督である蔡国

祥と蔡国喜、華僑の客長である胡璇澤と会見し、その後に総督を訪問した。曾紀澤一行は 1878
年にシンガポールに寄港した時、当時の総督である羅斌松は中軍奧克勒を派遣して出迎えてい

る。その後、シンガポールで新設の領事館の領事胡璇澤と副領事の蘇毅清が謁見しにやって来

る。中国の使節団はこのように南洋で提督の出迎えや現地の要人・官僚・富商に招待され、歓

迎式などの式典に出席している。劉錫鴻はシンガポールから出発する際に、「華僑は「忠実正

直」の四字旗を送り、功徳を称揚し、音楽や太鼓で見送る。西洋の官員が離任する時にも、民

間の商人は必ず何かを贈ることになっている。この習慣も子孫に伝えて、華僑が名利を愛する

心は、中国より多い 31」という内容を書き残している。南洋の華僑富商は使節団が訪問した時

も歓待した。華僑は自分が海外にいる時でも、朝廷が経済的困難を抱えている場合は必ず取り

決めを使節団との間に定めた。清朝の使節団は南洋の華僑の結束力と実力を現地で認識するこ

とで、南洋華僑は「海外の流民ではなく、朝廷の支援と経済力を供出することのできる重要な

集団と判断するに至った 32」。  
 華僑の代表としての胡璇澤が中国の使節団とシンガポールで会談した記録は多数残されてい

る。胡璇澤は 14 歳の時にシンガポールでの父の事業を受け継ぎ、英仏露日などの国々の多言語
を習得することで、英国の商人や将校と友好関係を築いていた。商業上の成功を収めた胡璇澤

は英国の植民地当局の立法会議員や行政委員として任命され、郭嵩燾や劉錫鴻、曾紀澤らの日

記には例外なく胡璇澤家の庭園を見物する記録が出てくる。彼らの記述によると、胡璇澤家の

庭園には見たことがないほど沢山の「奇花異草」が陳列され、「珍禽怪獸」が飼育されている。

郭嵩燾は「ダチョウ (二 )、彩鸞 (四 )、青鸞 (二 )…クマ (一 )、豚 (一 )、カンガルー (一 ) 33」などが飼

われていると具体的に記録している。郭嵩燾は、西洋の「実政」を考察するという公式の任務

を付与されていたが、南洋の珍しい新奇な風物を見られたことによる一種の快適さと満足感を

覚えているようである 34。また、斌椿の記録にも「同船の人は百種類以上の動物を購入してい

ることを見ることは心を楽しませる 35」とあり、「奇景」に関心を寄せていることが分かる。   
   一方、日本の使節団には、南洋現地の官僚と会談する記述がほとんど見当たらない。1860
年代から 1870 年代の間に、日本の使節団の南洋に関する記録において、最も頻繁に言及された
人は乙吉 36という人である。シンガポールで淵辺徳蔵は、元尾州某村の漂流人であるこの乙吉

と交流したことから、中国の避難民に視線を向けたようだ。淵辺徳蔵の『欧行日記』において

は、南京からの「避飢民」に注目し、彼らが漁業を職業とし、貧しい生活を送っていることに

同情し、次のように書いている。「家々標榜非橫文知是南京避飢民客作慵漁屬英轄可憐生計不堪

貧 37」。ヨーロッパへ向かう日本人の使節団は南洋での短い停泊時間に庶民の生活と人々の境界

の移動を観察することによって、変動していく世界の秩序に関心を持ち続けていたことが窺わ

れる興味深い一節である。  
 

3.船の空間での日中交流 

 

 1870 年代に同じ船に乗った日本と中国の外交官は「彼を知り己れを知れば、百戦して殆うか
らず 38」の考えの下、積極的に交流を行っている。本節は、日本と中国の知識人が西洋への旅

の途上、閉鎖的かつ親交的な船の空間で、新知識と旧知識、新習慣と旧習慣、異文化論や文明

論に至るまで様々なテーマで議論を展開していることを検討する。  
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  張德彝は生涯で八回欧米各国に渡っている。その三回目でフランスへ赴いた時に著した『随
使法国記』には、安南に宿泊していた時に同船中の六、七名の日本人と交わした筆談が詳細に

記録されている。張德彝は 1870 年 10 月 2 日に北京から出発し、10 月 20 日に安南に到着した。
この日の日記には、1867 年に日本の年号が慶応から明治に変わったこと、簡単な挨拶を日本人
から教わったことなどが書かれている 39。24 日、フランスへ派遣される陸軍兵学寮の生徒と筆
談している 40。留学生は「貴国とわが国は同じアジアの国であり、唇と歯の関係のようなもの

で、共同防衛すべきだ 41」と友好的態度をとる。張德彝もそれに同意する。この時期の日本国

内では、未だ世界各地で航海と貿易を展開する西洋人を「豺狼同様 42」の野蛮人種と見なした

一方、東洋文化圏の人々については、礼法を重視し、教化の面と道徳が優れているとする見解

が定着していた。清国では土地や人口において西洋と大差がない大国の自己イメージが未だ残

っており、日本の維新改革もまだ成し遂げられていなかったため、自国の対岸である清国が分

割されることは日本の国防を害する恐れがあると危惧されていた。このような背景の下、日清

の「連帯利益」のために、共同で西洋の侵略に抵抗するべく日清同盟が期待されていた。  
 同日の午後、張德彝は、同舟の野村尚赫 43、毛利親信 44、楢崎景福 45、小坂貫一46、堀江春野 47

の五人と筆談による対話を開き、双方の国情を交換する。日本人は最初に清朝の軍事力に対し

て関心を寄せている。  
 
  日本人「貴国の軍艦の数は幾つあるのか」  
  張德彝「東南海面上の砲船が計りなし 48」

  
 日本人の留学生達は既に軍事力を国家の地位と文明の上下を判断する一つの尺度と見なし、

具体的な数字を聞いて、自国の規模と比較しようと図っている。またそこには、西洋人の砲艦

到来に対して国家を防衛しなければならないという危機意識も窺われる。1865 年、李鴻章は欧
米の軍隊組織・機械工業の導入の必要性と重要性を痛感し、政府最大の軍事工業である江南製

造局を設立した。「江南機器製造總局は 1869 年から 1870 年の間に、暗輪式の「操江」号、「測
海」号、「威靖」号という三隻の軍艦を建造した 49」。1870 年における上述の「東南海面上の
砲船が計りなし」という答えにおいて、張徳彝は当時の清朝の軍事力と不相応な自信を表して

いる。彼は中国で展開されている洋務運動の中、西洋の軍事技術や武器を導入することで外国

の侵略に抵抗することができると確信していたのである。続きの会話は銭国紅の論文「洋上の

対話－世界に向かう中日知識人の精神構造」の翻訳を引用して、考察する。  
 

 張德彝「日本は何の教えを奉じているのか」  
 日本人「我が国には国教があり、しかも儒教を以て翼賛としている。昔愚民が仏教を信

じたが、今皆廃止された」  
 張德彝「国教はどんな教門か」  
  日本人「君に忠、親に孝、これが天下の公法である」   
  張德彝「忠孝の二字はどんな教えより伝えたのか」  
  日本人「皇祖皇孫、心伝授受、政治に施し、書物に記す」  
  張德彝「皇祖皇孫とは、もとは何教によったのか」  
  日本人「皇祖は天御中主神と謂う、我が国の開闢の祖である。皇孫はその子孫の継承と
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相続を謂う」  
 彝は不思議に思ってたずねた。「貴方たちが君に忠、親に孝という考えかたことを守っ

ているならば、これは即ち儒教だ。貴国の君から民に至るまでが読んでいるのはわが国の

四書五経ではないか 50」。  
 
 以上の対話から、日本人と張徳彝の間には神道の源流の理解について大きな齟齬があること

が分かる。「明治維新によって成立した新政府は、成立直後の一八六八年三月十三日、祭政一

致・神祇官再興を布告し、同月二十八日、神仏判然令を発した 51」。この布告によって、神道

を皇道としての地位に固定し、政治的権威を持つことが決まった。張徳彝は日本の神道が中国

の儒教の「孝悌忠信礼義廉耻 52」の文化思想を参考として理論形成されたと考えているが、日

本人側は国家精神の視点から神道の独自性を認め、神道に対する他の宗教からの影響を否定し

ている。張徳彝は儒教が東アジア圏の文化的基盤を成し、日中の歴史文化は同一の源流を持っ

ていることを、日本側の認識は曖昧にしてしまう恐れがあると察し、日本人に異議を唱えたの

であろう。この異議に日本人側は全員、沈黙している。  
 船上では、日本人と中国人は相互に相手の食事や服装、礼法などの日常生活を観察している。

10 月 26 日、建野郷三 53と張徳彝の筆談はその好例である。建野は日本国内における和服から洋

服への移り変わりに恥じらいを覚え、西洋文明を標準とする風潮に憂鬱な感情を張徳彝に漏ら

している 54。張徳彝は神州の衣装を恥と思わず、西洋の最新技術を導入し、自分のものとして

発展することが無益とは言えないと返事をする 55。ここでは、服装という外見的な装置が、そ

の国の基盤となる精神を維持しているか否か、また自国の文化を捨てるか否かという尺度とな

っている。建野の言葉には、昔から中国をモデルとした日本が明治維新後、西洋文明に目を向

けて、余りにも急速に従来のものを切り落として行くことに違和感を覚えていることが窺われ

る。他方、張徳彝は、儒教を国の基盤とし、西洋の武器など必要なものだけを取り入れれば十

分であるという認識を持ち、根本的な思想と制度の改革に対する観念が薄かったのであろう。  
 11 月 6 日、張徳彝一行はセイロンで山田虎吉 56と会う。その際、山田は兪惕庵の握手の作法

が礼儀に欠けると思った。張徳彝は「この地域は中華ではなく、日本でもない。握手は不適切

ではない」と答えた。その後、張徳彝は「彼が漢書を持っているのを見た。五経、四書、『新論』、

『征韓略』などの字がはっきりと見える 57」。山田は長い間漢学を学び、今なおそれを重んじて

いる人である。だからこそ、儒学の礼儀作法を中国側にも求めているのである。この日中知識

人間の応酬について、銭国紅は「洋上の対話－世界に向かう中日知識人の精神構造」において、

張徳彝は「文明は特別な地域における特別な産物であって、全ての人間に共通するものではな

いという考え方 58」を持ち、「山田の示した反応には、文明が地域よりも人間との関わりにおい

て成り立つものという意識が作用している 59」と論じている。山田は儒教の基準に照らして、

東洋圏の人々と交際をする時、「君子は敬して失なく、人と恭しくして礼あらば、四海の内は皆

な兄弟たり。君子何ぞ兄弟なきを患えんや 60」と、内面と外面が相互に一致するような儒学の

美徳を保っていたのに対し、張徳彝は空間の移動によって変化しつつ、文化がその場の環境に

適応すべきであると考えているように思われる。  
  

4.西欧諸国の南洋事業について 

 

 本節は、日中の使節団が南洋における西洋の植民地事業に関わる施設を見学して、どの
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ような西洋認識をもったのかを検討する。  
  劉錫鴻はシンガポールの学館や刑務所、砲台について「香港ほど整えられていないの
で見所がない 61」と述べ、また「地所は辺鄙で戎心を引き起こさず、逸材もいない。ここの官

員は楽養庸福に甘んじている。英人は財力を自慢するが、植民地経営の退廃を免れないであろ

う 62」と、イギリスの植民地経営に将来性がないと断じている。また、「ロシアが一旦トルコ

を占領すると、紅海から阻むことのできない有利な地勢をとることになる。イギリスはインド、

アデン、東南アジアで兵力を増やさないと、各港の防衛の危険度が増す 63」と、イギリスは貿

易に力を入れるよりも兵力を増強すべきであると判断している。イギリスが敵船の侵入を防止

するために設置した砲台について、劉錫鴻は豪傑者を阻むことができないと軽んじてもいる 64。

こうした記述にも、劉錫鴻が西洋の侵略に対してさほど危機感を抱いていないことが窺われる

が、実際、彼は「夷狄之道」の中国への導入に断固反対し、「機械満天下」と「用夷變夏」とい

う政策は神州の沈没を招く恐れがあると考えていたのである。  
  一方、西洋の思想を学ぶことを主張していた郭嵩燾は、「イギリスの砲台の規模と制度は中
国の砲台と異なる。兵士には砲兵があり、歩兵の隊もある。歩兵は西洋銃を学び、砲兵を補助

する 65」と、イギリスの砲台の設備から兵士の分類と給与、英官の指揮まで詳細に紹介してい

る。郭嵩燾はシンガポールに巡洋してきた清国の「揚武船」の、イギリス人による軍事訓練を

見学した後、「中国人の軍官が訓練すればこのレベルに致すか疑い始める 66」と、イギリスの方

式を賞賛した。郭はまた、裁判所の審判を傍聴した後、「規模が整然しており、刑務の威圧感と

喧騒がない 67」と感想を述べている。郭は西洋の武器や輪船を導入する価値があると考え、イ

ギリスの植民地設備に積極的な評価を与え、中国国内の改革を促進しようとする決意を固めた。 
その『使西紀程』は西洋賛美の内容によって朝廷での風当たりが強かったが、郭嵩燾と劉錫鴻

の見解は、当時の中国内の洋務派と保守派、二つの勢力をそれぞれ代表しているものである。  
  久米邦武は、大航海時代以来、西洋各国が東南アジアに貿易拠点を造り、現地の人々を搾取
することにより、巨額な富を築いてきたことを批判している。「弱ノ肉ハ、強ノ食、欧州人遠航

ノ業起リショリ、熱帯ノ弱國、ミナ其争ヒ喰フ所トナリテ、其豊饒ノ物産ヲ、本洲ニ輸入ス、

其始メ西班牙、葡萄牙、及ヒ和蘭ノ三國、先ツ其利ヲ専ラニセシニ、土人ヲ遇スル暴慢残酷ニ

シテ、苟モ得ルニアリシヲ以テ、反側数生シ、己ニ得テ又失ヒ 68」と、とりわけ、スペイン、

ポルトガル、オランダの暴虐を厳しく指摘している。久米は、欧米文明に潜在している優劣意

識と偽装意識を見出し、西洋が自らの文明とその外に広がる世界とを一視同仁的に遇すること

ができないと判断している 69。また久米は、日本人が遠い西欧に行かずとも、南洋で富を蓄積

することができると、南洋での資源開発を次のように呼びかけている。「今日本ノ民、方ニ外航

ノ緒ヲ、西洋人ヨリ誘啓セラレ、争フテ欧州ニ赴キ、而テ印度南洋ハ眼孔中ヨリ脱去シタリ、

殊ニシラス、国民ミナ貿易ヲ勉メ、工藝ヲ興スハ、未タ欧洲ニ至ラサル半程の地ニ利益ノ伏藏

スル甚タ多シ 70」。こうした久米の見解に対して、田中彰は「脱亜入欧の発想にほかならない 71」

と批判的にみる。それに対し西川長夫は、こうした批評が、「後の富国強兵成った日本政府のイ

デオロギーを久米邦武と『実記』に押し付けるアナクロニスムに思えてならない 72」、むしろ

ここは「久米の中にある儒教的な「徳の政治」の理念が強く働いているのではないか 73」と反

対意見を述べている。筆者には、久米が「紫檀黑檀ノ材ハ、暹羅、蘇莫答剌ニ出テ、象牙及ヒ

籐ハ、安南ニ出ルカ如ク、天産ノ豊ナル 74」と南洋の富を具体的に紹介することによって、「文

明ノ君子 75」を海外へ赴かせ、殖産の事業を発展させようとする意図をもっていたように思わ
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れる。明治期に、志賀重昂『南洋時事』（1887 年）、菅沼貞風『新日本の図南の夢』（1888 年）、
鈴木経勲『南洋探検実記』（1892 年）、竹越與三郎『南国記』（1910 年）、などと続々と南洋へと
誘う著作が出版されることになるのも、こうした久米の考えが示唆を与えていたのではないか

と推測できるのである。  
  同じ時期、中国は南洋の物産に対して珍奇さと新鮮さを感じるに留まり、まだ商業の発展を
重視せず、西洋の経済活動に関心を寄せてはいなかった。中国の使節団が商業の重要性を認識

し始めたのは、1890 年になってからのことと思われる。薛福成は、その『出使英法義比四国日
記』の中で初めて、イギリスがシンガポールを荒地から巨埠の都市まで発展させたことを評価

し、「崇本抑末」の思想が時代遅れであり、西洋人が商業を発展させることで、「創国、造家、

開物、成務 76」が遂行されたと商業の重要さを強調しているのである。  
  

5.結び  

  

 日本と中国の使節団に加わって記録を取り続けた人々は、国家の代表として西洋文明を視察

することを任務とし、彼らの見聞や日記も出版されることを念頭に、もともと書かれたもので

あった。従って、それらは「公的な日誌 77」であるとも言える。東南アジア諸国をめぐり、在

来の社会と文化、西欧諸国の事業を観察し、また、経由する船の上では隣国の使節団と交流し、

こうして自国の現状と将来の発展の方向性との接点を見出そうとそれぞれ模索を続けたのであ

る。  
 西洋諸国の強烈な圧力を受けた日本と中国にとって、当然、自らの視野の中に大きな位置を

占めるのは西洋であり、この東洋と西洋の二極対立の構図の中に、南洋は脇に追いやられて、

いわば覆い隠されていた地域であった。しかし西欧諸国に向かう船は、そこを必ず経由する。

強力な二極化の図式は崩されることはないものの、実際そこに足を踏み入れた経験は、やはり

彼らの世界認識に重要な変化を与えたのであった。  
1860 年代・1870 年代の中国の使節団の旅行記からは、中国の人々が、かつては自らの属国で

あった諸地域が西洋諸国の勢力圏に組み込まれていることに複雑な思いを抱きながらも、依然

として華夷秩序に基づいて優越意識をもって南洋を見ていたことが浮かび上がる。既成の価値

観を打破し、自己を相対化する視線は彼らにはまだ欠けていたようで、南洋はほぼ過去の世界

観の延長線上に包摂され続けていたのである。郭嵩燾のような、西洋の制度に賛成する人物は

稀であったため、1870 年代の使節団は帰国後も、「天朝上国」の姿勢を取り続け、西洋の先進
技術のみを取り入れ、その思想や制度を拒否した。こうして、洋務運動の失敗と日清戦争の敗

北も生じてしまったとも言えるのである。  
 一方、日本の使節団は、南洋について極楽界というイメージを抱いていたが、無知と怠惰な

住民が資源を活用しなかったために、西洋列強によって略奪されてしまうことになったという

認識をもった。彼らは社会進化論の弱肉強食的世界観を受容し、遅れた東洋よりもさらに遅れ

ている南洋像を描いた。西洋のヘゲモニーが確立した南洋を見聞して、帰国後の彼らは、危機

感をもって日本の改革に奮闘することになったのである。  
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注 
 

(1)時枝誠記・吉田精一『角川国語大辞典』（角川書店、1983 年）p.564「明・清の時代に、外

国または地方へ派遣される公使。清では特命全権大使に当たる。」 

(2)松村明『大辞林第二版』（三省堂、1999 年）p.1832 「①原住民を軽侮していった語。②も

とからその土地に住んでいる人。土着の人。」両国の使節団の日記には「土人」「土民」「番人」

など現地人を差別する用語が使われている。本稿は当時の歴史的文脈を踏まえて、これらの用

語をそのまま使用する。 

(3)斌椿『乗槎筆記』（岳麓書社、1985 年）p.9 以下原文：「皆麻六甲人,肌黑如漆，唇紅如血，

首纏紅花布則皆同。」（本稿の一部の日本語訳は銭国紅「洋上の対話—世界に向かう中日知識人

の精神構造」（『日本研究』国際日本文化研究センター 1996 年）p.39 からの引用である。その

他は筆者の手による。） 

(4)劉錫鴻『英軺私记』（岳麓書社、1985 年）p.55 以下原文：「自新慕坡至锡兰，土民皆以花布

裹头及腰以下，不衣不履袜，面微黑。其色如锅底者，则亚非制加之民也。」 

(5)薛福成『出使英法義比四國日記』（湖南人民出版社、1985 年）p.86 以下原文：「自过香港

以后，历观西貢、新加坡、锡兰岛诸埠，虽经洋人塁辟经营，阖阓雲连，瑰货山积，而其土民皆

形状醜陋，与鹿豕无异，仍有榛狂气象。」 

(6)葛兆光（永田小絵訳）『中国再考 その領域・民族・文化』（岩波書店、2014 年）p.38  

(7)同上 p.38 

(8)益頭駿次郎「欧行記」大塚武松編『遣外使節日記纂輯三』（日本史籍協会、2014 年）  

  p.137-138 

(9)宮永孝『幕末遣欧使節団』（講談社、2006 年）p.25 

(10)淵辺徳蔵「欧行日記」大塚武松編『遣外使節日記纂輯三』（日本史籍協会、2014 年）  

  p.21 

(11)張德彝『航海述奇』（湖南人民出版社、1981 年）p.21 以下原文：「其地无煤，煤皆自英法

国公司所运来者，从英法至中国，所用煤塊无算，而船不能尽載，故寄囤于各口碼頭，以備輪一

路之燒用耳。晚有黑人以铁桶系火机煤灰，抛于海内。此等人乃赤道之地所生，不畏酷热，故终

日在火仓内而无病。停泊后众黑人于拋煤灰时，群相击掌，大呼而歌，且以脚击船跳舞，彻夜不

休。」 

(12)久米邦武『特命全権大使 米欧回覧実記 五』（岩波文庫、1982 年）p.311-312 

(13)同上 p.313 

(14)同上 p.313 

(15)同上 p.304 

(16)田中彰・高田誠二『「米欧回覧実記」の学際的研究』（北海道大学図書刊行会、1993 年）p.40 
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(17)大野峻『国語 上』（明治書院、1977 年）p.291 

(18)田中彰・高田誠二『「米欧回覧実記」の学際的研究』（北海道大学図書刊行会、1993 年）p.40 

(19)ベトナムの地名 

(20)張徳彝『随使法国记』（湖南人民出版社、1982 年）p.58 以下原文：「芹蒢兩岸，小虎成群，

故鲜有渔樵者。盖土人性惰，不知工作，遂成荒野。」 

(21)斌椿『乗槎筆記』（岳麓書社、1985 年）p.7-8 以下原文：「如入江南芦荻洲，又疑入武陵

桃花源。行一百八十余里，酉刻始泊舟。岸左新造洋楼十数座，法国水师提督驻兵三千，起造埠

头公所已三年矣。兵房及各项屋宇，粗有规模。闽广人居此贸易者，闻有五六万人。土人用汉文，

郡县名与华同。」 

(22)同上 p.8 以下原文:「旋登岸，往拜法国提督，兼游中国城（华人居之，各货皆聚集如中土

市廛,土人名为中国城云），回舟约举所见闻者书之。」 

(23)同上 p.7-8 以下原文:「民居茅屋，寝坐皆以木，不施茵褥，不须布帛。云冬春无雨，四月

后则风雨大作，瓦皆飞。故虽王宫亦极卑也。」 

(24)久米邦武『特命全権大使 米欧回覧実記 五』（岩波文庫、1982 年）p.315-316 

(25)同上 p.318 以下原文：「此地ニハ佛貨、并セテ英貨モ通用ス、又市中ニ、支那式ノ孔方銭

ヲ緡ニ貫きタルヲミル、招牌記號ニ、支那文字ヲ用ヒ、紅牋ノ柱聯ヲ家ニ貼付シタレハ、情境

瞭ニテ、異語ノ域ナルヲ忘レ、自國ニ帰リシ心地セリ、是象形文字ノ利ナリト謂ヘシ、亞片烟

ヲウル招牌ヲミル、官ヨリ制法アリテ、賣モノニ似タリ」 

(26)張德彝『航海述奇』（湖南人民出版社、1981 年）p.17 以下原文：「土人贴春帖,识汉字,喜

诗,崇信佛教。」 

(27)同上 p.18-19 以下原文：「行数里至ー處，名“穗城会館”,系粤人所建。入内过穿堂，后殿

内供奉天后娘娘神像，明倒拜默祝神佑一路平安。钟磬供器一切类皆中国物。傍有财神殿…院內

兩壁，皆玻璃烧成戏出，一切门窗，无不精细，心甚异之。询之张沃生，乃知一切器具，皆来自

粤省。每届半年，自中国来船两只，往来运货。沃生按年往粤省贩卖越南米粮，又自粤省运货在

此售卖，如此往来，受益甚重。」 

(28)久米邦武『特命全権大使 米欧回覧実記 五』（岩波文庫、1982 年）p.317-318 

(29)松村明『大辞林第二版』（三省堂、1999 年）p.844 「交趾・交阯：前漢の武帝がベトナム

のトンキン地方に設置した郡名。一〇世紀にベトナムの独立後も中国はこの国を安南または交

趾と称した。」 

(30)張德彝『航海述奇』（湖南人民出版社、1981 年）p.16 以下原文：「因其国人足指多交一处

也。今则交趾者少，因华人多有在彼婚娶者。」 

(31)劉錫鴻『英軺私记』（岳麓書社、1985 年）p.56 以下原文：「华民制“忠勤正直"四字旗以颂

功徳，鼓乐送之行。凡洋官离任,民商有所馈献，什袭之以传子孙。好名之心，较中国为胜矣。」 

 

184	



経由地としての南洋 

 
 

177 

 

(32)鐘劍鋒「海外華僑與晚清外交－以南洋粵籍客僑領事為例」（『廣西社會科學』、2014 年）を

参照 

(33))郭嵩燾『使西紀程』（辽宁人民出版社、1994 年）p.7-8 以下原文：「鸵鸟二，彩鸾四，青

鸾二…狗熊一。豪狗（猪）一。袋鼠一。」  

(34)同上 p.9 

(35)斌椿『乗槎筆記』（岳麓書社、1985 年）p.9 以下原文：「舟人购畜者，以数百计，大可悦目。」  

(36)乙吉は 1832 年、当時十七歳の時、漂流してカリフォルニアにまで行ってしまった。日本に

帰郷する時、彼の乗ったイギリス船は薩州沖の大砲に撃たれ、彼は上陸できず、結局イギリス

人の従属下に置かれざるをえなくなった。太平天国の乱が起こった時、乙吉は上海からシンガ

ポールに避難する。大塚武松編『遣外使節日記纂輯三』（日本史籍協会、2014 年 ） p.141 を

参照されたい。益頭駿次郎の『欧行記』や市川渡の『尾蠅欧行漫録』も乙吉と面会することが

書き留められている。 

(37)淵辺徳蔵「欧行日記：大塚武松編『遣外使節日記纂輯三』（日本史籍協会、2014 年）p.20 

(38)金谷治訳注『孫子』（岩波文庫、2000 年）p.52 

(39)張徳彝『随使法国记』（湖南人民出版社、1982 年）p.58 以下原文：「与六七同船日本人，以

笔交谈，言其君名睦仁。乃统仁子也。其年号初为庆应，四年后改明治，现为明治三年又十月二

十日。其土语，问好则曰“欧海欧”及“果吉延允”，是曰“海”，非曰“伊业”，谢曰“阿立牙头”。」 

(40)銭国紅「洋上の対話—世界に向かう中日知識人の精神構造」（『日本研究』国際日本文化研究

センター 1996 年）を参照 

(41)張徳彝『随使法国记』（湖南人民出版社、1982 年）p.61-62 以下原文：「同舟有日本人橘正

者，言语温和，颇知礼义。问庆应四年南北两部之名，曰:“所谓南部者，乃萨州侯、长州侯、土

州侯、备州侯,艺州侯，其馀小藩数诸侯称之天兵；所谓北部者，乃仙台侯、会津侯、米泽侯、庄

内侯、南部侯等，此具魁者也。” 问当年南北孰胜？曰：“北部乞和事平，自是改庆应为明治。” 問：

“此时仍官恒为官，民恒为民否？曰敝国六百年来，皆尚封建之制。四年和议以后，厘为郡县，

自是又易一景象也。”又言：“贵国与我国同为亚细亚人，且唇齿相依，宜共为保护，以固疆域。”

彝曰：“唯。”」 

(42)佐藤信淵『佐藤信淵武学集』岩波書店 1943 p.431−434 を参照されたい。 

(43)本名：野村小三郎『岡山市史 学術体育編』（岡山市、1964 年）p.82 

(44)本名：毛利藤内(1849-85)「幕末–明治時代の武士、銀行家。明治 3 年フランスに留学し、

のち第百十国立銀行頭取。」『日本人名大辞典』（講談社、2001 年）p.1897 

(45)本名：楢崎頼三（1845–75）「幕末の武士。明治３年兵部省の命でフランスに留学。」『日本

人名大辞典』（講談社、2001 年）p.1415 

(46)本名：小坂千尋(1851-91)「明治時代の軍人。明治 2 年横浜兵学校にはいる。翌年フランス
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に留学。」『日本人名大辞典』（講談社、2001 年） p.753 

(47)本名：大久保春野（1846-1915）「明治 3 年 5 月陸軍大阪兵学寮の幼年学舎に入り、同年 10

月同校教官・フランス騎兵大尉ビュランの帰国に同行、そのまま留学しロルネーイに師事、軍

事刑法学を学ぶ。8 年帰国後、少佐。」『20 世紀日本人名事典』（日外アソシエーツ 、2004

年 ）p.466 

(48)張徳彝『随使法国记』（湖南人民出版社、1982 年）p.62 以下原文： 「是夕，复与同舟日

本五人挑灯共话。一名野村尚赫， 一名毛利亲信，一名榷崎景福，一名小坂贯一，一名堀江春野，

皆强记善谈。有问“贵国兵舰之数”，彝对以“东南海面,炮船无算”。」 

(49)田育誠「洋務運動時期における中国近代技術産業の導入と発展の研究(二)」（『国際経営

論集』、2005 年） 

(50)張徳彝『随使法国记』（湖南人民出版社、1982 年）同上 p.62-63 以下原文：「有问孔夫子

之胤若何，曰：“千馀年来，已封为世袭衍圣公，实为海内师表。”有问“贵国皆奉儒教否？”曰：

“儒教如日月经天，万古不磨；间有奉他教者，不过亿万中之一二而已。”彝问日本所奉何教？”

彼云：“我国有国教，而以儒教为翼。昔时愚民,崇信佛教，今皆废之。”问国教系何教门？”彼曰：

“忠于君，孝于亲，自是天下之公法。”问：“忠孝二字，不知由何教所传？”彼曰：“皇祖皇孙，

授受心传，施之于政，载之于书。”又问：“皇祖皇孙，原系何教？”彼曰：“皇祖谓天御中主神，

为我国开辟之祖，皇孙谓其子孙相继受统者。” 彝以言涉妄诞，乃书曰：“夫既知忠于君，孝于亲，

即系儒教。贵国由君至民所读者，我国之四书五经也。公言国民皆知，理或然矣。不知贵国先王

施之于政，载之于书，其书若何，可与庶民读否?”其人不答而退，众皆悄然。」この文章の日本

語訳は銭国紅「洋上の対話—世界に向かう中日知識人の精神構造」（『日本研究』国際日本文化研

究センター 1996 年）からの引用である。 

(51)村上重良『国家神道と民衆宗教』（吉川弘文館、2006 年）p.5 

(52)金谷治訳注『論語』（岩波文庫、1999 年）p.20 を参照されたい。以下原文：「有子曰、其為

人也、孝弟而好犯上者、鮮矣、不好犯上而好作亂者、未之有也、君子務本、本立而道生、孝弟

也者、其為仁之本與。」 
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