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清仏戦争期における日中近代化の相違性の一考察 

―清国紀行文『観光紀遊』の鉄道建設論を手がかりに― 

閻秋君（東北大大学院） 

はじめに 

 「近代」1における機械文明の発達により、人類は機械さえ発明すれば如何なる欲求も実

現することができるという妄信を抱くようになった。そのため現在の社会は、機械文明を

制御できなくなるという「近代の暴走」に直面している。 

 19 世紀以降の日本と中国（清、以下省略）は、個別にウエスタン·インパクトに直面し、

近代化を模索し始めたというわけではなく、むしろ両国は様々な方法を駆使して当時の各

国の情勢を探り、情報を共有し、欧米の進出にどのように対応すべきかと思索を巡らせて

いたことが明らかになっている。そのため、近代日中交流史の研究において、両国の人的

交流は、越境する近代の実例として注目されてきた。それに関する多面的な研究では、主

に中国の近代の歩みにおける日本の役割、すなわち、西洋の近代文明は日本を媒介として

中国へ導入されたということを強調する傾向が示されている 2。こうした日中近代化への

理解には、日本は中国よりいち早く近代化を達成したということが暗黙の前提とされてい

た。しかし、「近代の暴走」の危機が表れている現在、19 世紀以降の近代的なシステムは

果たして絶対的基準なのかという問題を、改めて考える必要はあるのではなかろうか。 

 明治維新後、日本は西洋の機械文明を取り入れ、近代化への道を歩み始めた。そして、

清仏戦争（1884.5～1885.6）以降の日本は、近代化に盲進する姿勢が明瞭になる。それは

当時、清へ渡航した日本人が「守旧の中国」と「開化の日本」という図式で両国を判断し

ていたところからもその一端が理解できる。しかし、こうした二項対立の構造は、「開化」

を自認する日本側のみならず、「守旧」と言われた中国側からも捉え直さなければ、当時の

日中近代化の実態を多面的に把握することが難しいのである。 

 本稿は、1884 年に清へ渡航した漢学者・岡千仭 3（おか せんじん、号は鹿門、1833

～1914）に着目し、彼の清国紀行文『観光紀遊』4における清国批判を考察する。『観光紀

遊』では、清国による儒教拘泥と西洋機械蔑視への批判で一貫している。そこで、本稿で

は、『観光紀遊』における岡の鉄道建設論を手がかりに、清国側の鉄道建設の反応なども含
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めて、当時の日中近代化における相違性を考察する。 

１、近代機械文明の象徴としての鉄道 

 小説家・老舎（Lao She、1899～1966）は、小説『断魂槍』（1935）の中で、西洋機械

文明の中国への進出をこのように記述している。 

   東方的大夢沒法子不醒了。〔…〕龍旗的中国也不再神祕、有了火車呀、穿墳過墓破  

壊着風水。棗紅色多穗的鏢旗、綠鯊皮鞘的鋼刀、響着串鈴的口馬、江湖上的智恵与黑 

話、義氣与声名、連沙子龍、他的武芸、事業、都夢似的変成昨夜的。今天是火車、快 

槍、通商與恐怖。5 

（東方の太平楽な夢は否応もなく打ち破られた。〔…〕龍旗の中国はすでに神秘的で

はなくなった。蒸気機関車が入ってきたのだ。それは墳墓を突っ切って走り、風水を

破壊した。幾つも房をつけた棗色の用心棒社の旗、鮫皮の緑色の鞘におさまった青竜

刀、数珠つなぎの鈴を響かせて歩く塞外の馬、渡世の知恵と隠語、義侠心と名声、そ

して沙子龍でさえ、彼の武芸も、事業も、すべて夢のように昨日のものとなった。今

や蒸気機関車と連発銃と通商とテロの時代となったのだ。6） 

ここからも伺えるように、当時の中国人にとって、目に見える形での西洋機械文明の象徴

として、しばしば鉄道が表現されている。そこで、本節では、日本と清国における初期鉄

道の導入状況を紹介する。 

 1825 年にイギリスの鉄道が開通してから、1830 年にはフランス、1831 年にはアメリカ、

さらに 1835 年にはドイツと、欧米諸国では産業革命に伴い鉄道が建設されてきた。そし

て 19 世紀の半ば、西洋の機械文明の産物である鉄道は東洋にも押し寄せてきた。 

 1869 年、イギリス人のホレーシオ・ネルソン・レー（Horatio Nelson Lay、1832～1898、

中国名：李泰国）は、鉄道建設計画を清国政府に提案したが、西洋諸国が清国内での勢力

拡張を避けるため 7、清国政府は鉄道建設の提案を拒否している。そこで、レーは、駐日

英国公使を頼って来日し、明治政府に鉄道を敷設するという提案を申し出た。それに対し

て、大隈重信（1838～1922）や伊藤博文（1841～1909）は、鉄道は中央集権制を強化す

る上で有効の手段であると認識し、鉄道建設を認可した 8。そして 1872 年 10 月、日本初

の鉄道線路が東京＝横浜間で開業し、その後、1881 年に日本鉄道会社の創設に伴い、各地

方で鉄道を建設する計画も立てられていた。 

 その一方、清国は清仏戦争の勃発に伴い海運危機に直面することとなり、海運の代替手
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段として鉄道の建設を検討するようになった 9。このような背景から清国人は、渡清した

日本人に鉄道建設の意見を問いかけたのである。 

２、越境する近代における漢学者の存在 

 日清修好条規の締結（1871）を契機に、日本政府の外交官 10は清に駐在し、清仏戦争の

勃発により、各新聞社は日本から清国に記者 11を派遣するようになった。そのなかで、新

聞記者・小室信介（1852～1885）の『第一遊清記』（1885）には、 

 一日、清国ノ軍機大臣等数名北京ナル日本公署ニ来リシトキ、幸ニ岡氏ノ在リシヲ

以テ、榎本公使ハ之ヲ彼大臣ニ紹介シ、此ノ翁ヤ日本ノ儒者ナリト説キシニ、彼ノ大

臣ハ容ヲ改メ、遽ニ岡氏ニ向フテ立テ敬礼スルコト、公使ニ対スルヨリモ恭シク、坐

定テ文ヲ談ジ詩ヲ論ジ、交情甚ダ親密ナリシト。〔…〕是レヨリ公使ハ鉄道ノ利害ニ

ツキ縷々数千言ヲ費シ懇々説諭セラレシガ、彼レ頑然竟ニ解ラズ、終リニ及ンデ岡氏

ニ向ヒ、鉄道ノ利害兄ハ以テ如何トナスヤト。其判決ヲ請ヒタル由。鳴呼、公使二十

年経験ノ言、只一儒士ノ信用ニ及バズ、驚クベキコトト謂フベシ。12 

と書いてある。榎本武揚（1836～1908）は日本の近代化に大きな影響を与えた官僚であり、

日本の鉄道建設の状況を熟知する人物である 13。しかし、榎本は鉄道の利害について清の

軍機大臣を説得しようとしても、相手はなかなか納得せず、かえって漢学者の岡に鉄道建

設の意見を尋ねることにしたという。このように、漢学者（儒学者）に対して清の軍機大

臣は親近感と信頼感を持っていた。さらに、当時の科挙制度を含めて考えると、そうした

漢学者に対する親近感と信頼感は、清の儒学書生や士大夫層が共有していたものであろう。  

 清国の有力紙である『申報』は、「文士来遊」（1884 年 6 月 15 日）というタイトルの記

事で岡の清国渡航を報道した。そして、岡自身も清国現状の改善策を清国人と共有しよう

と望んでいた 14。したがって、岡と清国人の交流は、日中近代化の相違性を窺う格好の実

例と言えよう。 

 それでは、近代化の象徴とも言える鉄道の建設に対して、岡は如何なる意見を表明した

か。それについては次節で分析したい。 

３、岡における鉄道建設の必要性 

 前述のように、軍機大臣・閻敬銘（1817～1892）15は岡にも鉄道建設の意見を尋ねたが、

それに対して岡は肯定的な反応を示した。西洋人はあらゆる所で利益を追求しているため、



128 
 

彼らが鉄道を利用するからこそ鉄道の建設に利益があることを表明しているという 16。そ

れでは、岡は清における鉄道建設の利益を如何に考えているのであろうか。 

 鉄道の建設に伴うのは、ひとえに当地における利益の追求であるが、1880 年代の日本は

鉄道建設の完全な技術を把握していなかった。そうすると、清の鉄道建設において、日本

は未だ西洋と利益を競争することができない。この現状において岡は機械の製造を西洋の

ことと見なした 17。そのため、岡における清の鉄道建設の必要性は、日本による鉄道利益

の獲得ではないと言えよう。 

 1880 年代の日本において、鉄道は旅客輸送より貨物輸送の比重が大きかった。たとえば、

幕末の開港以来、生糸は日本の重要な輸出品であるが、非常に傷みやすく、積み替えるご

とに損失が大きくなる。そのため、鉄道で生糸を輸送することは必要になる。このように、

当時の日本社会では、鉄道は多大な収益を上げることができるという認識は明らかになっ

てきた 18。そして、岡が清の鉄道建設に求めるのも、清国人が近代の機械文明に覚醒した

ら、富強を回復することができると判断したからである。それについては、 

   この人（王廷鼎）は自分の見解を素直に陳述し、少しも修飾せず、極めて率直な人

である。ただ、我が国の欧米に学ぶことを非難する。聖人の道には、自から富強を成

し遂げる方法が備わっているのに、貴国が東洋ではなく西洋に求めるのは、高い木を

下って暗い谷の中に入るようなものであるという。ああ、陸上には汽車があり、海上

には汽船があり、電線は網のように張ることで、全世界の情報は繋ぎ合っている。宇

内の変化はここに至っては最大に到達するにもかかわらず、（清国人は）なお六経を墨

守し、富強の何事たるかを知らず。19 

（此人直據其所見、不少修飾、極為快人。唯非我邦学欧米。曰聖人之道自有致富強之

法、貴国不求於此而求於彼、殆下喬木而入幽谷者。嗚呼、陸有輪車、海有輪船、網設

電線、連絡全世界之声息。宇内之変至此而極乎、而猶墨守六経、不知富強為何事。） 

と述べている。つまり清国人から見れば、儒学には東洋を富強にする方法があるにもかか

わらず、日本は欧米に富強の道を求めている。それは良好な環境から離れてかえって劣悪

な環境に転じることのようだという。それに対して、岡は清国人の儒学に囚われることを

批判したが、西洋文明の実例として挙げたのは、車船や電線といった近代の機械である。

岡によると、それらの機械の発明により、全世界は繋がるようになり、日本は富強の世界

に進んできたというのだ。 

 日本では在野の批判者として自認していた岡は、清国渡航後、日清それぞれの近代化は、
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非対称であることを批判していた。彼のなかでは、清国＝幕末日本＝守旧という構図が存

在している 20。それゆえ、彼にとって清国現状の改革は、ある種の「自己実現」のことで

もある 21。それでは、岡は清国での鉄道建設を如何に清国人に説得しようとしたのか。ま

た、清国の近代化のコンテクストのなかで、岡の鉄道言論は果たして当時の清国に通用で

きたのか。 

４、清の鉄道建設に対する岡の説得 

 1880 年代における日本での鉄道建設の議論は、日本の鉄道網を完備する点にあったが、

いずれも鉄道建設による産業発展の効果を前提にして述べられていた 22。しかし、明治初

期に大隈や伊藤がイギリスから鉄道を導入する際、民間でも明治政府の内部でも鉄道の建

設は批判された。鉄道建設に対して、谷暘卿（1817～1885）という漢方医兼蘭医は、数少

ない賛成者であった 23。谷は、聖人発明の上で更なる発展を遂げた知恵として、西洋の機

械文明を賞賛した 24。そして、漢学者の岡もその視点を持ち出し、鉄道建設の正当性を清

の儒学書生に説得しようとした。 

（１）聖人発明の集大成 

 西洋の機械文明を導入するうえで、洋務運動で設立した招商局と機械局は、重要な役割

を果たした。しかし、清仏戦争での清国の敗北は、洋務運動の挫折を示した。それについ

て、岡と儒学書生・王硯雲は、 

   私がたびたび西洋のことを挙げてアヘン中毒を痛論するのを見て、硯雲（人名、王

硯雲）はこのように言った。李中堂（李鴻章）は招商局と機械局を開設するのに百万

の経費も支出した。国財を損ない国力を消耗したものの、何事も成し遂げられなく、

大いに民心を失ったという。（それを聞いて）私はこう答えた。西洋人は機械を製造

し、汽船や汽車を馳せ、紡織（の資金）を援助する。彼らは、国の基礎である農耕と

養蚕、そして諸工業に取り組んでいる。（こうして）西洋人が日々裕福となり強盛に赴

き、（さらに）世界を雄視するようになったのは、実に機械によるものである。現在、

李中堂が二局（招商局と機械局）を開いて機械の製造に力を注ぐことは、西洋の長所

を取り入れて清のために用いることであり、まさに国の根本に尽力することである。25 

（硯雲見余数挙洋事、痛論烟毒、遂曰、李中堂開招商機器二局、経費百万。蠹国財耗 

国力、無一所成、大失民心。余曰、洋人製機器、駛舟車、資紡織、尽力農桑国本、凡

百工業。其日致富饒趨強盛、雄視宇内、実機器之由。而今中堂開二局、用力於此、将
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収彼長為我用、此真尽力国本者。） 

と述べている。王は財政問題の立場から洋務運動の浪費を批判した。一方、岡は西洋の機

械を導入する角度から洋務運動の役割を評価した。そうした食い違いは、二人の西洋機械

文明に対する理解の相違にあった。それは、 

   硯雲は憤然として、このように言った。機械は決して聖人の言うことではない。そ

れ（洋務運動の考え方）は、いたずらに全国民をして質実を離れ、機巧へ赴くよう勧

めるものであるという。（それを聞いて）私はこう答えた。唐虞（尭舜）の璿璣玉衡

（渾天儀）、周公の指南車、孔明の木牛流馬、それらのなかで機械でないものはない。

聖人は田畝を耕すために耒耜を製造し、布帛を織るために織機を製造し、宮室を建造

するために鋸や斧を製造した。（このように、）聖人は万物の道理に通暁し事業を成し

遂げることは、すべて機械に由来したのである。今では西洋人が工芸を講じ機械を開

発しているが、その殆どは中国の聖人により製造した機械のもとに、（さらに）立派に

成し遂げたものである。26 

（硯雲憤然、曰、機器豈聖人之所言乎。此徒率国人、去質実趨機巧爾。余曰、唐虞璿

璣玉衡、周公指南車、孔明木牛流馬、無一非機器。聖人製来（ママ）耜墾田畝、製機

杼織布帛、製鋸斧営宮室。其開物成務、無一不由機器。今也洋人講工芸開機器、殆集

中土聖人所製作而大成者。） 

と見られるように、二人は儒学の知識を共有しているが、西洋の機械に対して相違なる態

度を示している。岡によると、そもそも聖人の「開物成務」（万物の道理に通暁し事業を成

し遂げること）は、すべて機械によって達成できたものである。また、西洋の機械は、中

国の聖人が発明した機械のもとに、西洋人が創意工夫の上に完成させたものであるという。

しかし、王から見れば、西洋の機械は決して聖人の言ではなく、単なる絡操りにしか見え

なかったのである。岡は王に西洋の機械を理解させようとしていた。しかし、王と岡の機

械に関する溝は遂に埋めることができなかった。 

 機械に対する認識の違いは、日本と清国における儒教地位の差異を反映している。岡自

身の話によると、明治維新後の日本は、ひたすら西洋文明を取り入れ、儒学は重視されな

くなった 27。その一方、清国では、科挙制度の影響で、儒教は必須の教養であり、国家統

治の理念という地位が続いていた。そのため、西洋の機械は聖人発明の集大成という岡の

言論は、当時の儒学書生には納得できないのは当然の帰結であろう。 
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（２）清の墳墓風俗からの抵抗 

 清へ渡航した多くの日本人は、田畑の中に墳墓を造営する葬礼習慣を好奇の目で記録し

ている。日本人は墓を寺院に置くことに対し、清国人は墓を畑に置くという風習は、『観光

紀遊』においても言及されている 28。そうした墳墓の風俗は、鉄道建設の反対意見も結び

つけている。尾崎行雄の「遊清記畧」では、具体的に、 

棺榼墳墓、田畝の間に乱点し、死者の父兄たり子孫たる者日々其傍に耕種し、古き  

者は壊て豆麦の肥料と為し、新き者は暫く存して風雨の壊崩するに任ず、是れ唯滬城 

近傍に限るの習俗乎、将た全国皆此の如き乎、余未だ之を知らずと雖も、父母兄弟子

孫の墳墓を毀て粟を種え、孝悌の道に於て缺くる所あるが如し、何ぞ孔孟の教を以て

此陋習を一掃せざる。聞く鉄道敷設の議起るや、毎に鉄路を敷かんと欲せば多く諸方

の田畝を壊て其敷地と為さざるを得ず。田畝を以て其敷地に供するときは多く父母の

墳墓を毀たざるを得ずとの説を以て、之を難ずる者ありと。斯く田畝を以て墳墓に供

するの習慣あるの国に在ては、鉄路を築く固より墳墓を避くる能はず、苟も墳墓を避

けんと欲せば、鉄道築造を論ずる勿れ、耕耘の業も亦之を営む能はざる也。29 

と述べている。すなわち、鉄道を建設するには線路の設営が必要である。そして、田畑の

上に鉄道の線路を敷く場合は、親の墳墓も破壊されるのである。しかし、それは儒教の言

う孝に違反するため、清国人は鉄道の建設に抵抗するという。そして、尾崎の反論として

は、墳墓を壊して農業を営むことも儒教の孝に違反する。そのため、田畑の上に線路を敷

かないなら、同様に畑を耕すことも不可であるという。 

 上記の鉄道建設への抵抗を理解するためには、まず墳墓と孝の関係について説明してお

く。加地伸行によると、儒教の言う孝は「父母への敬愛」だけではなく、「祖先の祭祀」、

「子孫を生むこと」（自分に子孫がいなくとも、甥や姪がいれば十分）、この二者も含めた

ものが孝である。そして、孝を行なうことによって、子孫を生み、祖先を再生せしめ、ま

た自分も死を迎えるが、子孫の祭祀によって再生することが可能となるという 30。死者に

対して、天上から魂を降し、地下から魄（遺骨・白骨）を呼び戻して合体させると、死者

がこの世に戻って再生するということである 31。そのため、こうした「生命の連続」にお

いては、魄（遺骨・白骨）を収める墳墓は重要な存在である。 

 一方、明治期の日本では、1872 年 8 月、耕地畔ぎわへの遺骸埋葬を禁止する条例（大蔵

省達第 118 号）は公布された。そのため、清国のように墳墓は田畑に点在する風景は滅多

に見られないのである。また、1872 年 6 月 28 日、太政官は、葬儀は神官・僧侶に頼むべ
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きという条例（太政官布告第 192 号）を出した。それは、神道・仏教以外の宗教に基づく

葬儀の禁止を定めたものである 32。言い換えれば、明治期の日本では、墳墓が祖先祭祀の

対象として継承されてきたが、そこには神道や仏教の信仰が存在し、中国古来の葬礼習慣

とは異なるのである。 

 以上のように、岡は儒教の視点から西洋の機械文明を解釈したが、日本と清国における

儒教の地位が異なるため、王は西洋の機械文明に対して納得できなかった。しかし、清国

における鉄道建設への抵抗は単なる西洋蔑視ではなく、中国固有の葬礼習慣から解釈する

ことができるのだ。 

（３）洋務運動官僚·李鴻章への提案 

 前述のとおり、西洋の機械を導入する洋務運動に対して、岡はその役割を高く評価した。

また、天津領事·原敬（1856～1921）の紹介により、岡は洋務運動の官僚・李鴻章と会談

し、清の現状の改善について提案することができた 33。この岡が提案した打開策は、主に

以下の内容である。 

そもそも清国の大患は、朝廷の高官が海外の情勢を知らないことにある。彼らは、自

国が礼楽文物の大国であることを知っているが、海外にも礼楽文物の大国があること

を知らない。〔…〕現在、李中堂（李鴻章）は醇親王と恭親王に奉じて海外を周遊す

る。海外諸国は、格致の実学を講じることによって、強盛の大国に達成できた。諸国

は工芸を開き、政治に励み、教化を盛んにする。その結果、文明の治世、政法の立派、

風俗の美化、人材の優良は清国の及べないところである。それを目撃したら、清国人

は必ず奮然として振興しようとする。34 

（抑中土大病。在在上大臣。矇於域外大勢。知中土為礼楽文物之大邦。而不知域外礼  

楽文物之大邦。〔…〕今中堂公奉醇恭二親王。一周遊域外。目撃彼之致強盛。皆出 

講格致之実学。開工芸励政治盛教化之餘。文明之治。政法之懿。風俗之美。人材之良。 

非中土之所能及。則奮然勃然。） 

岡は、親王をはじめとする一行は海外に渡って、その富強を成し遂げる原因を考察する

ということを提案した。いうまでもなく、それは明治初期の岩倉使節団による発想である。

岡にしてみれば、清政府の高官は海外の情勢を知らないため、清を富強の道へ導くことが

できないのである。しかし、欧米諸国の勢力に抑えられているため、清政府の官僚は欧米

勢力の更なる拡張を懸念していた。そのため、1869 年に明治政府は鉄道の導入を決定する

一方、清国政府は鉄道の建設を拒否し続けた。その主な理由は、西洋諸国が鉄道により清
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国内での勢力を拡大するという恐れを避けるためである 35。 

 1870 年代後半、台湾出兵（1874）後の海防体制強化をめぐる検討では、鉄道の導入が

清政府内部で提議し始めた。さらに 1880 年、李鴻章は鉄道建設の利点を、①税収を増加

できる、②兵隊の速い移動は軍政に有利、③北京の安全保護に有利、④物価を安定させ民

生に有利、⑤物資の郵送に有利、⑥郵便に有利、⑦鉱山開発に有利、⑧輪船の至らない地

域の運輸に有利、⑨旅行に有利、という 9 点を列挙した 36。大隈や伊藤の鉄道建設の目的

（注 8、明治政府による中央集権制の強化）と比較すると、李による鉄道建設の提案は、

明らかに国防上の利点を強調している。そして、その強調は清国を取りまく国際情勢を反

映したものであろう。 

 具体的に言うと、1880 年に伊犂問題をめぐって清国とロシアの間では緊張した外交交渉

に直面している。またそれとほぼ同時期に、ベトナムの宗主権をめぐる清国とフランスの

紛争も激化しつつあった。当時、清国南北間の輸送は大きく海運に依存している。そのた

め、一旦ロシアやフランスに制海権を握られると、清国の南北輸送は途絶し、国防上には

大きな衝撃を受けるわけである。それゆえ、清政府は国防上の必要性を重点に鉄道建設の

方案を検討し始めたのである。 

 以上のように、岡は明治初期の岩倉使節団の欧米周遊に基づき、李鴻章にそれと類似す

る清国の改善策を提案した。しかし、清政府は単なる西洋文明の見学ではなく、欧米諸国

との外交関係を問題視するわけである。清政府における鉄道建設の態度はまさにその国際

情勢への反応と言えるのである。 

 岡のなかでは、清国＝幕末日本＝守旧という構図が存在している。それに基づいて、岡

は明治日本の近代化の進み方を清に当てはめようとした。しかし、日本と清国は、儒教の

地位、文化風習、対外情勢といった側面では個別相違性を呈している。そのため、明治日

本の近代化のやり方は、清国の近代化においてそのまま踏襲できないことである。 

おわりに 

 本稿は、西洋機械文明の象徴である鉄道に焦点を当て、『観光紀遊』における岡千仭の鉄

道建設の意見を手がかりに、清国側の鉄道建設の反応を含めて、日中近代化の相違性を考

察した。 

 岡は、鉄道敷設により清国が機械文明の価値を認識させ、国の富強の一助になると考え

ていた。そのため、岡は儒教の視点から、鉄道をはじめとする西洋の機械文明を解釈した
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が、両国社会における儒教の位置づけが異なっていたため、清国は西洋の機械文明に対し

ては十分の理解を示すことができなかった。 

 しかし、清国における鉄道建設への反感は、中国古来の葬礼習慣の側面から解釈するこ

ともできる。すなわち、鉄道は田畑にある墳墓を壊し儒教の言う孝に違反するため、鉄道

の建設は清国人に拒否されていた。 

 そして、岡は明治初期の岩倉使節団の欧米周遊に基づき、李鴻章にそれと類似する清国

の訪欧団派遣を提案した。しかし、清政府は単なる西洋文明の視察ではなく、欧米諸国と

の外交関係を問題視していた。清国における鉄道建設の態度は、このような儒教的要素や

古来の礼儀習慣、そして切迫した国際情勢への現れと判断することができよう。 

 岡は明治日本の近代化の進み方を清に当てはめようとした。しかし、日本と清国は、儒

教の地位、文化風習、対外情勢といった側面では個別相違性を呈している。そのため、日

本の近代化の進み方は、清国の近代化においてそのままで通用できないのである。 

注 

 
1 第 15回＜東アジア実学＞国際フォーラムの趣旨のとおり、本稿の「近代」とは、古い既

知の世界から新しい未知の世界へ踏み入ろうとする知識・感情・意志をもった時代である。 
2 佐々木揚『清末中国における日本観と西洋観』（東京大学出版会、2000）、齋藤希史『漢

文脈の近代－清末＝明治の文学圏－』（名古屋大学出版会、2005）、陶徳民・藤田高夫編『近

代日中関係人物史研究の新しい地平』（雄松堂、2008）、川島真『近代国家への模索 

1894-1925 ＜シリーズ中国近現代史 2＞』（岩波新書、2010）、狭間直樹『梁啓超：東アジ

ア文明史の転換』（岩波書店、2016）など。 
3 清国駐日公使館の設立（1877）を契機に、岡は初代駐日公使の書記官・黄遵憲、訪日の

改革派思想家・王韜など来日した清国人と親交を深めた。そして、岡は約一年間（1884.5

～1885.4）を通じ、上海から杭州、北京、天津、広州、香港まで足を運び、儒学を学ぶ書

生から洋務運動の官僚まで幅広く交流し、彼らに対して機械文明への関心を説得した。岡

と清国人の交流に関しては、中田吉信「岡千仭と王韜」（『参考書誌研究』第 13号、1976、

1～21頁）、Joshua A. Fogel, The Literature of Travel in the Japanese Rediscovery of 
China 1862-1945,New York,Stanford University Press,1996,pp.72~83、町田三郎『明治

の漢学者たち』（研文出版、1998、47～61頁）、易恵莉「日本漢学家岡千仭と王韜―兼論 1860

～1870 年代中日知識界的交流」（『近代中国』第 12号、2002、168～243頁）、福井智子「岡

千仭「燕京」への旅―『燕京日記』を中心に」（『大阪大学言語文化学』第 17号、2008、17

～30頁）を参照できる。  
4 「観光」の語源は『易経』の「観国之光、利用賓于王」（国の光を観る、用て王に賓たる

に利し）による。明治前期、「観光」は「外国を観察して、日本に役立てる」という意味で

あった。岩倉使節団の報告書『米欧回覧実記』の冒頭にも「観」、「光」の二文字が書いて

ある。 
5 老舎『断魂槍』（『老舎文集』第 8巻、人民文学出版社、1985、331頁、初出 1935）中国

語の簡体字を日本語の新字体に改めた。また、中略は筆者による。下同。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E6%AC%A7%E5%9B%9E%E8%A6%A7%E5%AE%9F%E8%A8%98
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6 杉村博文訳「断魂の槍（文学編）」（『大阪外国語大学論集』第 10号、1993）161頁 
7 「所陳輪車、電機等事、雖多窒礙難行、然有為各国処心積慮所必欲力争之事、尤恐将来

以保護洋商為詞、即由通商口岸而起。」（『籌辧夷務始末：同治朝』巻 40、中華書局、2008、

1666頁） 
8 「其当時に於ては伊藤侯、我々はそれ程政治上に勢力を持たない時でありましたが頻に

其当時の先輩に向つて此封建を廃することが必要である、郡県の下に全国を統一すること

が必要であると云ふ議論をいたして居る時で、之を廃して全国の人心を統一するには此運

輸交通の斯の如き不便を打砕くことは必要である、又封建的割拠の思想を打砕くには余程

人心を驚かすべき事業が必要であるから之に向つて何か良い工夫がないかと云ふ考の起つ

て居る時に此鉄道の議論を聞き、是等が動機となつて何んでも鉄道が一番良いと云ふこと

になつて夫から鉄道を起すと云ふことを企てましたのでございます。」大隈重信「鉄道創業

と経営法」（沢和哉編『鉄道－明治創業回顧談』、築地書館、1981、30頁、初出 1902 年） 
9 千葉正史『近代交通体系と清帝国の変貌―電信・鉄道ネットワークの形成と中国国家統

合の変容―』（日本経済評論社、2006、150～152頁）を参照。 
10 駐清全権公使・榎本武揚と天津領事・原敬は岡と数回も会見した。 
11 主に岡と交遊したのは、『郵便報知新聞』の尾崎行雄と『自由新聞』の小室信介である。 
12 小室信介『第一遊清記』（山中喜太郎、1885 年、7丁裏～8丁表）下線部は筆者による。

下同。 
13 幕末期の榎本武揚は長崎海軍伝習所、後にオランダで蒸気機関学などの近代技術を学ん

でいた。そして、「蝦夷共和国」の夢が破滅後、榎本は北海道開拓に命じられ、石炭の資源

調査と小樽の鉄道建設に参与した。その後、外交官を歴任した榎本は、初代逓信大臣とな

り、電信技術の進展に大きな影響を与えた。黒滝秀久『榎本武揚と明治維新―旧幕臣の描

いた近代化』（岩波書店、2017）を参照。 
14 「鄙人在国。常慨中土輒受外侮。将一遊見有心人。痛切論是事。」岡千仭『観光紀遊』（岡

千仭、巻 5、5丁裏、初出 1884 年 10月 9日） 
15 「夜見公使。曰、昨見閻大臣敬銘、談及子事。余問大臣何人。曰、子前日所与論鉄道、

是人兼軍機大臣。」前掲『観光紀遊』（岡千仭、巻 5、11丁表、初出 1884年 10月 20日） 
16 「余筆答曰、欧米諸国講利無所不至。使汽車有害而無利、則彼固不為之。」前掲『観光

紀遊』（巻 5、9丁表、初出 1884 年 10月 16日） 
17 「吟香曰、東貨来此、不過石炭、薬品、海帯、干魚数品、皆天産物。算人工労力、所嬴

幾何？不如盛開百般器械、以製作品充貿易之為大益。余以為盛開百般器械、製造部品者、

欧米諸国之事、非得其術、則不可為。」前掲『観光紀遊』（巻 4、8丁裏、初出 1884年 9

月 15日） 
18 原田勝正『鉄道と近代』（吉川弘文館、1998、73～76頁）参照。 
19 前掲『観光紀遊』（巻 3、10丁裏、初出 1884 年 8月 11日） 
20 「余曰、中土今日猶我邦廿年前、唯我邦国小、乱亦小、中土国大、故乱亦大。」前掲『観

光紀遊』（巻 5、8丁裏、初出 1884年 10月 15日）、「衙門大臣総海外交際事務、而曚然此等

事。我邦維新以前、滔滔皆是、此亦不足怪焉。」前掲『観光紀遊』（巻 5、9丁表～裏、初

出 1884 年 10月 16日） 
21 劉建輝『魔都上海－日本知識人の「近代」体験』（ちくま学芸文庫、2010、181～182頁）

参照。 
22 たとえば、田口卯吉と犬養毅は日本鉄道網の完備方法をめぐって論争を行っていた。田

口は、日本鉄道会社は東京・青森間の鉄道を強行に実行しようとすることを批判している。

彼は地方産業の自生的発展に応じて地方鉄道網を完備するという方法を考えている。一方、

『東海経済新報』の主宰者である犬養は、政府の助成のもとに私設鉄道会社を創設し、全

国的な鉄道網の拡大を図るべきであるとした。川崎勝「田口卯吉の鉄道論：福沢諭吉・『東

海経済新報』との関連で」（『武蔵野大学政治経済研究所年報』第 15号、2017、229～262
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頁）を参照。 
23 「此鉄道築工に就て金を借らうと云ふときには数多建白が出ました、概して反対論で殆

ど暗殺でもされ様と云ふ風聞が盛んにありましたが、此谷暘卿の建白書は私共当時見て感

心したので、斯の如き人間が日本に在るか共に語るに足る位に思つた…」伊藤博文「鉄道

創業の亊歴」（前掲『鉄道－明治創業回顧談』、築地書館、1981、52頁、初出 1902年） 
24 「夫れ国の開明の帰むくや、天道の常自然の理、人得て誣ゆ可らざる者あり。〔…〕唐

虞の時に及び、宮室を経営して以て顛疾の憂を去り、五榖を播種して以て生養の道を立て、

文字を作って以て消息の便を教へ、牛馬を以て負担の力を扶け、舟揖を以て航海の用に供

し、人民の道日に開け月に進み、三代の時に至り始て大に具はるに似たり。然るに仲尼曾

て謂へるあり。曰く後世恐るべしと。仲尼の意蓋し未だ足れりとせざればなり。臣曾て宇

内の形勢を察するに、其文運の開け機械の富める六大洲中、欧の盛なるに若くものなし。

実に一洲を以て五洲に譲らざるものなり。何を以て能く然るや、曰く只文運の開くと機械

の多きに関するのみ。」谷暘卿「上火輪車建議之余論」（前掲『鉄道－明治創業回顧談』、55
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