琉球大学学術リポジトリ
牟安世著 『洋務運動』 （上）
メタデータ

言語:
出版者: 琉球大学教育学部
公開日: 2007-04-10
キーワード (Ja):
キーワード (En):
作成者: 西里, 喜行 （訳）, 金城, 正篤 （訳）
メールアドレス:
所属:

URL

http://hdl.handle.net/20.500.12000/340

牟安世
西

金

箸『洋務運動』（上）

簔壼墓共訳

Mouanshi：“TheMovementforWesternizationintheLateQingdynasty”
jointtranslation

byKik6Nishizato・andSeitokuKinj5な、
凡例

1．本稿は、牟安世著『洋務運動」（上海人民出版社、1956年12月刊）の全訳である。ただし、巻末の
「附録一大事年表」「附録二訳名対照表」「附録三参考書目拳要」は割愛した。
2．引用文献・史料の訳出にあたっては、すでに邦訳のあるものについては、できる限り参照した。
3．原著者の註は脚註であるが、その数が多いので各章ごとに一括して章末につけ、（１）……（､）
で表記した。

4．本文および引用文献・史料中の（）は原著者註であり、〔〕は訳註である。なお比較的長文の
訳註は各章著者註の後につけた。

5．外国人名などは「附録二」をも参考にして訳註の形で〔〕内にできる限り原名を付した。但し、
原名を探しあてることができず〔未詳〕としたものもある。
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第一章洋務運動期の国際情勢と中国の国内状況

第一節滴朝支配者の対外戦争における敗北と内戦における「勝利」

－第二次アヘン戦争後の新現象としての洋務運動
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三滴朝支配者の大平天国鎮圧の教訓一｢夷狄の技を師として以て砲を造り船を製する」
第二節清朝支配者内の二つの派閥－守旧派と洋務派
一守旧派から分化した洋務派

二洋務派の「自強」「求富」への認識と守旧派との論争
三両派の闘争に反映された摘朝の政治情況
第三節外国侵略者に道を開いた洋務運動
一洋務派の売国的・屈従的な対外政策
二資本主幾列強の中国における勢力拡張
１政治の分野２経済の分野３文化の分野
三アームストロング社・クルップ社などのお得意先となった洋務派（以上、第40集）
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第一節洋務運動の第一段階一軍事工業建設の段階（1860年～1872年）
一洋務派の大平天国革命鎮圧と軍事工業建設の開始
二主要な軍事工業の概況

］江南製造総局（1865年）２金陵機器局（1865年）３福州船政局（1866年）
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_洋､1F運動の第一段階から第二段階への転化
二主要な企業の概況

１輪船招商局（1872年）２開平鉱務局（1877年）３天津電報総局（1880年）
４蘭州機器織り6局（1881年）５唐山・腎各荘鉄道（1881年）６上梅機器織布局(1882年）

三宮督商弁企業の特徴

第三節洋務運動の第三段階一北洋海軍の編成と製鉄所建設の段階（1885年～1894年）
一滴仏戦争の洋務運動に与えた衝撃
二第三段階における主要な洋務建設

l天津鉄路公司（1887年）２北洋海軍の編成（1888年）３湖北製鉄所（1890年）
４湖北織布局（1890年）５華新紡織新局（1891年）６華盛機器紡織総廠(1894年）
第三段階の洋務建設の特徴

第三章洋務運動の結果とその影響
第一節洋務運動と中国資本主義
一洋務運動期の民営企業
二洋務運動期の中国資本主蕊の発生と発展

１中国封建社会内部の資本主義の萌芽２洋務運動の過程で出現した中国近代工業
３中国の新たな社会階級一ブルジョアジーの発生とプロレタリアートの発展

三洋務運動と中国資本主農の発展
第二節日澗戦争の敗北と洋務運動の破産
_日清戦争と洋務運動
二破産後の洋務の継続
三洋務理動破産の原因

第三節中国における半植民地半封建社会の形成、変法運動と革命運動の勃興
一洋務運動期の中国における半植民地半封建社会の形成
二変法運動の勃興
三革命運動の発展

総括的結論
著者あとがき
訳者解脱
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序言

｢頑固派｣〔守旧派〕と称せられた。洋務派は「自
強」と「求富」という名目でこの運動を推進し、

１８６０(威豊10)年の第二次アヘン戦争から、１８９４

(光緒20）年の中日甲午戦争〔日楕戦争〕までには、
35年が経過している。中国近代史上、この時期が
いわゆる「洋務運動」の時期である。
洋務運動が19世紀の60年代に開始されたのは、

決して偶然ではない。周知のように、中国国内で
は、当時は階級闘争が非常に緊迫し激化した段階
で、大平天国を中心として全国的に蜂起した農民
は清朝支配者との決死の闘争をすすめ、勝敗は予
断を許さなかった。1840～1842（道光20～22）年
のアヘン戦争において、清朝支配者からすでに一

定の政治的特権と経済的利益を獲得していた資本
主義列強は、中国の農民革命が勝利するならば、
彼らの侵略政策は必ず失敗するであろうというこ
とをよく認識していた。したがって、彼らは硬軟
両様の手段でもって第二次アヘン戦争をおしすす

め、さらに多くの特権と利益を強奪した。その後
で、さらに摘朝支配者と結託し、大量の武器と多
数の将校を提供して、中国人民を虐殺するために

醜悪な合作をおこなった。彼らはまず太平天国の
革命政権を絞殺し、さらに引きつづいて各地の農
民反乱を鎮圧した。洋務運動は内外反動派の醜悪
な合作の中で開始された。
いわゆる洋務運動（「同光新政」ともいう）は、
清朝支配者が漢族の地主官僚と外国侵略者の支持
を受けつつ、中国人民の利益を売渡すことと引換
えに、外国の銃砲・艦船を手に入れ、自分自身を

武装して残忍に中国人民の蜂起を鎮圧し、封建政
権の余命をながらえさせることを目的とした運動
である。これは疑問の余地なく反動的・売国的で、
かつ軍事を中心とした運動であった。
この運動をすすめた主要な人物には、清朝の皇
族一恭親王・変訴、清朝政府の大官僚一一曽国
藩・左宗楽・李鴻章・張之洞などがいる｡これら

の人物のなかでも、この運動で采配をふった期間

がもっとも長く、洋務に関する仕事をもっとも多
く推進し、もっとも重要な役割を演じたのは、李
鴻章である。当時は、これらの大官僚は洋務運動
の推進を主張する一派を形成したので、これを洋
務派という。同時に、別の一部の人々は洋務運動
を推進することに反対する一派を形成したので、

｢新政」を標糖したが、実質的には洋務を口実と
して外国侵略者と結託し、瀕死の封建支配を維持
しようと考えていたにすぎない。
３５年間の洋務運動は、その重点の相違によって、
基本的に三つの主要な段階に分けることができる。
第一段階は、1860～1872（成豊10～同治11）年で、
軍事工業を建設した段階である。第二段階は、１８７２
～1885（同治11～光緒11）年で、軍事工業に関連
する企業を建設した段階である。第三段階は、１８８５
～1894（光緒11～光緒20）年で、北洋海軍の編成
と製鉄所の建設の段階である。
この三つの段階を通じて、洋務派官僚は若干の

企業をおこし、中国に近代工業と交通事業をもた
らしたが、これらの企業は、一方では、機械・原
料・技術者の面で外国資本主義に最大限に依存し、
また他方では、清朝政府の官営あるいは官督商弁
などの腐敗した制度による制約をうけていた。こ
のような情況のもとでは、これらの企業はそれ自
体が順調な発展をとげられないだけでなく、民間
の商工業の自由な発展を阻止する手柳足椥となっ
た。

この時期に、洋務派官僚は巨額の金銭を投じて
外国から銃砲や軍艦を購入し、自己の派閥の勢力
を拡大した。李鴻章が建設した北洋海軍は、その
もっとも顕著な実例である。北洋海軍は資本主蔑
列強に全く依存し、列強のさまざまのコントロー
ルをうけていた。したがって、洋務運動はそもそ
もの最初から、洋務派の宣伝する「自強」や「求
富」をもたらすことなど不可能であった。それが
最終的に失敗に終ったのも必然的であった。１８９４
(光緒20）年の日清戦争は、その徹底的な破産を
宣告したのである｡
歴史的な一時期としてみるならば、洋務運動の
時期は、中国近代史におけるきわめて重要な一時
期であった。中国近代史は1840（道光20）年の第
一次アヘン戦争からはじまって、1919年の五四運
動にいたるまで、およそ80年にわたっているが、
洋務運動はその半分に近い時間を占めている。洋
務運動の時期における中国社会の各分野の変化は、
いずれも巨大なものであって、これらの変化の及
ぼす影響もまたきわめて深刻であった。
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第一次アヘン戦争によって中国は封建社会から
半植民地半封建社会への道にふみこんだのだとす
れば､洋務運動の時期こそは、中国の半植民地半

地半封建社会の形成期であるとみなされている。胡
縄「中国近代史の時期区分問題」（「歴史研究』１９５４
年第一期、１４ページ）および金沖及「中国近代史の

封建$｣全のり鰔期であったということもできよう：

時期区分問題についての意見」（「歴史研究』1955年

第一次アヘン戦争が外国資本主鍵の侵入と中国の

第二期、４７ページ）参照。

封建的経済機構の一定の破壊の発端であったとす

(2)胡喬木『中国共産党的三十年』、人民出版社1953年

れば、洋務運動の初期、19世紀60年代にはじめて

版、３ページ(尾鏑庄太郎訳『中国共産党の三十年』、

中国の近代工業が出現ﾋﾞﾉ､洋務運動の末期､90年

大月書店刊、９ページ）参照。

代に中国最初の近代的な鉄工業が建設されるまで

になったのである。中国の工業は帝国主凝と封建

主溌の結合した洋務運動の圧迫を受けて阻碍され、
急速に正常な発展をとげることはできばかつたけ
れども、中国社会の生産力には結局のところ変化
があらわれたということを指摘しておかなければ

ならない。生産力の変化に対応して生産関係にも
変化があらわれた結果、中国にも新たな階級一
ブルジョアジーとプロレタリアートが出現したの
である。

第一章洋務運動期の国際情勢と中国の
国内状況
１９世紀60年代から90年代にいたる洋務運動期は、
国際憎勢から見れば、まさに西欧列強が独占以前
の資本主義から独占資本主義一帝国主義へ転化
する時期であった。１９世紀の60年代は、一方では、
｢独占以前の資本主義が、すなわち自由競争の支

配していた資本主義が最高の発展をとげた時期］

であり、他方では、労働運動力塙場した時期でも
ある。労､I運動の高揚をふまえて、マルクスの指
導のもとに「1864年（９月28日）に、有名な第一
インターナショナルすなわち『国際労働者協会』

中国の半植民地半封建社会の形成、中国資本主
曇の発展および中国の新たな社会階級一ブルジョ
アジー（それは官擁買弁ブルジョアジーと民族ブ
ルジョアジーに分かたれる）とプロレタリアート
の発生、発展等の問題は、いずれも洋務運動期の
重要問題であり、中国近代史上の鍵となる問題で

戦争とパリコンミューンからロシア十月革命の勝

あって、これらの問題は洋務運動そのものときわ

利と帝国主墨戦争の終結まで（そのなかにふくめ

めて密接に関連し合っている。これらの問題を本
源に遡って理解しようとすれば、まず洋務運動の
歴史を認識しなければならない。
洋務運動はどのような条件のもとでうみ出され
たのか？それはどのよな発展過程をたどったのか？
それは､結局のところ、中国社会にどのような結
果をもたらし、中国近代史にどのように重大な影
響を及ぼしたのか？
このｲ塔では、若干の具体的な史料にもとづき、
さしあたってこれらの－連の問題について検討を
すすめ、洋務運動の歴史と役割について一般的で
概括的芯脱明を加えることにする。

が､ロンドンで創立され遇｡70年代以降､｢普仏

て)は､資本主義が没落を開始した時期であさ１.

資本主義が没落を開始した時期に、ヨーロッパで
｢支配梅をにぎるブルジョアジーが、あらゆる後
進的なもの、死にかかっているもの、中世的なも
のを支持するような歴史的時期がやってきた。寿
命のつきかけたブルジョアジーは、ぐらついてい
る賃金奴隷制を維持するために、あらゆる寿命の
つきはてた勢力や、つきかけようとしている勢力

と結びついていｿＬＩｊ」

このことからもわかるように、洋務運動が展開
されたのは、まさに資本主義が没落を開始した時

期に外ならなかった。この時期に、資本主蕊列強

は小銃・大砲や軍事用員を滴朝封建支配者に提供
註
(1)中国近代史の時期区分問題については、当面、歴

史家たちの肘ifiのなかでも、まだ一致した鰭麓を見
るにいたっていないけれども、１９世紀60年代から９０

年代にいたるこの時ｉｉｉは、一般には、中国の半植民

して、彼らが中国人民の反乱を鎮圧するのを援助
し、彼らの洋務運動を支持しながら、巨大な特権
と利益をつかみ取ったのである。
国内の状況から見ると、洋務運動期は、中国の
半植民地半封建社会の形liji期である。;i繩I太后〔西
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太后〕を頭とする清朝の封建権力は、漢族地主と
外国侵略者の支持を受けながら、－時的に反動的
支配秩序を安定させた。すなわち封建支配者が自
賛する「同治中興」である。同時にアヘン戦争こ

第一節清朝支配者の対外戦争における敗北と
内戦における「勝利」

第二次アヘン戦争後の新現象としての

のかた、資本主義列強が中国へ侵入してすでに２０

余年を経過し、中国の封建社会の経済にたし､する
分解作用もすでに効果をあらわし、中国社会の内
部にはぐくまれてきた資本主義的な要素力噺たな
変化を開始した。しかし、資本主賎列強と封建主
義の二重の圧迫のもとでは、この種の変化はきわ
めて微弱で、中国はなお資本主義の道を歩むこと
ができなかった。というのも、「帝国主震列強の

中国侵入の目的は、けっして封建的な中国を資本
主義の中国に変えることではない。帝国主義列強
の目的は、それとは反対に、中国を自分の半植民
（５）
地また(ま植民地に変えることである」からであっ
た。この目的を達成するために、彼らは各方面か
ら清朝政府をもりたて、清朝政府が推進する洋務
運動を利用して、政治的・経済的・文化的に積極
的に中国を侵略した。その結果、洋務運動の時期
に、中国は形式上は独立自主であったけれども、
事実上は政治的にも経済的にも資本主義列強に依
存する半植民地半封建国家となったのである。
洋務運動期は中国の半植民地半封建社会の形成
期である。中国人民は暗黒勢力の支配を耐え忍ぶ
ことができず、この時期にすでに絶えず反抗にた
ちあがった。とりわけ、太平天国革命を経た後の
中国農民は、広大な農村のいたるところで蜂起し、

常に武装闘争を展開した。清朝政府は自己の封建
支配を強化するために、蜂起した大衆に血腫い弾
圧を加えた。弾圧するにはまず自分自身を武装せ
ねばならなかったのであるが、資本主譲列強は常

に進んで清朝政府へ小銃や大砲・船舶などを提供
した。というのも、清朝政権をもりたてることは、
帝国主穣の中国侵略政策に完全に合致していたか
らである。摘朝支配者と外国侵略者はこうして結

託しはじめ、共同で中国人民にたし､する搾取と武
力弾圧をおしすすめた。

以上が洋務運動期の国際情勢と中国の内部情況
についての概括である。以下、これらの情況につ
いて個別的に叙述することにしよう。

洋務運動

1856～1860（威豊６～10）年、イギリスとフラ
ンスの侵略者はアメリカやロシアの援助と参加を

得て、第二次アヘン戦争を引きおこした。彼らが
この戦争を引きおこしたのは、第一次アヘン戦争
における既得権を拡大するためであり、同時にさ
らに多くの利益を猶得しようと企図したからであ
る。当時の清朝政府は自己のすべての力を、太平
天国の農民革命を鎮圧することに集中し、外国の
軍事侵略にたいしては消極的な抵抗の政策をとっ
ていたので、この戦争で胴上することは避けられ
なかった。最終的には侵略者へ屈服し、売国的な
天津条約と北京条約を締結するより外に仕方がな
かった。

この二つの不平等条約にもとづいて、外国侵略
者は侵略戦争を引きおこした目的を完全に達成し
たのである。すなわち、第一に、東南沿海の五つ
の通商港以外に、さらに多くの通商港を取得し、
天津・牛荘（営口）・登州（烟台）・潮州（汕頭）

・瓊州・淡水（台北)・台湾（台南)・江寧(南京）
・鎮江・九江・漢口等11の都市を開港させ通商地
とした。かくて、資本主義列強の商品は、沿海地
方と揚子江流域から中国内地深くまで売りこまれ
るようになった。しかも、外国侵略者の船舶は揚
子江を遡航してただちに漢口へ達するにいたった
が、これこそわが中国の内河航行権を奪い取る第
一歩であった。第二に、九龍司および黒鯛江以北、
ウスリー江以東の広大な領土を奪い取った。第三
に、巨額の賠償金を強奪した。その内訳はイギリ
スとフランスの軍費として各800万両、撫伽金と
してイギリスへ30万両、フランスへ20万両で、合計

2100万両であった。第四に、税則を改定し、輸出
入貨物の税率を一律に時価の100分の５と規定す
るとともに、アヘン貿易を合法貿易として承認し

た。第五に、プロテスタントやカソリックの宣教
師は中国内地を往来して自由に布教し、田畑・土

地を取得して教会を建てることができるようにな
り、外国人も中国内地を自由に旅行できるように
－３３－
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なった。

この外、第二次アヘン戦争において外国侵略者
は条約の条文にはあらわれない重要な「成果」を
手に入れた。滴朝支配者を手なづけたことである。
かくて、その手中から各種の特権や利益を強奪す
ることができただけでなく、滴朝をして中国人民

文のなかで次のように言っている。
「今日の情勢について論ずれl翠髪〔大平ﾗﾖﾖ〕・
捻〔捻軍〕相呼応する事態こそ心腹の害である。
ロシアはわが中国と国境を接し国土蚕食の野心を
抱いているが、これは肘腋の憂である。イギリス
の野心は通商にあるが、暴虐で人道を欠き、一定

を侵略する道具に転化させることができたのであ

のコントロールを加えなければ、わが国の自立を

る。アメリカのブルジョア歴史家モース〔Ｈ・Ｂ・

保障できない。これは肢体の患である。それ故に、

Morse〕は次のように述べている。この戦争の結
果、「ついに中国（清朝政府を指す－原著者。

まず第一の課題は髪・捻を滅ぼすことであり、第
二はロシアへの対処、第三はイギリスへの対処で

以下同じ）を屈服させ……、いまや西側の諸国家

あぎ]と。

が、逆に中国を意のままに服従させる時代となっ

変祈は楕朝の皇族のなかでは洋務派の代表であ
り、また第二次アヘン戦争の際には外国侵略者と
売国条約を締結した署名人の一人であって、彼の
意見こそとりもなおさず摘朝政府の観点を代表す
るものであった。彼の上奏文における問題提起の
仕方によれば、農民反乱は精帝国の「心腹の害」
であるが、イギリス・ロシア等の外国侵略者は
｢肘腋の憂」かもしくは「肢体の患」にすぎなかっ
たのである。というのも、農民反乱が清朝支配の
打倒をめざしているのにたいし、外国侵略者は清
朝支配を支持しており、たかだか清朝支配の仕方
を彼らの植民地制度に適応するように要求するだ

たj('と｡この点､清朝支配者集団もまた十分に

自覚してはいたが、自分の方こそが侵略者を「手
放づける」ことができると思いこみ、「かの夷狄
どもはわが中国の土地・人民を目あてとしている

わけではないので、なお信義もて寵絡し、その性

を馴服せしめることができ患］と考えた｡いわゆ

る「信義もて龍緒する」とは、その実、中国人民

の利益を手みやげに外国侵略者と交際することに
外ならなかった。
かくて、明らかなように、第二次アヘン戦争の
結果、摘朝政府と外国侵略者の間には、一つの

｢新しい関徽､すなわちより緊密な関係がうちた

てられたのである。この新しい関係を前提にして、
外国侵略者はようやく滴朝政府を援助する方向へ
向い、大箇の武器と多数の軍人を清朝政府に提供
して、共同で農民革命への残忍な鎮圧をおしすす
め、中国人民を大虐殺するための醜悪な合作を実

けだということを、彼らはみてとっていたからで

ある。肘腋・肢体の患と致命的な心腹の害を比較
すれば、いづれが軽くていづれが重いかは問わず
して明らかである。清朝政府は当然のことなから
｢二つの害」を天秤にかけて、その軽い方をとっ

たの認:｡ただ､問題はそれだけにとどまらな

行したのである。この合作は、北京条約が締結さ
れて以後、ただちに開始されたのであって、した
がって、「成豊10年（1860年）は列強の態度が変

化する転換薊となった｡このことは､つまり、

かった。清朝支配者は「心腹の害」を消滅するた
めに、ついには「肘腋の愛」「肢体の患」を利用
して、「毒を以て毒を制する」ことを企図したの
である。したがって、いわゆる「ロシアへの対処」

外国侵略者と清朝支配者の関係が、この年を境に

｢イギリスへの対処」とは、その実、「ロシアと結

して敵対から合作へ転換したことを意味する。こ
のような合作をふまえつつ、清朝支配者は外国の
銃砲･艦船を利用して自己を武装し、人民を鎮圧
するための洋務運動を開始したのである。
当時、清朝支配者は、太平軍と大平軍に呼応し
た捻軍の脅威をうけ、全国的な農民反乱に包囲さ
れた四面楚歌の状況のなかで～自己の生死存亡の
せとぎわに直面し､非常に危険な局面におかｵTてい
た・1861年１月（威豊10年12月)、爽訴らは上奏

び」「イギリスと結」んで農民反乱を消滅させる

ことであった。では、どのようにして外国侵略者
と結びつくのか。変折の見方によれば、不平等条
約を遵守することの外に、彼らから借款を受け入
れて「銃砲・艦船を鯛買い彼らに利益を得させ
るようにすれば、たちまち近づきになることがで

き:hというわけである｡彼はこれこそ一挙両得

の方法であって、外国侵略者の歓心を買うことも

できるし、「心腹の害」を消滅するにも都合がよ

－３４－
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いと考えた。彼は歴史のなかからいくつかの論拠

国公使の北京駐在を許可し、礼を厚くして外国人
を接待するようになった。かかる情況のもとでは、

を探し出し、これこそは「祖宗の家法」であるこ
とを証明して次のように言っている。「思うに、

従来の理藩院にその任務を負わせるわけにはいか

康煕年間に三藩の乱を平定した際には、西洋人を
用いて銃砲をつくらせたところ、頗る威力を発揮

ないのは明らかであった｡前述のように、戦後中
国と外国の間に新たな関係が打ちたてられたこと
によって、消朝政府はこの機会に乗じて従来地方
の総督・巡撫の手中に掌握されていた外交権を回
収し、自己の手中に統一的に掌握しようとした。
かくて、１８６１（威豊11）年北京に「総理各国事務
衙門」が成立したが、それは「総理衙門」と略称
され、また聡署」あるいは「潔署｣とも称され

したということであ罰と｡また､漢好で死刑執

行人たる曽国藩も、「康煕年間に、台湾へ進攻し
た際には、オランダの來板船を調達して台湾平定
の一助たらしめたことがあるが、これもまた中国

が外国船に援助を求めた歴史の一例証であ罰と

言っている。

スターリンは「ソ連共産党（ポルシェピーキ）
内の右翼について」という論文の中で、「瀕死の
階級が自から舞台を降りたという事例は歴史上い
（20）
まだかつてない」と指摘している。l9ut紀60年代
以後、瀕死の清朝支配者が敵に身を投じ、ことも
あろうに外国の銃砲・船舶を購入し、外国将兵の

「援軍」を歓迎したのは、まさに自からの腐敗し

た支配権力を農民革命の嵐のなかから救い出すた
めにほかならなかった。これこそ、清朝支配者と
外国侵略者が互いに結託するにいたった基本的な
原因であるとともに、洋務運動出現の基本的な原
因でもあった。

以上のことから、洋務運動は第二次アヘン戦争
後の新たな現象であることがわかる。洋務運動の
内容は、滴朝支配者が資本主蕊列強の援助を受け
つつ、銃砲・船舶を買い入れ、ついで自から工場
を設置して製品を模造し、後には一連の鉱山開発・
紡織および交通面における企業を建設するといっ
たものである。しかし、後者の企業建設もなお依
然として軍事施設との関連で推進されたものであ
る。当時、彼らは「自強」「求富」をスローガン
としてかかげていたけれども、その目的は、基本

的には農民反乱を鎮圧し、清朝の封建支配を強化
し、洋務集団の武力と経済力を発展させることで

あった。したがって、それは本質的にいかなる進
歩的運動でもない。実質的には歴史の逆転を企図
したものであって、中国の広範な人民大衆の利益
に反する反動的な運動であったのである。
二総理各国事務衙門と同文館の成立
第二次アヘン戦争以後、清朝政府はやむなく外

る。総理衙門はたしかに外交を処理する一つの機
関であったが、もしそれを単に一外交機関として
みるだけならば、この時期の歴史の実情と合致し
ないことになろう。まず、組織の面についてみる
と、総理衙門は恭親王変所によって才鱒されたの
であるが、「軍機大臣は諭旨を承書するも総理衙
門のことまで兼ねて管轄するのでなければ、恐ら
く誤りが生じるであろうから、今後は軍機処と総
理衙門のことを一緒に兼ねて管轄するようにした

い」とし、「総理衙門に設置すべき職員は、内閣．
部院〔中央官庁〕・軍機処の職員・書記のなかか
ら、満州人と漢人各８名を選抜し、輸班で勤務さ
せる。すべては軍機処の方法にならって処理し、

責任の所在を一元化す:｣とした｡これはつまり

総理衙門が軍機処の機櫛にならって組織されるこ
とを示している。

ついで、職権の面についてみると、総理衙門は
外交事務以外に各方面の軍務及び海関を兼管し、
南北洋通商大臣もまたこれに直属した。機密に関
する事がらについては､各｢大臣･将軍・督撫〔総
督巡撫〕・府尹〔府の長官〕が一方で上奏すると

ともに､他方で篭ちに総理衙門へ通誉]すること

配〈各海港の内外の商況および各国の新聞は、

漢字のものと外国字のものとを問わず、すべて毎
月総理衙門に報告しなければならないこととした。
実際、総理衙門は消朝中央政府を代表して洋務運
馳を推進する機関であって、その重要な性格と職
権および組織の規模の膨大さからして、ついには、
ほとんど軍機処にとってかわったのである。外国
人の目からみれば、それは「やがて発展して帝国

政府の内閣となっ勘のである。
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「言譜が通ぜず、文章も理解できず、万事疏通をてアメリカへ渡ったのである。

欠いてい:〕ことを痛感して､1862(同治元)年

に、また総理衙門のもとに同文館を設立し、八旗三清朝支配者の太平天国鎮圧の教訓一「夷
の１３，４歳以下の児童を選抜・入館させて外国語狄の技を師として以て砲を造り船を製する」

を教えた。イギリス公使ウニード〔WadaSirTho‐
ｍａｓFrancis〕力靭介したプルドン〔Burdon,Ｒｅ‐太平天国は、滑朝支配者の封建的抑圧と民族的
ｖ,ＪＳ.〕を英文教授とし、年俸銀千両を支給した。抑圧に苦しめられていた中国人民が、資本主義列
漢文教授の徐樹琳には毎月銀８両しか支給されな強の侵略の影響を受けて爆発させた運動である。

かつだ。１８６３（同治２）年には仏文館と露文館が反乱勃発の後、革命情勢は飛躯的に発展し、太平
開設された。１８６６（同治５）年には天文算学館が軍は広西から湖南を経て北進し、武漢を占領した
付設された。同文館の年間経費数千両は、海関か後、揚子江に沿って東下し、破竹の如き勢いで、
ら供給されたのであるが､それというのも「中華帝1853年３月（成豊３年２月）には南京を攻略した。
国の海関総税務司にして中国政府の信任する顧問の同年10月（威豊３年９月)、〔南京から分遣され
ロパート・ハート卿〔Ｈart,ＳｉｒＲ.〕は、同文館た〕北伐軍は引きつづき天津付近へ達した。この
を設立したプロモーターの一人であって、彼が海時、北方の捻軍・西南の苗族・西北の回教徒はい
関の収入の中から経費を支出してその維持費に充ずれも嵐のような勢いでたちあがり、太平軍の反
てることにしたのである。その上また､彼は（1869乱と呼応したので、漕朝政権は広大な革命勢力の
年に）アメリカ宣教師のマーチン〔Martin，Ｗ、威勢に圧倒され、きわめて危険な情況にあった｡
ＡＰ.〕を推薦してその校長（すなわち総教習の第二次アヘン戦争の後、清朝支配者は外国侵略

こと－原著者)に任命させ＃h･こうして､同者に完全に屈伏したので､外国侵略者は清朝と力

文館は前後30年間にもわたって、マーチソのコンを合わせて、太平天国の農民革命にたいする攻撃
トロールのもとにおかれることとなったのである。を開始した。それは主として以下の各方面から推
当時の人々は同文館を次のように批判している。し進められた。

－「思うに、各国の首都にはどこにも大学があ第一には、直接の武力干渉である。相前後して
り、一芸に秀で￣業に精通した専門家がいて、わ大平軍に対する作戦に参加したのは、イギリスの
が中国の同文館の教習〔教授〕が数学・天文学．ゴルドン〔Gordon，CharlesGeorge〕の率いる

地理学・各国語を一般的に理解しているだけのも「常勝軍」とフランスの洋槍隊で、彼らは新式の

のとは比較にならない。ある人の言うところによ武器を使用し、拠点争奪戦のなかできわめて重要
れば、同文館は外国の小中学校程度のものであっな役割を果した。たとえば、寧波は1862(同治元）
て、とても大学などとはいえないということであ年に英・仏軍艦の艦砲射撃をあびて陥落した。常

ZIYと.同文館でおこなわれた教育は､実際に熟･握山などの都市は1863(同治2)年に､ゴル

はヨーロッパ人を崇拝し、貫井輔神を養成する教ドンの援助のもとで、イギリスの52門の大砲の威
育であって、ここを卒業した学生は、後に大半が力によってはじめて彼らの手におちるにいたった。

滴朝貴族のなかの洋務派となったのである。太平軍が６カ月間守り通した富陽市も、１８６３（同
匡の外、李鴻章が江蘇巡撫在任中の1863（同治治２）年に、フランスの洋槍隊が大砲を使用して
２）年に上海広方言館を設立し、両広総督の瑞麟砲撃したので、ついに撤退を余儀なくされたので
は1864（同治３）年に広州同文館を設立し、生徒ある。この時、滴朝政府は太平軍が海路虚に乗じ
を募集して外国鱈と自然科学を学習させたのであて北上することを恐れ、総理衙門が英仏侵略軍に
るが、卒業後の学生の進路は翻訳に従事するか、泣きついて大治港を守備してもらった。この英仏
外国へ留学するか、洋務を担当するかであった。軍は1865年９月（同治3年８月）になってはじ
1872年８月（同治11年７月)、清朝政府は最初のめて撤退したのである。

留学生を海外へ派遣したが、この時､容闘と陳蘭第二に、涜朝政府を援助して軍隊を訓練したこ
彬の二人は上海広方言館の卒業生30名を引きつれとである゜ゴルドンは家族への手紙の中で次のよ
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うに言っている。「(私は）大いに張りきって中国
兵に大砲の使用を教練している。彼らの進歩はき
わめてはやく、すでに執銃・射撃および分隊に関
することを学びとった。私は彼らがすみやかに歩
兵戦術を学びとることを希望している｡今回の訓

ス海軍大尉オズポーン〔OsborLSherard〕を招
聰して司令官にすえることとした｡1863年９月

(同治２年８月)、この艦隊が上海に到着した後、
オズポーソは中国の総督・巡撫の指揮を受けるこ
とを嫌い、曽国藩もまた太平天国を鎮圧した「軍

練は私が予期していた以上の大きな成果をあげ製」

功」を彼と分かたればならぬことを恐れたので、

と。蘇松大道の呉腕もまた次のようにいっている。

ついにこの艦隊を解散することに決定したのであ

「各兵営の兵士は外国式銃砲の操作に習熟してい

るが、中国がこの艦隊のために用いられた経費の

ないので、壮年男子を選抜し、松江府に訓練所を

すべてを負担することとなり、全部で現銀140余

設置して外国式銃砲の発射訓練を行わせることに
した。そこで、ワード〔War｡,FredrickTowns‐

万両をiBi費したのである。

end〕を教官として訓練所へ派遣するとともに、
西洋式のさまざまの陣形を演習させた。こうして
半年の間に、すでに1200名の兵士を訓練し終えた
（28〕
のである」､と。外国侵略者は太平軍をi闇減するた
めには、自己の兵力の動員だけでは不十分なこと
を痛感していたので、清朝に代って反革命の軍隊
を訓練したのである。かくて、これらの軍隊は後
に李鴻章の准軍の精鋭となり、ある程度湘軍にとっ
てかわって捻軍を鎮圧する主力部隊となった。
第三に、銃砲船舶を売却し、外国式の銃砲で清
軍を装備したり、汽船を用いて清軍の輸送にあたっ
たことである。1861年12月（威豊11年11月)、太
平天国の名将・李秀成が杭州を攻略して上海へ前
進した時、清朝政府は李鴻章に上海の救援を、左
宗某に断江の救援を命じ、かくて曽国藩には安徽・

の軍事的合作のもとで、１８６４（同治３）年に失敗

．（“ピコ】

１５年もの間維持された太平天国は、内外反動派
に終った。もし資本主義列強による清軍への前述
の三方面からの援助がなかったとすれば、曽国藩・

左宗巣・李鴻章らの湘軍・推軍がこれほどの戦果
をあげることはできなかったにちがいない。この
点については、清朝政府も次のように充分認識し
ていた。

「この度の江蘇省の兵事には、英仏の将校を雇

用し、兵士を教練せしめた。カコの外国人将校は遂
に自国の優秀なる火器をもちこんで操作を教え、
わが国から高額の代金を受け取った。江蘇巡撫の
李溺章は多額の費用を惜しまず、外国人技師を招
聰して軍事工場を設立させ、人を送りこんで武器

の製造法を学ばせ、製造された武器を続々と戦場
へ供給した。各部隊は堅固な陣地を破壊しうろこ

江西・江蘇・漸江の四省の軍政の大権を与えた。
ただ、李沌章の准軍はもともと安慶に駐屯し、上
海から二千余里も離れたところにあって、しかも
揚子江の両岸には太平軍の陣地が多かったので、

の利器を得て、向かうところ敵なく、揚子江以南
は逐次粛清されるにいたった。効果の速やかなる
“）
こと、これ以上のもの1土ない｣。
李鴻章もまた1863年２月（同治元年12月）に曽

｢すでに鰡童の携帯が困難なうえに、進軍に非常

国藩へ送った信書のなかで、次のように言ってい

な時間を要することが懸念され曙ho若し8艘の

る。

英国汽船が迎えに来なかったならば、七千余名の

「私（李鴻章）はかつて英仏提督の軍艦を訪問

准軍が1862年４月（同治元年３月）に上海へ到着
するなどということは、とても実現不可能なこと
であったろう。李鴻章は上海へ到着するや否や、
ただちに外国商人から銃砲を高価で購入し、自己

し、その精純な大砲、細巧ばる弾丸、鮮明なる機
械、雄壮･整然たる部隊を見たことがありますが、

実にわが中国のよく及ぶところではありませﾉilh
と。

の准軍を装備した。当時、イギリスの砲艦から横

彼らはこの度の外国との合作を通じて、外国の

流しされた12ポンドの重さの普通の榴弾は銀30両

銃砲・船舶が人民反乱を鎮圧する有力な武器であ

もした。もっとも質の悪い薬鋏－万個の値段でさ

ることを認識するや、一方ではできるだけこれを
外国侵略者から買い入れるとともに、他方では、
積極的に工場を建設して自からこれを模造したの
である。清朝支配者のあらゆるもくろみは、次の

（20）

え、現銀19両もし<lさ６ポンドの高値であった。
この外、清朝政府はロバート・ハートの建議を受
け入れて、イギリスから艦船を買い入れ、イギリ
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点に集約される。すなわち、「当面は外国の力を

利用して反乱の平定､物資の輸送に役立て、ひと
まず内憂を緩和し、将来は外国人の技術に学んで
銃砲・船舶を製造するようにすれば、何よりも国
家永遠の利益を計ることができるというものであ

なわち、洋務派は封建地主の実力者によって櫛成
され、外国人と連係をもち、外交を担当し、また
国内の人民の反乱や運動の鎮圧を通じて、自己の

愚IYと｡この二句こそは､曽国藩駄平天国革命

軍事力を形成し、軍事権を掌握したということで
ある。彼らの大部分は買弁と軍閥を一身に兼ね備
えた大官僚である。守旧派は朝廷の大学士、地方

鎮圧のなかで、その後の35年にわたる洋務運動の

の御史と一部の１日式文人によって鞘成され、外交・

ために規定した綱領〔テーゼ〕である。

軍事・財政の実権を掌握してはいなかったけれど

も、しばしば封建主義的教条を用いて世論を形成

第二節清朝支配層内の二つの派閥

し、洋務派の各種の施策を阻止することができた。
さて、清朝支配者の内部にすでに守旧派と洋務
派が形成されたとすれば、両派の主張にはいかな
る相異があったのか。これらの主張の相異点の外

－守旧派と洋務派
守旧派から分化した洋務派

に、彼らはいかなる共通点をもっていたのか。こ

滴朝の官僚は第二次アヘン戦争の後、次第に二
大派閥－守旧派と洋務派に分化した。資本主譲
列強が中国を侵略する過程で、摘朝政府内の一部
の官僚は、戦争や鰯ﾛを通じて、あるいは中国人
民の反乱を共同で鎮圧するための軍事的合作を通
じて、直接に外国侵略者と接触し、若干の経験を
繭むうちに、外国の銃砲・船舶の威力を認識し、
｢禰朝政府が国内の支配を安定させようとすれば、
どうしても『洋人』に学んで腕前を磨かねばらな
いこと、また滴朝政府を維持していくには、どう

しても｢洋人」との関係をよくする必要があり、
ことことに譲歩・妥協してでも、「洋人」の機嫌

を損ねてはならぬことを承知してい勘のであっ

て、かくて、これらの官僚が洋務派を形成したの
である。洋務派以外の他の一部の官僚は、中国社

会の封建的な伝統と道徳の擁謹者であって、彼ら
は極端に守旧的で固定観念に固執し、西洋から来
た一切の新事物にたいして区別を行わず￣律に抹
殺するという盲目的な排外的態度をとり、「深く
内に閉じこもりて外来のものを峻拒し、己を尊び
て他人を抑えつけ、事変すでに来たるも詰昧昏蒙

として､袖手傍観するの鋤であったから､これ
らの官僚は守旧派と称された。

両派の官僚たちは中央にも地方にも若干の代表
的人物を擁していた。洋務派についていえば、中
央に変訴･文祥癒ど、地方に曽国藩・左宗葉・李
鴻章などがおり、守旧派についていえば、中央に
倭仁・宋晋など、地方に若干の官僚と御史がいた。
この派閥の構成分子から、次のことがわかる。す

こではまず、次の点を指摘する必要がある。すな

わち、洋務派そのものが守旧派から分化してきた

ものであって、洋務派のなかの多くの人々は、か
つて守旧派に属し､守旧派と同様の主張をおこなっ
ていたということである。１８６７（同治６）年、倭
仁は突訴が正規の科挙出身の官吏を同文館へ送っ
て天文学や数学を学習させようとしたことに反対
したのであるが、その時、突訴は次のように主張

した。「私どもは倭仁の上奏文を検討してみたと

ころ、大変筋道が通っており、もっともな意見の
ように見受けました。私どもも洋務を処理するよ

うになるまでは、倭仁と同様の見解であったので

す』lYと｡また､張之洞の如きも本来は守旧派であっ

て、李鴻藻系に属していたのであるが、１８８４（光

緒10）年に両広総督となった時はじめて、広東で
全力を尽して銃砲・紡織などの工場を設立するよ

うになり、洋務派に転化したのである。洋務派と
守旧派の基本的な区別は、「西学ヲ用卜為ス」を
認めるか否かの一点にあり、前者が「夷智ヲ師ト
シテ以テ砲ヲ造り船ヲ製ス」と主張するのに対し
て、後者は「洋人」の技術を学ぶことに根本的に
反対し、それを「奇技淫巧｣〔人間社会の秩序を
乱す不必要な技芸〕とみなすのである。ただ、こ
の相異点を拡大したり誇張したりすることはでき
ない｡というのも、つまるところ、洋務派は守旧
派から分化したもので、両派の相迩は方法の相異
だけであり、「洋人」の技術を採用するかどうか
という一点だけであって、彼らの立場と観点はむ
しろ完全に一致していたからである。
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では、彼らの共通の立場とはなにか。それは腐
敗した滴朝支配階級の立場であり、洋務派であれ、
守旧派であれ、彼らはいずれも自分が清朝の封建
支配を強化するという前提から出発していること

を認めている。彼らの共通の観点とはなにか。そ
れは後のいわゆる「中学ヲ体卜為ス」という観点
であって、１８６４（同治３）年に李溺章が総理衙門
へ送った書簡のなかで、きわめて明解に説明して
いる。「中国の文武の制度は、万事はるかに西洋
人のものを凌駕するも、ただ火器のみ万及ぶ能わ

針と。ここでは､要するに､守旧派のみならず

洋務派でさえも中国の封建制度を最良のものとみ
なしていることが明示されている。彼らの分岐点
は、守旧派が「西学ヲ用卜為ス」を承認しないの
にたいして、洋務派は「西学ヲ用卜為ス」をかか
げるところにある。当時の洋務派が理解していた
｢西学」とは、おもに「火器」であり、外国の銃
砲・船舶のことであった。これらを購入するだけ
でなく、自ら製造したいということになれば、彼
らは機械を運用し、鉱山を開発し、鉄道を敬か救
いわけにはいかない。けれども彼らがそうするこ

との目的は、むしろ中国の封建制度を強化するた
めであって、「近代的な生産手段と交通手段を、
それらによって爆破された、また爆破されざるを
えなかった古い所有諸関係のわくのなかに、もう

一度むりやり閉じ込めようとするもfillであった。
マルクスとエンゲルスはとっくにこの種の方法が

｢反動的であり､同時にユートピア剛｣であるこ

とを指摘している。ところが、洋務派は「中国の
学問は内学〔精神文化〕であり、西洋の学問は外
学〔物質文化〕である。中国の学問で心身を修め、

西洋の学問で世事に応ず:jと考えたのである。

つまり、いわゆる「中学ヲ体卜為シ、西学ヲ用卜
為ス」というスローガンのもとで二者を混合し、
一つの雑炊をつくることに成功したのである。
洋務派からみれば、このような雑炊は彼らの理
論上の武器であって、彼らの反動的行為のすべて
を弁謎するのに「自由自在に」利用できるもので
あった。洋務派からみれば、封建制度を強化し

｢名教への非難」を許しさえしなければ、「朝に汽
船を運転し、夕に鉄道を走らせ」たところで、さ
らに外国式の銃砲・船舶を所有したところで、そ
れは全く敵に対抗して動乱を制圧できるものなの

である。事実が証明しているように、このような

空想的で反動的な方法による限り、彼らの推進し
つつあった洋務運動の前には、失敗への道以外の
別の道はなかったのである。

洋務派の「自強」「求富」への麗識と
守旧派との論争

洋務派は「自強」と「求富」のスローガンをか
かげて洋務運動を推進した。洋務派のいわゆる

｢自強」とは、その内容からみれば、､基本的に次
の三方面を包括するものである。
第一に、「自強」はなによりも中国人民の反乱

を鎮圧することである。潰朝支配者は自己の反動
的観点から、外国の侵略は国内の人民反乱によっ
てひきおこされたものとみなし、したがって、もっ

とも重要なことは、国内の人民を鎮圧して｢内患」
を除くことであり、「内患除かるれぱ外侮目から

鋪11と考えていた｡曽国藩は1861(威豊10)年
に「内患既二除カルレパ外国敢エテ中国ヲ軽視セ
ズ」という上諭を受けた後、ただちにこれこそ
｢皇上の聖慮周詳にして安内撰外〔国内の安寧を

保持し外国の侵入をふせぐ〕の蕊］を示すもの

であると述べている。この反動的な安内擬外の論
法は、洋務派のいわゆる「自強」の第一の内容を
なしている。

第二に、「自強」とは、外国の銃砲・船舶を買
い入れることである。洋務派は中国人民の反乱を
鎮圧するためにこそ、新式の武器を必要としたの
であるが、軍事工業を建設するには相当の時間が
かかったので、洋務運動の初期には、武器の供給
は主として外国からの購入に頼った。そればかり
でなく、軍事工業が建設された後になっても、軍

事工業そのものが旧式で混乱していたために、自
派集団の軍事的勢力を発展させたいという洋務派
の要求を満足させることができなかった。したがっ
て、外国からの銃砲・船舶の購入は洋務運風力の全
期間を通じて一貫して続けられたのみか、次第に
拡大される傾向さえあったのである。

第三に、「自強」とは軍隊を訓練し武器を製造
することである。突訴は1864年６月（同治３年４
月）の上奏のなかで、次のように述べている。
「思うに、治国の道は自強にある。時勢を判断
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するに、自強は練兵〔軍隊の訂１１練強化〕こそ要でもの意図は、まさにここにある｣･
あり、練兵はまた製器〔武器の製造〕を前提とす第二に、「求富」は企業を創設することである。

ろ。洋人力噂;を構えて以来、現在までに数十年を１８７６（光緒２）年、李鴻章は山東巡撫丁宝頼にあ

経過している。威豊年間にいたって、内憂外患がてた手紙のなかで次のように言っている．
同時に襲いかかってきた。そのすべての原因を、「中国の禰弱の原因は貧困病にある。西洋では
わが国の武官の指揮能力の不足に帰することIまで方千里、方数百里の国家でさえ、歳入はややもす
きない。そもそも、制勝の兵はあっても制勝の武れぱ数億両にも連するが、それはすべて財源を石
器がなく、向かうところ敵なしというわけにはい炭、鉄、金属などの鉱山事業、鉄道・電報・郵便

かなかったのであ:hと。などの事業や人頭などの諸税に頼っているからで

李湖章もまた「中国が自強せんと欲すれば、外ある。時勢を斜酌してみると、すみやかに方針を
国の利器を学ぶに如くはなく、外国の利器を学ぱ転換し、大事なものから選択して漸時移植しよう

んと欲すれば､製造機械を求めるに如くぼUlIととせず､貧弱なわが中国で富裕な西洋に対抗する

考えていた。ならば、ついには失敗に終わらざるをえないであ

洋務派官僚は一定期間にわたって洋務運動を推ろｻﾞlIo

進した後、とりわけ第二段階と第三段階において、後になるほど、洋務派は企業の開設が有利であ
すでに洋務建設を単に「自強」という一点に限定ることに気づいた。中国には廉価な労働力がある
しなくなり、常に「自強」と「求富」をあわせてこと、生産された商品は現地で販売できること、
提起するようになった。というのも、彼らは当時また外国商品にくらべれば運送費も少なくてすむ
すでに洋務派集団の軍事力を強化しようとすれば、ことから、彼らの創設する企業は外国商人の企業
なによりもまず豊富な経済力が必要であることをよりもさらに儲かるはずだとみた。ただ、これら
理解するにいたったからである。とりわけ外国のの企業は、あらゆる面で外国侵略者に依存し、経
銃砲･船舶を買い入れ､軍隊を訓練したり武器を営の面でもまた極端に腐敗していたので、大部分
製造したりするには、歴大な経費が必要であったの企業はなんら成果をあげることができなかった
から、彼らは「求富」こそが「自強」の根本であのである。
ることを痛感するようになったのである。そこで、第三に、「求富」は経済的独占である。洋務派
洋務派のいわゆる「求富」がどのような内容を含Ｉま厚利を博すろという基本的な観点から出発して、
んでいたかを見ることにしよう。中国の商人たちも機械を使用して企業をおこし、
第一に、「求富」は商工業を振興することであ自分たちと競争することを大いに恐れた。したがつ
る。資本主義列強の侵入は、中国の自然経済を破て､彼らはさまざまの手段を用いて中国の民間企

壊し、中国の都市と農村における商品経済の発展業すなわち民営企業が生まれ発展するのを制限・
を促進した。中国における商品経済の発展こそIま阻止して、すべての企業を自己の手中に握り、経
外国侵略者､大資本家が利潤･超過利潤を得る源済的独占をはかろうと考えた。たとえば、李鴻章
泉であった。洋務派はこの点を認識するや、資本が創設した上海機器織布局には十年間の営業独占

主義国家にiiiって､事業をおこし工場を設立して、権が与えられ､この期間内には､民間の中国商人

それによって「やや洋商の利を分っ」ことを考えはただこれへ投資することを認められただけで、
た゜たとえば季iMi章が輪船招商局を創設した時に彼らが別に同種の企業を設立することは許されな
腱兇｡また､湖北紡紗局の如きは､本来､官民
次のように述べたことも同様の趣旨である。
「目強せんと欲すれば、まずなによりも豊富な合営であったけれども、最後には張之洞によって
軍事費を必要とする。軍事費の財源を入手せんとすっかり回収されて官営企業となってしまった。
すれば商務を振興することこそ最善の方法である。あるいはまた、紡織機械の輸入を禁止したり、民
わが商船が外国へ往いて外国に一分の損失を与え営企業の製品に対して重税を課する等々のことも、
ることができれば、その分だけ中国に利益をもたいずれも洋務派官僚力x政治権力を利用して経済的
らすことになる。余輩が招商局をii幟したそもそ独占をおしすすめる方法であった｡
-４０－
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討すれば、洋務運動なるものは反動的･売国的で

帯に六軍営を設立して防衛を強化するなど、およ
そかかる人知れぬ苦心を払うのも、ただただ自強

あると同時に、軍事中心の運動であったことを理

を図らんがﾌﾞこめである｣。

洋務派の「自強」「求富」にたいする認識を検

“）

解することができよう。洋務運動が反動的だとい
うのは、洋務派がこの運動を通じて中国人民の反

治10年５月）に総理衙門へ送った書簡のなかで、

乱を鎮圧し、滴朝政権の支配を維持、強化しよう

次のように言っている。

曽国藩・李鴻章の二人もまた、1871年６月（同

としたからである。また、洋務派はこの運動を通

「地図・算法・天体測量・海洋測量・造船・機

じて経済的独占をおこない、中国資本主義の正常

械製造などはすべて軍事と関連するものである。

な発展のコースを制限し、阻止しつつ、自からを

およそ他国に留学してすぐれた技術を修得したも
のは、帰国後ただちに書院へ招聴し、各自の専門

中国の官僚買弁ブルジョアジーとして形成したか

らである。洋務運動が売国的だというのは、洋務
派が外国の銃砲艦船を買い入れるために、あるい

について教授させ、益々その奥義を極めさせるよ
うにすべきである。軍事・造船にとっては、これ

は軍備強化のために、ことごとに資本主義列強に

らの専門科目は心身性命の学と同様にみなすべき

依存し、惜しみなく売国的投降的政策を実行に移

である｣。

（何）

し、彼らの歓心を買い、その支持を獲得しようと

かくて、軍事中心の洋務運動は、そのキーポイ

したからである。甚しきに至っては、洋務派は自

ントを外国式銃砲・船舶に置かざるをえなかった。

己の手中にあった工業や交通事業さえも、ことご

この問題を解決する方法は、前述のように、一つ
は購入すること、一つは製造することであった。

とに資本主義列強に従属させ、その結果、洋務運
動そのものを、資本主義列強の中国侵略の手段へ
転化させ、列強の進入のためにひろぴろとした道

鱗入と製造は洋務運動の発展過程全体における二
つの側面であるが、同時にこの二つの側面は一つ

｢求富」とはまさに彼ら自身が再三言明している

に結びついていた。ところで、製造をはじめよう
とすれば、まず「洋人」の技術を学ばねばならな
いのであるが、この技術を学ぶという点において、
洋務派は守旧派の反対に遭い、１８６７（同治６）年
には両派の激烈な論争が引き起こされたのである。
もとより、守旧派と洋務派の論争は、洋務運動
の全期間にわたって存在し、論争問題もきわめて
多岐にわたっていたのであって、たとえば鉱山の
開発、鉄道の敷設などの如きは守旧派が強く反対

ように、終始「自強」のためであり、洋務派集団

しないようなものは一件もなかったのである。こ

の軍事力を発展させ、強化するためのものであっ
たということ、これである。李鴻章の言葉を借り

で、ここでは一々列挙しないことにする。ただ、

路を切り開いてやったのである。

洋務運動が一定の段階に入った後、洋務派は言

葉の上で「自強」と「求富」を一つに結びつけて
論じ、実際の行動においても軍備の強化を試みつ
つ、他方で企業を開設し工場を設立することによっ
て、軍事的性格と経済的独占性をこの運動の不可
分の両側面として結びつけてはいた。けれども、
ここでは次の点を忘れてはならない。洋務派の

ていえば、「船を養い兵を練る」ためのものであ

り､｢兵を調し餉を運農〕ためのものであった。

したがって、洋務運動は実際には軍事中心の運勒

である。このような情況のもとで、洋務派は彼ら
のすべての行動を、軍事と密接に関連するものと

みなし、軍事的措置をその直接の目的としたので
ある。突折は1867年４月（同治６年３月）の上奏
のなかで、次のように言っている。

「外国の言語や文字､機械の製造方法を学習さ
せ、洋式銃の軍隊を教練し、人を派遣して各国を
周遊し風土人情を視察せしめ、同時にまた首都一

の点は以下の叙述でも論及しなければならないの

1867（同治６）年の重要かつ代表的で激烈な両派
の鵠争のみをとりあげよう。この論争は、山東道
監察御史張盛藻が、科挙にパスした正規の官僚を
同文館へ送って天文学や数学を学習させようとい
う突訴の提案に反対したことを契機として鶴発し
たものである。

張盛藻の意見は、ただちに守旧派の首領で大学
士の倭仁の賛同を得るに至った。1867年３月20日
(同治６年２月15日)、倭仁は一篇の上奏をさし出
し、「立国の道は礼儀を尊びて権謀術策を尊ばず、
根本の図〔計略〕は人心の掌握にありて技芸の鯵
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得にはあら學11という基本的な論点を提起し、んら眼中にないかのように論じている｡しかし､そ

｢洋人」の技術を学習することについての洋務派の実､守旧派は洋務派官僚が軍事・外交等の各方

の主張を一挙に打倒しようと企てた｡彼はこの上面での勢力を擁して､待遇の面でも｢すで１２薪綣
奏のなかで､つづけて次のように言っている。り､また優保〔特別手当〕を得艶という状況を

闇在、枝葉末節の技術を修得せんとして、夷見て、内心ではこの上もなく羨慕し嫉妬していた
人を先生とあがめ奉っているが、無論、夷人は腹のである。とりわけ、もし滴朝政府が洋務派をし
に一物あってわが中国をペテンにかけようとしてて「西学ヲ用卜為ス」という主張をそのまま賃徹
いるので、必ずしもその精巧なる技術をそのままさせるにまかせておくならば、封建主義の教条を
伝授するわけはない。たとえ教える者が誠実に教命綱としている守旧派の朝廷内における政治勢力
えたとしても、これを修得したものは術数の士〔技ｌま、必ずや日ごとに没落するであろう。かくて、
術者〕にすぎぬ。古今、いまだかって技術を侍ん彼らは封建地主の実力派からなる洋務派集団にた
で衰弱した国家を振興させることができたといういして、さらに憎しみを加えたのである。

例を聞いたことがない。広大な天下に人材がない倭仁の上奏および後の守旧派の多くの議論を、
などと憂えるには及ばぬ。もし天文学や算学を讃マルクス・エンゲルスが『共産党宣言』のなかで
習しなければならぬとするも、人材を広く探し求描き出した封建的社会主義にたいする評価と対比
めれば､必ずやその専門家を得ることができよう。すれば、共通した点がないわけではない。
どうして必ず夷人でなければならないのだろうか。「それ〔封建的社会主義〕は、なかばは哀歌で、
どうして必ず夷人に師事しなければならないのだなかばは風刺、なかばは過去の余韻で、なかばは
ろうか。……特みとするところの読書人は義を識未来への威嚇であり、ときには辛辣で機知に富ん
じ理を明らかにすることができるので、あるいはだ、刺すような批評でブルジョアジーの肺勝をつ
人心を掌握することもできよう。いままた聰明のくこともあるが（ここでは「洋務派官僚の急所を
俊秀にして、国家がその時に備えて養成しておい突く」と読むべきである－原著者註）近代史の
允人材を、ことごとく一転して夷人に従わせてし進路を理解する能力をまったく欠いているため、

まうことになれば､読書人の正気はこれがためにいつも滑稽な効果しか生まれないのであっ腱｣。

伸暢せず､】HHI蔓なるものの気ji1iはこれによって益々この一文はわれわれが守|日派の繍儲を理解する
焔んとなるであろう。数年の後には、中国の民衆のによい手助けとなる。というのも、彼らは「腐
をことごとく駆りたてて夷人へ従わせるのでなけ敗した支配者としての立場から、あいつぐ内外の
れば止まぬ情勢となるであろう。……現在、天下危機のもと、自分たちの地位がきわめて不安定な
はすでにその害を受けているのである。またしてものであり、なににせよ新しい事物のもたらす刺
もその横柄な態度を助長し、その気骸を張らせよ激には耐えられそうもないことを、おぼろげなが
うというのであろうか。聞くところによれば、夷ら感じとっていただけである。そのために新しい
人はキリスト教を布教しようにも、常に中国の読ものＩ或極力回避・拒絶し、彼らにとってのふるき
脅人があえて入信しようとしないのを恨みに恩っよき時代に還ろうと、卑劣でしかも効果のない努

ているとのことである｡いま､正規の科挙出身者力をつづけたのだっ闇からである。しかし､中

を夷人に従って学ばせるとすれば、恐らくいまだ国の守旧派とヨーロッパの封建的社会主義との相
必ずしも専門的な知識を修得しないうちに、中国異点は、後者がブルジョアジーの成金によって打
の読書人はキリスト教に誘惑され、夷人の術中にち敗られたのにたいして、守旧派はついに洋務派

堕ちてしまうことになるだけである罰。に打ち敗られはしなかったということである｡と

守旧派の代表の倭仁は、洋務派を攻撃しながら、いうのも、洋務派は結局のところ中国のプルジョ
正規の科挙出身者が同文館で学習することに反対アジーではなかったからである。したがって、守
するこの上奏を提出したのであるが、ここで彼は、旧派はまだ清朝政府の内部に風波をおこすだけの
人々の共鳴を呼ぶために、表面上はいかにも堂々力をもっていたのであって、なん回も深刻な政治
とした口調で、あたかも自分自身の利益などはな闘争をひき起こしたのである６
－４２－
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倭仁の議論は、当時、たしかに一般の士大夫の

発想に合致していたため、その影響はきわめて大
きく、突折の上奏文にも次のように反映されてい

る。｢かの大学士〔倭仁〕は久しく理学〔朱子学〕
の権威として著名なので、この議論がひとたび世

に出れば、学士・大夫のこれに和すろもの必ず多
いであろう」「倭仁がこの上奏を提出したばかり
に、今後学者たちはためらって一歩も前へふみ出
そうとしないばかりでなく、内外の実心事に任じ
空文句を好まぬ人々までも、これがために意気沮
喪してしまいかねないことをもっとも恐れるもの

の回答を避け、両派の意見のどちらが是でどちら

が非であるかを決定せず、一種の折衷的な方法を
採用したのである。一方では、同文館に天文算学
館の学生を引き入れるべしと答え、他方では倭仁
をして国内の天文学や算学に優れた人材を探し出
させ、別に学校を設置させることにした。しかし、
実際の結果からみると、守旧派は相当の勝利を得
たのである。というのも、彼らは人々の同文館へ
の応募を阻止するという最後の目的を達成したか
らである。

であ:hと｡守旧派の議論は､実際に多くの人々

両派の闘争に反映された清朝の政治情況

の同文館への受験を阻止することとなった。突訴
はこのために次のように苦衷を訴えざるをえなかっ
た。

「御史の張盛藻が反対意見を上奏して諭旨を明
奉した後も、わが衙門に受験を申し込む者、なお
少なくなかった。倭仁の意見提出より以来、首都
や各省の士大夫たちは、語らいあって受験を妨害
し、甚しきに至っては、でたらめなデマを飛ばし
て人心を煽動したので、わが衙門へ受験を申し込

む者は遂にいなくなったのであ罰。

守旧派の議論に答えるために、変訴も1867年４
月６日（同治6年３月２日）に､惑寳の上奏を奉っ
て、洋務派の困難を次のように総述した。
「左宗某が造船工場を創設した際、提案するも
のと事に任ずるものと傍観するものとあって、あ
と一息というところで失敗したために、公私とも
に損害を蕊ったのである。李溺章が機器局〔兵器
工場〕を設置した際も、人々は平穏無事の時には

洋務運動期という歴史の一時期に、洋務派の反

対者となった守旧派は終始存在しつづけ、両派の
間の論争もまた常に発生したのであるが、iii朝政
府の両派の輪争にたいする態度も、基本的には終
始折衷的であった。その態度は実際には守旧派を
支持するものであって、「守旧派が国政を識瞼す
るのを放任し｣、「一つの事件がもちあがるごとに
諸説紛々たる」状況をつくり出し、慈穂太后〔西
太后〕を頂点とする保守勢力がその間に立って操
縦しながら、清朝の封建支配を維持するのに都合
のいいものであった。このようなやり方は、当時

の人々に｢清議を以て大局を維持す:〕ものだと
みなされたｏ

では、なぜ清朝政府は洋務運動の時期に、「清
議を以て大局を維持する」という方法をとったの
であろうか。この問題には、この時期の基本的な
政治状況がかなりよく反映されている。

外国製の利器を奇技淫巧〔人間にとって必要の度

もともと、太平天国との戦争を経た後、猜朝支

をこえた奇抜な技術〕と潮笑し、必ずしも学ぶ必
要はないと放置したかと思うと、一旦事ある時に
は外国の利器は神変奇怪だと驚き、とても学ぶこ
とはできないと諦めたのである。……ただ単に忠
信をもって甲冑と為し、ネM義をもって幹櫓と為す
といった言辞を吐きながら、外交交渉だけで十分

配者と漢族地主との間には、さらに緊密な合作関

係が成立し、李溺章が述べているように「旗〔満

州人〕と漢〔中国人〕は一体と為っ圏･同時に、

外国侵略者も引き続き禰朝Ⅲ蝋を支持する政策を
とった。というのも、「この政梅を守り立てるこ
とと中国への侵略を発展させることとは、本来、

敵の死命を制することができるなどといっている

ひとつのことだったからであ瞥｣｡洋務運動はこ

のであるが、私どもは実際のところあえてこんな

のような局面のもとで発展してきた｡しかし、こ

ことを信用したことはな,ITI。

れは問題の一面であって、他面では、太平天国と

この原則的な意銭を帯びた重要な論争に対して、

澗朝政府が最後に出した艤倉は、玉虫色のもので

の戦争を経過した後、滴朝政櫓の蔚旦は顕著とな
り、従来のやり方に変更を加えなければ、もはや

あった。それは両派の論争にたいして、正面から

やっていけなくなっていたのである。
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たとえば、太平天国との戦争前には、総督・巡

撫・提督・総兵などの軍政長官の大部分は満州人
であり、その実権は中央に握られていた。しかし、
戦争後には、湘軍と准軍が太平天国の反乱を鎖圧
した「軍功」によって、また捻軍・回族・苗族の
反乱がまだ発展しつつあり、沿海各省あるいは内

原著者註）については、地方官が三分の二を控除

して地方統治の経費と為し、中央の戸部に上納さ

れる金額は二十兆両〔二千万両〕に過ぎなＩＲＩ｣と

いう状態になった。このことは、地方の総督・巡

撫がさまざまの口実を設けて中央へ送るべき金額
を保留できたこと、したがって、関税の外には、

陸の各地でさえ、外国侵略者との交渉が日ごとに
増大したことによって、澗朝政権は湘軍と准軍出

中央が毎年実際に収入することのできた金額は、

身の人物を任用せざるをえなかった。つまり、漢

ている。

人を各省の督撫に任命し、同時に彼らに戦争後の
多くの問題を解決させるために、従来以上の権力
を与えざるをえなかった。また、糟朝政府の１日例
のなかには、「本籍勤務を許さず」という一条が

時期の清朝政治は、すでに従来の中央が強く地方
は弱いという局面から、地方が強く中央は弱いと

あったけれども、李鴻章は1865（同治４）年、安

外交の大権を掌握したのは、ほかでもなく、洋務

徽省人でありながら両江総督（江藤・安徽・江西
の三省を管轄する）に昇任し、ここにはじめてこ

派であった。かくて、慈禧太后〔西太后〕を頂点
とする潤朝政府は、洋務派に対して内心疑忌の念

わずかに2000余万両にすぎなかったことを物語っ

以上の事実からも明らかのように、洋務運動の

いう局面へ転換し、この時期の政治・軍事および

の旧例ｶﾒ破られたのである。彼はその後20余年も

を抱かざるをえなかったので、守旧派の議論を

の間、直蔚総督兼北洋大臣の任に在って、外交を
一手に引謂け洋務運動を指導したので、その巨大
な櫓力は－世を風廟した。
洋務派のもう一人の代表で湘軍の首領たる曽国
藩について言えば、イギリスのブルジョア歴史家

｢潤識」とか「公論」とみなして利用しながら洋

のプルガー〔DemetriusOBoulger〕が述べて
いるように、彼は「中国で最も勢力のある人物で
あった。彼が死去した時（1872年一原著者註)、
すべての総督はいずれも彼のかっての部下であっ

務派を牽制し、彼らの勢力と影響力を制限しよう
と企図したのである。清朝政府がなぜ「清議を以
て大局を維持する｣方針を採らなければならなかっ
たのか、その原因はここにある。
洋務派は清朝政府のこのようなやり方にたいし
て、もちろんはなはだ不満であった。李鴻章は次
のように述べている。

「首都におけるさまざまの議論は、いずれも視

たか、または彼の推薦をうけた人々であった。も
し彼が希望してさえいたら、皇帝の位に即〈こと

野が狭くて展望のないものばかりである。ただ内

かにいささか誇張があるけれども、つまるところ、

文武大臣の権限を回収しようとしており、またちょっ

それは当時の外国侵略者の曽国藩にたし､する見方

とした誤りを|談じくり出したり、もっぱら事実無

もできたである；〕｡このような表現には､たし

を代表しており、また当時の曽国藩の政治勢力を
反映している。

経済の面についてみよう。戦争前には国庫の収
入のうち、規定通り中央の戸部へ上納するものに
ついては､地方の総督･巡撫が勝手に保留してお
くことはできなかった。ところが、戦争後の洋務
運動の期間内には、「国家の歳入の各項目を総計
してみると、洋税・関税・常税・洋薬〔アヘン〕

税・地T税･塩税などの項目から銀8500余万両の

収入があがる計算とな:〕わけであるが､その内、

｢内地の毎年の徴税額六十余兆両（即ち六千余万
両、ここでは関税二千余万両が除かれている－

軽外重〔中央は弱く地方が強いという事態〕を憂
慮するばかりで、毎日不安に駆られながら地方の

根のでたらめなﾃﾞﾏを真に受けてい:〕。

ところで、李鴻章は守旧派の議論を全くデマで
あるとみなしているが、すべてが事実に合致して
いるわけではないとしても、守旧派はある面では、
たしかに洋務派の売国的行動や汚職の真相を暴露
していたのである。たとえば､輪船招商局の汚職・

浪費事件の暴露、李鴻章の清仏戦争における売国
的投降政策の暴露などは、いずれも根拠のあるも
ので、洋務派の急所を衝いていた。したがって、
清朝政府に支持され、地主階級内の保守派士大夫
に擁硬されていた守旧派は、洋務派にとっては、
正面から敵対する恐るべき勢力であった。
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洋務派が政治・軍事および外交の面での実権を
もっていたために、摘朝政府は摺議を利用して彼
らを牽制しながらも、他方ではやはり彼らに頼っ
て自己の支配を維持せざるをえなかった。洋務派
は清朝政府が守旧派の議論を支持していることに
深い不満を抱いていたけれども、彼ら自身が弱点
をもっていたために、この局面を変えることがで
きなかった。

に限られていた。その上、守旧派の反対も加わっ

たので、彼らもまた最後まで自己の計画を押し通
そうとはせず、引きのばされてどっちつかずのま

ま放極しておく外はなかった。住々にして、一つ
の企業の建設が提唱されてから創業にこぎつける
までには、数年から十数年もの時を必要とし、少
なからぬ時間を浪費したのである。

第一に、反動的売国的な洋務運動は、中国人民
の唾棄するところとなり、甚しきに至っては、本
来洋務運動の側にあった改良主譲者の反対さえも
受け、しかもまた帝国主義のコントロールを受け

第三節外国侵略者に道を開いた洋務運jＷ

ていた。したがって、それは一握りの大地主・大

洋務運動の時期の外交の大権は、完全に洋務派
の手中に、とりわけ李溺章の手中に握られていた。
試みに、当時の対外的な交渉事件についてみると、
李溺章の参加していないものはほとんどなく、重
要な外交問題のうちで彼力畷終的な解決にのり出
さなかったものは、ほとんどなかった。李潮章は
なぜこれほどまで内外の反動派から大事にされ、
信任されたのであろうか。それは、当然のことな
がら、彼が終始一貫、売国的投降的な対外政策を

軍閥・大買弁の利益を代表し、少数者の利益を追
求する運動であったので、人民大衆のなかでは孤
立していたのである｡

第二に、洋務派の内部は湘軍系と准軍系の両派
閥に分裂し、互いに地盤を争い、敵意を抱いて相
手を暴露し合った。李鴻章は曽国茎(曽国藩の弟）
が略奪した後の南京を次のように形容している。
｢家屋も人間も財物もなに一つ残されていない状
態で、たとえ管某や葛某がこの場に居合わせても、
なす術を知らないほどの惨状である。玩翁（曽国
蓋一原著者註）は百戦堅苦してこの地を鍵得し
たわけであるが、かえって婦女子の怨瑳の的とな
（”）
ろにいたっている」と。左宗葉の側Iま次のように
言っている。

「李潮章（李溺章の兄一一原著者註）一門は、
聖代にめぐりあったばかりに功績を立てて著名とな
り、その親族・友人たちも自から一家を立て、監

笥iii二の文官､提蹟iy下の武官になったものが実
に多い。……思うに、李氏の勲業はすでに高いの
で、附従する者も多数にのぼり、当時彼らに従っ
て功績を立て、出世して富貴となった者たちにも
またそれぞれの親族･友人たちがいて、次々にコ
ネをたよりに附き従うようになり、実に多くのも
（㈹）
のを傘下Iこ収めるIこいたったのである｣。
このような状況のもとで、潤朝政府は禰纏を利
用するだけでなく、洋務派自身の分裂をも利用し
て大勢を維持することにした。洋務派は中国人民
を鎮圧するのに忙しかったうえに、内部の闘争に
熱中していたので、鉱山開発・鉄道敷設・汽船・
電報などの仕事に費すエネルギーはもともとすで

－洋務派の売国的投降的な対外政策

断固として実行したからである。

洋務派の売国的投降的な対外政策は、人民鎮圧
の対内政策と不可分のものであった。洋務運動の
反動的な本質および洋務派の軍事中心のいわゆる
｢自強」なるものの反動的な本質は、崩れかけた
封建勢力を持ちこたえることにあったから、国内
の人民を武力で鎮圧しながら、外国侵略者に対し
ては屈従的に迎合し、中国人民の利益を売渡すこ
とを惜しまなかったのである。洋務派の売国的・
投降的な対外政策は、完全に洋務運動そのものの
反動的な本質によって規定されたものである。
李湖章がこのような政策を実施したのは、やは
り彼自身の一連の売国的理論にもとづいている。
彼は言う。歴史上からみれば「アジアの各国は、
西欧人力東洋へ進出して以来、軍隊による対決を
くりかえし、初めのうちは勝利しながら後には敗

北するようになった。前者の轍を尋ねて股麗とす

べきであ罰と｡また､兵力の観点からみれば、

｢もし内地の匪賊に出会った場合には、……兵力
が手薄であっても、兵糧が乏しくても、智力力堪
だ不足していても、なお勝利を収める自信がある｡
ところが、諸外国が勢力を笠に着て高圧的な態度
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に出て来る場合には、孤軍奮闘して国内を支えん
としても、はたして勝負はどうなることか予断を

許さな間〕ということになる。このようなでたら

めな論法が滴朝政府の支持を得るにいたったので
あって、洋務運動が破産した後も、光緒帝の実父

の実現は、明らさまに次のように言っている。
｢わが国の軍隊は、家賊〔国内の匪賊〕を防ぐた

めだけのものであって、外侮〔外国の侮辱〕を禦

ぐためのものではなITIと｡大学士で軍機大臣の

剛毅も、常に次のように語っていた。「わが家の

財産は、友人に贈ることはあっても、決してわが

家の奴隷たちに与えてはならな'lqihと｡当時のい

わゆる「車ロ友邦二贈ルモ、家奴ニハ与エズ」と
いう論法こそIま、まさに洋務派の売国的投降政策
を見事に描き出したものとして提示することがで
きるであろう。

の諸国が日本の肩をもって「調停」にのり出して
きた。かくて、李鴻章は屈服することに決め、総
理衙門に勧告して、日本側の全権使節・大久保利
通と北京で台事専約〔日清両国間互換条款並に互
換懇単〕を締結させ、逆に日本側へ軍麹50万両の
賠償金を支払うこととなった。台湾専約は日本の
琉球併呑の野心を鼓舞した。１８７８（光緒４）年、

日本は琉球が清朝へ朝貢するのを饗iL)したので、

琉球国王はしばし１鉢国へ使者を派遣して救援を求
めたol879（光緒５）年、日本は琉球を沖縄県と
し、正式に日本へ併合したのであるが、たまたま
アメリカの前大統領グラント〔Grant,ｕｓ〕が
訪中して、調停者の資格で清朝政府へ日本と協議
して琉球を分割したらどうかと勧めたものの、清

朝政府は受け入れなかI鯛のちにｸﾞﾗﾝﾄはつ

の領地割譲に反対する闘争のような、中国人民の
側に存在する頑強な反抗精神は、明らかに、滑朝

いにきっぱりと日本が琉球を併呑するのも理由の
ないことではないと言い、清朝政府に譲歩を勧め
た｡李鴻章は琉球が海洋に孤立した弾丸黒子の地
にすぎず、中国の安危とは関係なしとみなして、
気前よくうやむやのうちに手離してしまった。と

政府の売国的投降政策とは全く相反するものであ

ころが、実際には、この事件の意譲はきわめて重

る。まさに中国人民のこのような「不擦不屈のま
すます猛烈な英雄的闘争によって、帝国主義はい
まなお中国を滅ぼすことができないし、また永遠

大であって、それこそ「まさに中国の運命を確定

ろが、洋務派が実施した売国的投降政策は、むし
ろ資本主義列強の気狂いじみた侵略をしばしば助
長したのであって、そのことは侵略者の次のよう

る。

ｉｉｉ仏戦争における黒旗軍のフランス侵略者にた
いする英雄的な戦闘、日清戦争における台湾人民

に中国を滅ぼすことばできなﾎﾞ)のである｡とこ

な一貫した見方によって実証されている。すなわ

ち、「以前の砲i菌Bk策こそ最讐のもので、やがて
時が経つにつれて、彼ら中国人自身（楕朝封建支

雲鑿驚夛綴i'i；l《`雲鯛蒜雛

帝国主義列強が「中国のまわりの、もと中国に保

漣されていた多くの圏｣を占領し､これによって
中国への侵略を強化する時期となったのである。
１８７４（同治13）年、日本はアメリカの援助をう

けて、3000名の軍隊を動員し台湾へ進攻した。こ

の聯アメリカの退側W軍ルゼンドル〔mGendre，
GOn.〕と日本の将官大隈・西郷が共同で指揮し、

日本軍を台湾南部の璃矯に上陸させたわけである
が、彼らは台湾人民の英雄的な抵抗に遭って前進
することができなかった。ところが、英・米・仏

し、全世界に対して、賠償金をよろこんで支払う
とも戦争に訴えることを欲しない富有な帝国がこ

こにございますと広譽）することとなったのであ
イギリスもまた当時一歩一歩ビルマを併呑する
ことを計画し、中国の西南各省へ侵略の手を伸ば
していた。雲南・ビルマ間の交通路を開くために、

1874（同治13）年、イギリス人将校ブラウン〔H
Bro-wne〕はビルマから軍隊を率いて雲南へ向け
出発し、北京のイギリス大使館の通訳マーガリー

〔Margary・AugustusRaymond〕は雲南から
ビルマへ入って出迎えた。1875(同治14)年､マー
ガリーはビルマから霞南へ帰ったが、彼が鵬越県
城へ到着した時、そこではイギリス軍が攻撃して
くるといううわさがひろまっていたので、愛国的
な臓越人民は侵略者への怒りをもやし、いっせい
に超ちあがってマーガリーを殺害し、イギリス兵
を駆逐してビルマへ退却させた。イギリス大使の
ウェードはこのことを絶好の口実にして、さらに
大きな矛雌を強奪する。彼の横暴な威嚇をうけて、
漬朝政府はついに李溺章を派適し、1876年９月1３
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日（光緒２年７月26日)、ウェードと次のような
内容の烟台条約を締結させた。①撫仙金20万両を
賞絵する。②湖北の宜昌、安徽の蕪湖、断江の温
州、広東の北海の四カ所を開港都市に加える。③

各開港都市の租界では、外国商品への厘金を免除

する｡④イギリスは上海へ按察司〔司法官〕を派遣
し、承審公堂〔裁判所〕を設立し、領事裁判権を
拡大する。⑤イギリスの汽船は大通･安慶・湖口・

武穴・陸渓口・沙市などの非開港都市に停泊し、
商人や貨物の積み卸しをすることができる。⑥イ
ギリスの派遣した官吏が雲南へ赴任するのを俟っ
て、雲南・ビルマの境界および通商章程を改訂す
る。さらに付則として、イギリス大使館から派遣
された官吏が甘粛・青海地方を遍歴し、あるいは

内地の四川省などからチベットへ入りインドへ至
るコースを探険するものとすることが規定された。
このように、イギリスが脅迫的な手段で獲得した

利権は、実に戦勝国が戦後に敗戦国から強奪した

ものに匹敵する。それから10年の後、清朝は1886

(光緒12）年のチベット及びビルマに関する摺英
協約のなかで、ついにイギリスがビルマを併合し
たという既成事実を承認したのである。

トナムがフランスの保護国となることを承認する。
②フランスが雲南・広西で通商することを許す。
③雲南・広西の辺境へ運搬された輸出商品に課さ
れる税額は、現行の通商税則よりも減額する。④
中国が今後鉄道を敷設する際には、フランスの企
業家と協議する、などである。

以上にとり上げたのは、洋務運動朔における多
数の外交事件の中の比較的重大なものだけである。
われわれはここからすでに次の点を確認すること
ができよう。すなわち、洋務派の指導のもとで売
国的投降的な対外政策が展開された時期に、外国
侵略者は住々にして脅迫や桐喝の手段を用い、_
兵一弾も費さずに、口実をもうけて中国の藩属国
を掠めとり、侵略の触手を中国の辺境まで伸ばし

てきた、ということである。たとえ戦争に訴えた
としても、|まては中国が戦争で勝利を得たとして
も、敵を虎の如く恐れた李鴻章らの洋務派は、な
お依然として売国的投降的な対外政策をとりつづ
け、それを最後までつらぬき通したのである。こ
のことは、洋務派の売国的投降的な対外政策が国
家にも災難をもたらし、重大な危険性を帯びてい
たことを物語っている。

この時期に、フランスもまた積極的にベトナム

への侵略行動を展開し、ベトナムから北上して中
国の西南地方の雲南・貴州・広西・広東への侵略
を推進しようと企図していた。フランスの武力攻
撃を受けたベトナムは、二回にわたって中国へ援
助を求めざるをえなかった。かつての広西農民反
乱の指導者・劉永福とその率いる黒旗軍が、ハノ
イー帯でベトナム人民と共同してフランス侵略軍
に抵抗し、勝利をかちえたという事実によって、
あるいはベトナム人民の抗仏闘争にたいする中国
人民の声援に押されて、清朝政府もついに侵略さ
れた「藩属国」のベトナムを救援するためにはじ
めて出兵し、フランス侵略者にたいする戦争を展
開せざるをえなくなった｡ところが、李鴻章は一
再ならずフランス侵略者とベトナム売渡しの条約
を取極め、ついには1885年３月（光緒11年２月）
に70歳の老将軍・麗子材が陸南関〔友誼関〕で大

資本主義列強の中国における勢力拡趨
中国は広大な国土、豊富な物産、多数の人口を
もつ国家であるが、当時の清朝政府は愚昧で腐敗
していたから、外国侵略者の側からみれば「中国

はこの時期の最も理想的な黄金の国に外ならない。
聰明な実業家や政治家たち（すなわち一握りの資
本家と資本家に飼いならされた官僚一原著者註）

は､彼らの見果てぬ夢をこの土地に託図､中国

勝利を得て、たちまちフランスのフェリー〔Ferry，
Jules〕内閣の倒壊を引きおこすこととなった後

を自分たちの植民地に変えようと妄想していた。
しかしながら、この国の領域に居住する人民は、
自由を熱愛し、革命の伝統に富む人民であって、
彼らはあくまでも侵略に対する反抗をつづけ、た
えず外国侵略者に手ひどい打撃を与えた。そのた
めに、一握りの少数者、すなわち大資本家・工場
主・大請負商人・貴族官僚たちによって構成され
る侵略者の集団が、醜い企みを実現しようとして
も、容易なことではなかったのである。したがっ

にさえ、敵側と中仏会訂越南条約に調印するとい
うでたらめきわまる拳に出た。その内容は、①べ

て､彼らの中国侵略の第一歩は､まず中国を彼らに
従属する半植民地半封建国家に変えることであった。
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この目的を達成するために、彼らは腐敗した清
朝支配階級を支持し、その洋務運動を支持して、
清朝が人民を鎮圧しその国内支配を樹上するのを
援助した。要するに、清明支配階級を外国侵略者
の中国人民支配の支柱に変えたのである｡洋務運
動の時期においては、洋務派の外国侵略者に対す
る実際上の役割はこのようなものであった。外国

のイギリス人ハートで、あらゆる外国侵略者のな
かでも、彼は洋務運動ともっとも関係の深い人物
である。イギリス資本主義と洋務運動の関係がもっ
とも密接であっただけに、その中国における勢力
もまたもっとも大きく、その発展ももっとも急速
であった。

①政治の分野

侵略者は洋務派を通じて、彼らの中国における勢

資本主義列強の中国における政治勢力は、おも

力を拡張し、それによって政治・経済･文化の各
分野において、きわめて大きな発展を芯しとげた

に、中国駐在の外交官と清朝政府で働いている用

のである。

洋務運動と関係のある資本主銭列強は、まずは

員〔お雇い外国人〕を通じて拡張された。前者は
清朝政府に対して論多くの場合強硬手段をとり、
ゆすりと脅迫をこととした。後者はいわゆる「客

イギリス・フランスの両国であり、ついでドイツ・

分」でもって清朝政府の軟化エ作をすすめ、説得

アメリカの両国である。これはこの四つの国家の

をおこなった。洋務派の一官僚で知識分子の藤福
成は、｢英仏トノ交渉ノ事宜ヲ察看スルノ疏」の
なかで、外国公使が清朝政府をどのように圧迫し
ているかについて、次のように指摘している。
「ここ数十年来、西洋諸国のうちで、わが中国
と衝突するところの多いのは、もともとイギリス
とフランスだけであるが、その他一・二の強国も

この時期における経済発展の不均等かもたらした

ものである。「1860年には、世界の工業生産の第

一位を占めたのは、もっとも旧い資本主義国家イ
ギリスであり、その次はフランスであった。ドイ

ツとアメリカは、当時、工業発展の面ではなお一

つの重要なステップを完成したばかりであった。
10年後（1870年）に、状況は大きく変った。急速
に成長した資本主譲国家のアメリカは、フランス
を追い越し、世界工業においてイギリスに次いで
第二位を占めた。さらに10年後（1880年）には、
アメリカはイギリスをも追い越し、世界の工業生
産において断然第一位を占めた。同時に、ドイツ
もまたフランスを追い越して第三位を占め、わず

かにｱﾒﾘｶ､イギリスに次い擢ljo

しばしばこの機に乗じて介入してくるので、事態

は益々複雑困難をきわめることとなるのである。
これまでのイギリス公使のウェードやパークス〔Pa‐

rkes1SirHarrySmith〕、フランス公使のパト
ノートル〔Paten6t鯛,Jules〕等のような人物は、
もっとも中国の事情に通じていて、従来の悪習に

屯u

illみ、動もすれば中国をゆすり、他国と結託して
中国を陥し入れようとしている。彼らに利益を与

この四つの国家のうちでも、とりわけ古株の資
本主義国家イギリスが洋務運動ともっとも密接な

えてやったところで感謝することを知らず、彼ら

関係をもっていた。それというのも、イギリスが

を示すわけでもなく、条約で彼らの行動を制限し

比較的長期にわたって世界工業生産において第一
位を保持しつづけたからであって、対外侵略と競

ようとしても、すべてにわたって遵守するわけで

争においても先頭に立ったのである。かくて、イ
ギリスは滑朝政府の洋務運動にたいしては、武器
と軍人を供給する面でも、とりわけ尽力した。た
とえば、太平天国革命を鎮圧する過程でゴルドン
のいわゆる「常勝軍｣を登場させただけでなく、後
に李鴻章力鞘軍を鋼玉した時に、この作戦に参加し
た部隊0,-部もまたイギリス人将校ウィンスタンリ-

のことではなU､のである｣。

〔Win8tanley,Major〕やドーリー〔Doyl協)Ma‐

jor〕などによって訓練されたものであった。そ
のうちでももっとも重要趣人物は、海関総税務司

と友情を尽して協議したところで、ただちに反応

はない。こと、ここに至った原因は誠に一朝一夕
、）

ところで、単に強硬手段にたよるだけでは反感

を引き起しやすく、また万事うまくいくとは限ら
ないので、清朝政府に雇われて働いている外国人

にも出番がまわってくるというものである。たと
えば、フランスは滑仏戦争の際に、天津海関税務

司デトリング〔Detring,Gustav〕を使って、彼
から李鴻章に建議させるという方法で、天津仮条
約をとりきめ、戦争手段をもってしては到達でき
なかった目的を連成した。清朝政府に勤務してい
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たこれらの外国人、とりわけ海関の「洋員」は、

｢一方では帝国主義の実力を背景にした『外人』
であり、他方では、ともかくも摘朝政府に雇われ
て仕事をする職員であるという、二重の人格の持
主であった。こうした条件によって、かれらは清

朝官僚に畏れられつつも官僚たちの信任を得やす
く、そのため各国が中国に派遣している外交官よ

卜教関係の事件〕が発生した。ところが、洋務派・
官僚はこれらの「教案」を処理する際に、中国人
民を鎮圧することによって外国人に媚びへつらう
のが常であった。１８７０（同治９）年､天津｢教案」
が発生した後、曽国藩は18人の無実の農民を処刑

し、天津地方の府や県の役人を流刑に処し、賠償
金46万両を支払うとともに、高官をフランスへ派

りも、中国の政治に干与し支配する機会が多かっ

遣して謝罪させた。清朝政府はことごとに侵略者
の意向にそって事を処理し、あげくの果てには、

を通じて、内政・軍事および海関等の各方面から

総督を任用するという内政上の問題でも、恥ずか
しげもなく、ハートの意見を求めた。アメリカ人
のモースは著書のなかで、税務司のカートライト

たのであ:]･資本主義列強はこの二種類の人々

清朝政府をコントロールし、彼らの中国における
政治勢力を発展させた。

まず第一に、中国の内政面に対するコントロー

ルの面についてみよう。列強の目的は清朝政府に
不平等条約の実行を確実に保障させ、彼らのさま
ざまの無理な要求を出来るだけ受入れさせること
であった。ハートは1866（同治５）年に、総理衙
門へ「局外秀観論」という一文を提出し、そのな
かで次のように述べている。
「人民の間で契約が取り結ばれるように、国家

間では条約が締結される。人民の間でもし契約違
反があれば官庁に訴えて審査・処理してもらうこ
とができる。国家間に条約違反の行為があれば、
国際法にもとづいて戦争に訴えることも許される。

lljdこしたものは必ず旧条約を承認し、戦費を賠償
する外、条約の規定外になんらかの保障を与えて

はじめて決着することになる。条約に違反する場

合も二通りあって、一つは肯えて条約の規程を守
らない場合であり、二つには条約の規程を実行す
ることができない場合である。もし背えて規定を
守らなければ、必ず無理矢理に守らせようとする
ものが出てくる。もし規定を実行する能力がない

〔Cartwright,William〕が彼に語ったエピソー
ドを次のように記述している。
「カートライトはかつて私に次のように語った。

『1867年:のある日、当時悔関の秘書であった私〔カー
トライト〕は、総税務司の執務室へ行き、京報に
掲載された某人を雲南総督に任命するという上諭
にとりわけ注意を引きつけられた。ハート先生は

彼の日記をとり出して来て、そのなかの記事を指
さして私にみせながら、彼がかって某人を雲貴総
督に、別の某人を四川総督に任命するように勧告
したこと、それというのもこの二つの地方ではま
だ外国貿易がおこなわれていないためであること、
－人はすでに任命されたし、あと－カ月後には他
の一人も任命されるだろうことを話してくれた』

ど孔

清朝政府はあらゆる手だてを尽して彼らを悦ば
せようとしたにもかかわらず､彼らはなお満足しよ

うとはせず､依然としてたえずさまざまの要求を提
出した.ドイツの中国駐在公使プラント〔Brandt，
Ｍ・ｖｏｎ〕の如きは次のように言っている。
「決して忘れることのできないのは、たいへん

ならば、必ず代行しようとするものがあらわれる。

……ひとたび戦争となれば、外国は得をしても損
はしない。……それ故に、あるいはこちらから処
理すべきもの、あるいはあちらから処理してほし
いと願い出てくるものがあれば、はやめに処理す
るにこしたことはなく、そうしてこそ後で他人に
、〕
無理強いされなくてもすむであろう｣。
この外、外国侵略者の急先鋒となった宣教師が
不平等条約にもとづいて続々と中国の奥地へ入り
こみ、人民を食い物にし、中国人民の反抗をひき

待ちのぞまれている内部の改革が完成すれば、中
国を消極的屈服的な状態から積極的活動的地位へ
引き上げることができるであろうということであ
る。このような状況になれば、この国はその時に
は計り難い役割を演じることができるようになる

起こしたので、いたるところで「教案｣〔キリス

た。

だる；n゜

これは要するに、中国の内政を完全に彼らの侵
略の要求に適応するように改変し、消朝政府を完
全に彼らの侵略の道具に変えようというのであっ
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第二に、中国の軍事に対するコントロールの面
についてみよう。資本主義列強の目的は、清朝政

府の軍事力を、中国人民の鎮圧には十分であるが、
外国の侵略に抵抗するには不十分であるというレ
ベルに、永久にとどめておくことであった。もと
もと、彼らは中国への商品輸出を増大させるため
に、あるいは中国人民の鎮圧のために、急いで銃
砲艦船をiNi朝政府へ売渡したのであるが、他方で
は、中国が真に強大になるのを恐れていたのであ
る。たとえば、１８８０（光緒６）年、ゴルドンは香

港総督へネシー〔Hennessey〕へ送った書信のな
かで、次のようにいっている｡｢強大な武装をもっ
た中国は、個々の外国にたいしては､､疑いもなく

極度に自主的になるだろう。中国がアヘン貿易を

禁止すると宣言する可能性は大き'IWllと｡かくて、
彼らは中国へ売り捌いた武器から超過利潤を獲得
しようとした外、なお中国の軍事力を彼らの手中
に握ることを企図した。イギリスのブルジョア歴
史家・キーナン〔ＥｏＶ｡G・Kiernan〕は次のよう
に言っている。「イギリスについていえば、きわ

めて重要なことは、中国の軍事力を支配すること、

総税務司の地位も列強の争奪の重点となった。当
時、「海関は外国船舶と外国商人の貨物を管理す
る権限を委任されていたが、そのいずれの面でも
中国の法権の外にあって、列強との条約による厳
格な支配を受けていた。1860年以来、海関は英仏
両国への賠償金の支払代理者となっていたのであっ
て、滴朝の大臣たちにとってはいまだかって経験
したことのない困難な国際関係のなかにおける唯

一の情報入手機関であり、勧告をうけるための仲
（００）
介者であった｣。したがって、海関(ま総理衙門に
直属して、中央の財政部門には直属せず、海関総
税務司もまた総理衙門の最高顧問となった。財政
と商務に関係する問題だけではなく、甚しきに至っ
ては、外交・内政事務についてさえ、清朝政府は
すべて総税務司の意見を求めたのである。１９世紀
70年代の末から80年代のはじめにかけて、なに故
に「ベルリンが－人のドイツ人をハートの後継者

に指名させ、海関総税務司に任用させようとして

あれほど腐心し、イギリスがこの要求に断固とし

て反対し僧11のかを説明する鍵はここにあるとい

けはなく、かくて、彼らの間の激烈な競争がひき

えよう。同時にまた、ハートが何故にこの時期の
中国政治に大きな役割を果たせたのかを説明する
鍵もここにある。当時の中国の官僚知識人の一人．
陳熾は、かつて事実にもとづいてハートが清朝政
府内でいかに巨大な恐るべき勢力をもっていたか

おこされることとなったのである。イギリスの中

を描写し、次のように言っている。

国駐在公使ウニードは、１８８０(光緒６）年に本国
の外務省へ宛て次のように言っている。すなわち、
中国の軍事改革は必ずある強国の手中にのみ委ね

「天下国家の事についていえば、利〔国益〕と
権〔国権〕とは表裏一体のものであって、どちら
も軽々しく他国の人に預けたりしてはならないも

られねばならないけれども、もしイギリスがその

のである。ところが、わが国民でもないものが、

強国でないとすれば、「きわめて大きな範囲でわ
れわれ（イギリスを指す－原著者註）の利益に

長期にわたってわが国の利権を預ったまま返そう
ともせず、枢要な部署にどっかと腰をすえ、いた

とりわけその鰍を支配することであぎ]と｡当

然のことながら、その他の列強、たとえばドイツ
やアメリカにとっても、このことが肝要でないわ

損害を及ぽｻﾞ)ことになろう､と。

るところに深く根をはりめぐらせている。海関の

李鴻章が1880年２月（光緒6年正月〉に、ハー
トに配して中国海軍のためにイギリス人将校を招
聰させた時、「ハートは同様の方法を陸軍にも運

用すべきであると李鴻章に勧告し勘｡洋務運動

の中心は軍事であったが、軍事こそはまさに外国
侵略者が秘策を尽してしのぎを削り、互いに競争
し、全力をあげて支配桶を握りたいと考えていた
（U⑥

対象Iこほｶｺならなかったのである。

第三に、海関コントロールの面についてみよう。

海関はこの時期に特殊な地位にあったので、海関

税収は年間3000万両にも達するが、それもかの人

物の虫の居どころ具合で増減をする。党類数百人
ついヤ
を引き入れ、給料に二百万両を廃し、時とともIこ
あらわ
陰に(ま朝議〔朝廷の政策決定〕をあやつり、顕に
びモか

は邦交〔外交〕を浅く､たまたま､これにi;憩うも

のあれば、一撃たちどころに加えられる。トン税

の収入額は100万両にも及ぶが、本来これは国家
固有の財源なるも、ひたすら一手に握りしめ、自
己の所有物となしている。浮標〔ブイ〕や灯台は

海洋航行の船舶の耳目なるも、これまた従来の慣
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晋にまかせてその童要性に気づかず、ことごとく

要さえ満たすのに十分でないほどの広大無限な市

ｶｭの人物の管轄に委ねている。かくて、かの人物
の家産は一国に匹敵し、ヨーロッパの24文字ほど

劉を開拓した､と｡1883(光緒9)年､イギリ

のアルファベットで計算すれば、ＡよりＺまでの

言っている。

各文字に100万両づつ割当てるとするも、すでに

「イギリスのように、自らの投資のためにこれ
ほど広大な活動場所を必要としている国家はほか
にはない。この世界中で、中国と比較しうるよう

二周り分に相当するほどの巨額に達し、すべて他
人名儀で自国へ送りこんでいる。その上、外国商

人に麹して､税則〔関税規則〕の改正を阻害し

ている。鄙承修が力>の人物の外にもう一人増員せ
んことを議するや、他の事件にかこつけてこれを

押しつぶし、曽紀沢ｶｺﾞかの人物にとって代わらん
とするや、デマを飛ばしてその企てを覆すという
状態である。外観は忠誠のようだが内実は陰険で
ある。イギリスカゴかの人物を中国駐在公使に任命
せんとするや、力>の人物は休暇をもらって帰国し、
ひそかに他の人物を任命するように要調するなど、

誰計陰謀のほどは際限がな｛乳イギリスの君主が

スの国会討論のなかで、ある発言者は次のように

な場所が一体またとあるであろうﾎﾞ11．

周知のように、洋務運動の時期は、国際情勢の
面からいえば、まさに独占前の資本主義から独立

資本主義一帝国主蕊への転化の時期.である。と
ころで「自由競争が完全に支配していた古い資本

主義にとっては、商品の輸出が典型的であった゜

だが、独占が支配している最新の資本主義にとっ

ては､資本の輸出が典型的となっ催〕｡かくて、
洋務運動の時期には、資本主義列強の中国におけ
る勢力拡張は、ただ単に商品輸出の面にのみ限ら

男爵を授けたことに徴しても、その功績力ｺﾞかの国
にあるを知りうる。騒丘、ベトナム・チベットとの

れていたのではなく、資本輸出の面にも向けられ

条約締結や通商開始にあたっては、かの人物の実

品輸出がこの時期におけるもっとも主要な側面で
はなかったということを意味しない。
しかしながら、資本主義列強の中国向け商品輸
出の過程は、順調にすすんだわけではない。列強
は中国へなん度かの侵略戦争を推し進め、中国を

弟(すなわちジェームス・ハート〔James,Hart〕
のこと－原著者註)をもりたてて多少の功績を
あげさせたのであるが、それもｶｺの人物の死後、
その官位を実弟に世襲させんがための下工作であ
ろう。中国へ入って来る西洋人たちIまかの人物を

尊敬畏服し、天上の人に拝謁するが如き態度で接

たであるが、このことは、当然のことながら、商

脅迫して開港させたけれども、これですべての問

しているけれども、中国の官吏にたいしては軽蔑

題が解決したわけではなかった。「中国人には世
界中でもっとも好まれる食物一米があり、世界

外国資本主義列強が中国の内政・軍事・海関の
各分野をコントロールした結果、清朝政府は各種
の問題で「列強の要求に抵抗することができなかつ

中でもっとも好まれる飲料一茶葉があり、その
外にまた世界中でもっとも好まれる衣服一綿花・
生糸および毛皮がある。彼らはこれらの名産と計
り知れないほどの国内塵製品をもっており、たと

と称した洋務運動の時期は、実際には、まさに彼

全くないのであ:〕゜マルクスもr資本論｣のな

的な態度であしらっているのであ罰。

７４１封建支配者が｢同治中興｣とか｢同光新政」

らの外国侵略者への｢服従の時鋼hであったので

ある。

②経済の分野
広大な領域を保有し物産の豊富な中国は、外国
侵略者からみれば、商品を売り捌くための広大な
市場であった。たとえば南京条約に鯛印したイギリ

え－ペンスのものでさえ他所から購入する必要は

かで、次のように指摘している。

「ここ〔中国〕では、農耕と加工との直接的結
合から生ずる大きな経済と時間の節約とが、大工
“）

業の生産物に最も頑強な抵抗を示してし､ろ｣。
たとえそうではあっても、洋務運動の時期には、
開港都市は1860（成豊10)年以前の７都市から次々

ス側の主席代表ポッティンジャー〔Pottinger，Sir

に追加されて34都市にまで増加し僧;商品の輸入

Henry〕は、当時次のように言明していた。すな
わち、この条約は「ランカシャーのあらゆる工場
の紡織製品をもってしても、中国のただ－省の需

外国侵略者は中国の海関をコントロールして、外
国商品の輸入にさまざまの優遇措置をとり、若干

は価格で計算すれば３倍余に増加した。ここでは、
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の輸入商品の価格が中国の手工業製品の価格より
も低くなるように配慮し､中国手工業の抵抗を押し
つぶすのにきわめて大きな役割を果たした。『海関

華洋貿易剛の数字によれば､外国貨物の輸入実績
は、１８６４（同治３）年には5100余万両であったも
のが、１８９４（光緒20）年には162,103,000両に増
加した。さらに、この時期の主要輸入商品が輸入
総額に占める比率（輸入総額-100）をみれば、
（、
iｶﾋﾞの通りである。

年度
1871～1873
１８８３

9）
1893

19）

3.8

25.5

羽０

22.8

5.8

2.1

32.3

え、イギリス人のハートが海関事務をうまく処理

205

20.5

14.6

0.9

｢通商によって税収入力鶴富となっ勘ものと考

したためであるとみなし、彼の官位を引上げても
らうようになんども清朝政府へ要請している。洋

43.5

あった。この時期の輸入貿易のなかで、各国の占
める比率は次の通りである（各時期の各国の統計＝
100)。

1881～1883

(光緒７～９）
1891～1893

(光緒17～19）

（,？）

を占めていｶﾆ。

2.8

入した二つのもっとも主要な商品であって、その
なかでも第一位を占めたのはアヘンという毒物で

(同治10～12）

セントを占め、イギリスの居留民は52パーセント

30.2

以上の統計数値からもわかるように、アヘンと

1871～1873

を加えて総計すると、各開港都市の商社は451社、
居留民3995名で、その内、イギリスの商社が66パー

37.7

綿布 綿糸 綿花 その他

綿織物こそ資本主義列強が洋務運動期の中国へ輸

年度

商社は31社、居留民469名、ドイツの商社は64社、
居留民364名、フランスの商社は20社、居留民228
名、ロシアの商社は16社、居留民170名、日本の
商社は２社、居留民61名であった。その他の国家

外国商品の輸入が増加し、とりわけイギリスの
アヘンと綿製品が中国で売り捌かれた結果、中国
人民の財貨は大量に海外へ流出することとなった。
ところが、洋務派の首領の李鴻章はこれをむしろ

アヘン

(同治10～12）

ギリス商社は299社、居留民2070名、アメリカの

香港英国日本米国露国
英国 日本 米国 露国 その他
香港
32.5 34.7

3.7

36.2 23.8 4.9

0５

3.7

0.2

2８５

0.2

31.2

務派は外国侵略者が中国人民を搾取して得たもの
から少しばかりのおこぼれをもらうことができた
だけで、すでに十分に満足していたのである。し
かし、中国人民は逆に次のような厳しい批判を提
起していた。すなわち、アヘンは「絶大なる国益
浪費の毒物である。統計上では毎年七万箱のアヘ
ンを輸入していることになっているが、実際の輸
入量は十万箱にも連するはずである。蓋し脱税ア
ヘンが十の三にも達するからである。とすれば、
三千数百万両の銀を浪費して七百余万両の関税を

回収したところで、差引き二千余万両の銀を浪費

したことになるのである。民間の二三千万両の財

貨を捨てて六七百万両の関税収入を手に入れたと
ころで、それは所詮、肉をえぐりとって瘡を補う
ようなものであって、しかもその瘡がまだ治愈し
ないうちにその肉はすでに魔燭してしまっている

51.2 20.4 4.7

4.5

0.6

という状態では、一体どうすればいいのであろう

18.6

釘と。

イギリスが絶対的な優勢を占めているわけであ
るが、さらに香港を加えれば、洋務運動の時期に
イギリスが中国へ輸出した商品の総価格は、中国
の輸入総額の60パーセント～71.6パーセントに達
する。またこの時期の各国の中国における商社と
居留民をとってみても、やはりイギリスがもっと
も多い｡１８８４（光緒10）年には、各開港都市のイ

さて、以下さらに、洋務運動の時期に、資本主
嚢列強が中国へ資本投下した状況を検討すること
にしよう。いわゆる資本輸出は「二つの基本的な
形態でおこなわれる。その一つは、他国の政府や

銀行に借款をあたえる方法である。他の一つは、

外国で工業企業や商業企業や銀行企業を設立した
り、利楢を獲得したり、鉄道を建設したり、さら
に、弱体化した（たとえば戦争の結果として)国々
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西里・金城：牟安世著『洋務運動」

の既存の企業を二束三文で買いとったりする方法
（0000

いて工場を建設し操業することは、洋務派の歓迎

である｣。

するところであって、どのような形であれ、禁止

生産資本の輸出の面についていえば、外国資本
の中国における企業経営は、アヘン戦争後まもな

などということは問題にもならなかったのである。

く広州・上海等に出現した。洋務運動における６０

しく阻害を蘂った。

年代の官営軍事工業の出現よりも20年前のことで
ある。たとえば、1840年代に、イギリス人クーパー

列強、なかでもとりわけイギリスは、この当時、

しかし、中国の民族資本の発展は、このために甚
貸付資本の輸出の面についていえば、資本主義

〔Couper〕が広州に建設したクーパードック〔Cou‐
perDock〕は、イギリス資本がこの地で経営し
たもっとも早い時期の工業であった。総じていえ
ば、彼らが中国で経営した近代工業は、船舶の修

すでに資本過剰の現象を呈していた。列強は巨額

理製造業、加工工業、軽エ業および「租界」の公

列強が中国に開設した銀行のうち主要なものには、
1867（同治６）年イギリスが避毎に設立した歴豊銀

共事業の四種類に分けることができる。その目的
は彼ら自身の運輸業を発展させること、あるいは

中国の労働力と原料を廉価に買い入れて商品を生

産し､超過利潤を取得することにあっ騨彼らの
｡"】

｢総投資額(土2800万元」に近く、雇用された中国

人労働者はおよそ3万4000人と見積もられて112゜

の利潤を追求するために、「中国政府に借款をあ
たえ、中国に銀行をもうけることによって、中国

の金融と財政を独占し礎〕･洋務運動の時期に、

行支店〔HongkongandShanghaiBanMngCor‐
porationX1875（光緒元）年に設立した麦加利

銀行錨〔ChartOrOdBankoflndia,Austra‐
liaandChinaM889（光緒15）年にドイツが上

海に設立した徳華銀行〔Deutsch-AsiatischeBa-

これらの数字は清朝政府の売国の確実な証拠であ

nk〕がある。これらの銀行の外に東亜銀行〔Ori‐

る。

entalBankingCorporation〕支店も洋務運動期
以前の1848（道光28）年に、イギリス人が上海に

清朝政府は単に外国侵略者が不平等条約によっ
て取得した利益を保証したばかりでなく、彼らが
条約以外の権利を取得することをも黙認し、ある
いは許可した。１８９４（光緒20）年の日清戦争以前
には、外国商人が中国の開港都市へ機械を運びこ
んで中国産の貨物を加工することについて条約上
にはなんの規定もなかったのであるが、清朝政府
はこれを禁止しようとはしなかった。さらにいま
少し説明を加えなければならないことは、これら

の外国資本が経営した工業のうちの若干のものが

洋務運動ときわめて密接な関係にあったことであ
る。たとえば、上海のイギリス系の祥生ドック

〔Boy。＆ＣＯ.〕や耶松ドック〔ShanghaiDock
andEngineeringCo.〕は、洋務派官僚が汽船や
砲艇を修造する工場であって、「毎回修理費はや
やもすれば数千両あるいは－万余両に達し、……
そこで西洋との通商を開始して以来､上海に耶松・
祥生などの外国人経営のドックがあって、もっぱ

ら汽船の修理に当っているわ(|；〕であった｡李鴻

章は1888（光緒14）年、江海関道の襲照暖に命じ

設立したもので、これこそ外国人が中国の領土に
開設した最初の銀行である。これらの銀行はたち
まち中国の各通商都市に支店を設立し、各地にあ

まねく手を伸した。イギリスの銀行についていえ
ば「その中国における支店数は、1870年には17行、
1880年には19行、1890年には30行で、それらの資
本をあわせると、1880年には1681万ポンドに達し

)'１１)。

これらすべての銀行のなかで、腱豊銀行がもっ
とも大きな勢力をもち、全中国の銀行事業を型断す
る金融界の巨頭であり、「それ〔瞳豊銀行〕は1880
年には、中国貿易にたいして号令をかける総司令
官のような地位を、全くゆるぎないものとして確
立していた。イギリスの多くの商社は該銀行と利
害関係をもっていた。すべての海外銀行と同様に、

該銀行はイギリス人の利益のために、不正な手段
を用いて貿易を操縦した、といって人々は非難し
ている。しかし、雁豊銀行にたいする批判は、お
もに、中国の海関収入を管轄する特権をにぎり、

て、一万6700余両で耶松ドックに航海用の小汽船

さらには住々にして自からの目的のために、関税

一隻を発注させた。

収入を使用したことに向けられている。これこそ

ここからもわかるように、外国資本が中国にお

匪豊銀行が他のすべての競争相手を圧倒して金融
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界に君臨することを可能にした重要な原因であっ
た。こうして該銀行はイングランド銀行の強大な

支柱となったのであ罰。

歴豊銀行が中国の海関収入を管轄する特権を握

依存することとなり、半植民地半封建社会の泥沼
へふみこむにいたったのである。

③文化の分野

毛主席は『中国革命と中国共産党』のなかで次

るにいたったのは、総税務司のハートが歴豊銀行

のように指摘している。すなわち、帝国主鍵列強

とぐるになってやったことである。この銀行は中
国から搾取した巨額の資金を、そのまま摘朝政府
へ貸し付け、さらに海関がその返済を保鉦するこ
とによって、最大限度の利潤を獲得した。歴豊銀
行の金融上の巨大な実力こそが清朝政府をしてそ
れに依存せざるをえないように仕向けたのであっ
て、かくして塵豊銀行は中国の財政を自己の手中
に握ることとなった。洋務運動期の清朝政府の外
債は基本的には腿豊銀行が引き受けたもので、こ
のような歴豊銀行の経済的支持があったからこそ、

は中国にたいして軍事的・政治的・経済的抑圧の
あらゆる手段をとった外に、「中国人民の精神を

洋務派は人民鎮圧のための内戦を遂行することが
できたのである。たとえば、左宗業が西北で回教
徒の反乱を鏑圧するための軍事行動をとった時に
は、１８６７（同治６）年、１８６８（同治７）年、１８７７

(光緒３）年、１８７８（光緒４）年、および1881
(光緒７）年の５回に分けて外憤を借りたが、そ

の総額は1575万両余に達臘また､イギリスの

代理公使オコーナー〔０，conor,NicholasR〕の
1885(光緒11）年の銃:fによれば、当時、清輔攻
府の外債は、「547万ポンドであったが、歳入1500
万ポンドの清朝政府にとって、この額は小さいも
（０ｍ

のでIまなかった｣。

資本主義列強の中国にたし､する商品輸出と資本
輸出がたえず増大したことは、洋務派にとっては、

内外の樋商によって税収力攪富となる」ことを

意味したのであって、これこそ彼らが国内の人民
を鎮圧するための経済的基礎であった。しかし、

中国人民にとっては、まさにその逆であった。す
なわち、例強の中国に対する陰謀の手口をみる
に、それは中国人民の膏血を吸い取る方法であっ
て皮毛を削りとるやり方ではない。中国の資材を
略取するのであって、軍営を攻略するのではない。

まさに聯盟すると称して陰謀をはかり、鱒和条約
を兵刃にかえて切り込んでくるのである。精華を
吸い蝿されて痩せさらばえるにいたった時には、
もうこんな人間を片づけるのは、枯葉を一ゆすり

してふり落とすようなものであるI乳｡その結果、

やがて確実に中国は経済的に資本主襲列強へ全く

麻痒させる面でも、手をゆるめてはいず、これが、

かれらの文化侵略政策である。布教、病院、学校
の開設、新聞の発行、留学生の誘致などが、この
侵略政策の実施である。その目的は、かれらに服
従する知識人幹部を養成することと、広範な中国

人民を欺廟することであ艶と｡洋務運動の時期

｛よ、たしかに外国侵略者の中国にたいする政治的
抑圧と経済的搾取がきわめて厳しい時期であった。
ところで、毛主席がここで提起している文化的侵
略政策に関する実施項目についてみるならば、ほ
とんどすべてがこの時期に出そろったのである。
列強は文化侵略によって中国人の精神を麻痒させ
る面でも、たしかになんら手をゆるめることはな
かったのだということがわかる。

「宗教は人民の阿片であき]。したがって､布

教こそまず第一に外国侵略者が広範な中国人民を
愚弄するための根本的手段となった。清朝政府は
1858（威豊８）年の天津条約のなかで、外国侵略
者の中国における布教活動を正式に許可し、プロ
テスタント・カトリックの布教を正式に承認した
ので、「中国の官吏はいささかも宣教師を酷待し

たり布教活動を妨害してはならな(l(]､｢中国内地

に入って布教活勤に従事する者にたいしては、中
国の地方官は務めて厚く待遇し保謹しなければな
らず、凡そ中国人でカトリック教……に入信せん
とするものにたいしては、決して取り調べたり禁
止したりしてはならず、懲罰を受けることのない

ようにすべIU3｢爾今あらゆる……宣教師､信者

は等しく救伽保謹されなければならなＭｌという

ことになった。それ以後、宣教師たちは布教に名

を籍りて、実際に中国の内地へ深く入りこみ、情
況を調査し、中国侵略のための情報や資料を列強

へ提供した。いたるところで、ことを挑発するも
のも日ごとに増加した。中国人民と外国宣教師と
の衝突によってひき起こされた「教案｣〔宗教紛
争事件〕についていえば、天津条約が締結されて
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以後の10余年間、終始発生している。そのうち、

(同治２）年の上海広方言館、１８６４（同治３）年

もっとも早く発生したのは、１８６２（同治元）年の
南昌教案である｡教案の規模がもっとも大きいのは
1870(同治９）年の天津教案である｡洋務派官僚
はこの教案を処理するにあたって、侵略者を擁護
する立場にたち、ことを荒だてないように侵略者

の広州同文館、１８６７（同治６）年の福州船政学堂、
1881（光緒７）年の天津水師学堂、1886(光緒12）
年の天津武備学堂、１８８７（光緒13）年の広東水師
学堂などがあるが、ミれらの学校ではいづれも

に譲歩し、賠償謝罪をこととしながら、中国人民

｢洋人」を招聰して教師とした。これらの学校は
外国人教師に牛耳られ、中国のために人材を養成

にたいしてはなんの遠慮もなく苛酷な処罰をおこ

したのではなかった。主任教授のアメリカ人宣教

なって、鎮圧をこととした。

師マーチンが30年にわたってコントロールした北
京同文館は、ただ若干の買弁を訓鰊しただけであっ
た。他方､外国人たちは当時中国に結社を組織し

清朝政府は天津条約のなかで、なおその外にも、
外国侵略者が「各都市および各地方において……
土地を租借し、家屋を建設し、……病院を設立す

:y)のを許可している｡洋務運動の時期に､彼ら

によって設立された大規模な病院には1861（威豊

た。たとえば、１８８７（光緒13）年の益智会、１８８５
(光緒11）年の中華キリスト教青年会､および1890
(光緒16）年の中国教育会などである。彼らはこ

れらの組織を利用して、各種の宣伝活動を推進し、

11）年設立の北京協和医院と1865（同治４）年設
立の上海同仁医院がある。この外、中国の各開港
都市から内地にいたるまで、教会勢力が深く入り

侵略者の影響力を拡大した。

こむにつれて、宣教師たちは住々にして教会付近

にはじまったのではなく、すでに早くも1830（道

に病院を経営し、病院で治療してやるといったよ

光13）年に、ある外国人力拡州で『東西洋考毎月

うなわずかばかりの恩恵を施すことを餌にして、
その地方の住民をさそいこんで入信させ、侵略勢

統紀伝』を創刊しているが、これは中国領内で発

力の拡大にとって好都合な条件をつくり出した。
同時にまた、外国資本は上海で製薬工場を経営し

新聞.雑誌の判淵こ至っては､洋務運動の時期

刊されたもっとも早い時期の中国語の雑誌で鑓。
洋務運動の時期に創刊されたものには、１８６１（威

＆Schroeder〕および1886(光緒12）年のイギリス
系屈臣氏大薬房〔Ａ・SWatson＆ＣＯ.〕などで
ある。これらの外国系製薬工場の常套手段は偽薬
を製造・販売して中国人民の健康をそこない、Ｗ‘

豊11）年の「香港新聞上１８６２（同治元）年の上
海の『中外雑誌』、１８６５（同治４）年の広州の「中
外新聞七日録｣、１８６８（同治７）年の上海の「教
会新聞」（後に「万国公報」と改名)、１８７２（同治
10）年のｺﾞﾋ京の「中西聞見録｣、１８７５（光緒元）
年の上海の「小孜月報｣、１８７８（光緒４）年の上
海の『益聞録｣、１８８０（光緒６）年の上海の「図
画新報』、１８８７（光緒13）年の漢口の「益文月報」

ずべき利潤を追求することであった。外国系新聞

などがある。

社の華北先駆周報〔North-ChinaHerald〕の記
者でさえ、はっきりとその事実を認めて次のよう
に言っている。「港（香港)、掴（上海）の諸薬局
の中国における商売は繁昌しているが、にせ薬……

外資経営の中国語新聞でもっとも早い時期のも
のは、１８５８（威豊８）年の「中外新聞」（香港の
｢狩刺報」の中国語版）である。洋務運動の時期
に創刊されたものには、1862(同治元)年の「上海
新報」（｢字林報」〔North-ChinaDailyNews〕
の中国語版。「字林報」は日刊であるが、その外、
週刊の「華北先駆周報」があり、それらはいずれ
もイギリス資本の経営する字林報社が1850年すな
わち道光30年にﾁﾘ行を開始したものである)、１８６４
(同治３）年の香港の「華字日報-１（｢徳臣報」〔Ｄａ‐

た。たとえば、１８５３（威豊３）年に建てられたイ

ギリス系の署鱸i薬房〔JLlewellyIl&C｡.〕、
ヨワァ

1866(同治５）年のトダイツ系の科発薬房〔Voelkel
ワャン

などによる数倍もの儲けぶりは、人々の羨望のま

ととならないわけにはいかなM3と。

外国人は中国で自から学校経営にのり出したが、
この時期に宣教師たちは若干の中等以下の学校を
経営すると同時に、洋務派に学校を設立させてこ
れを彼らのコントロールの下においた。洋務派が
洋務運動の推進のために創設した一連の学校には、
たとえば、１８６２（同治元）年の北京同文館、１８６３

ilyPress〕の中国語版)、１８６８（同治７）年の福

州の「中国記庫日報｣、１８７２（同治11）年の上海の
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｢申報｣、１８８３（光緒８）年の上海の「字林鬮報」
（「上海新報」停刊後の「字林報」の中国語版)、
1886（光緒12)年の天津の｢時報｣､1893（光緒19）
（020）
年の上海の「新聞報」など力Kある。
外国資本の経営する新聞・雑誌が、洋務連動の
時期に雨後の筍のように続出したのは、この時期
の資本主義列強の中国における政治的･経済的勢
力が巨大な膨張をとげたことの反映である。しか
も、これらの新聞･雑誌が基本的に上海という土
地に集中したという事実は、上海がこの時期にす
でに「個々の帝国主義グループの重要な利益の世

界的交蝋]となったことを物語っている｡前掲

の多くの新聞・雑誌のなかでも、｢字林報」はもっ
とも早く成立し、しかももっとも大きな勢力をも
つイギリス帝国主凝の中国における機関誌であっ
たということを指摘しなければならない。それは
教会との関係もきわめて密接で､およそ中国内の
教会のあるところには、ほとんどどこにも「字林

劉の探訪記者がいて､はるか四川･雲南．甘'i1.
新調などの地方にさえ、定期的な通信網をはりめ
ぐらせていた。イギリス帝国主蔑は長期にわたっ
てこの新聞を利用し、中国の各地の情況を調査し
ながら同時に自己に有利な世論をつくり出したの
である。

最後に、留学生を誘致するという点についてい
えば、アメリカがもっとも早かった。１８７１（同治

10）年、アメリカ公使のロー〔Low，ｎＦ.〕は
天津で李湖章と留学生のアメリカ派遣の件を相談

した際に､｢すみやかに着手することを勧め闇

のであるが、果して翌年、すなわち1872個治11）
年には、洋務派の首領の曽国藩・李溺章は陳蘭彬
と容閏の二人に命じて、３０名の児童を引率してア

「この若い世代の中国人を教育することができ
た国こそ、この面で払う努力によって、精神上お
よび商業上における最大限に可能な収穫を手に入
れることができるだろう。もしアメリカが30年も

前に中国の留学生の潮流をこのアメリカへ向かわ
せ、同時にこの潮流をひきつづき拡大させること
ができたとすれば、われわれは現在必ずやもっと
も円満なもっとも巧みな方法を用いて中国の発展
をコソトロールすることができたはずである。－

このことは、知識と精神の面から中国の指導者を

支配する方式を用いることを意味する。……精神
上の影響をひろめるためには、若干の資金を賀や
さねばならないが、たとえ物質的な面からいって
も、他の方法とくらべればより多くの収穫をあげ
ることができよう。商業が精神的支配の後に従う
というのは、軍放の後に従うよりも一層確実で信
（1z⑪

頬すべき方法である｣。

以上のことからもわかるように、列強が留学生
を誘致して彼らに服従する知識幹部を養成し、文
化侵略を推進したことの意義は、前掲の献策のな
かにもっとも明確かつ露骨に脱明されている。洋
務運動の時期に、洋務派は留学生をアメリカへ派
遣した外、イギリス・ドイツ・フランスへも派遣
した｡１８７６（光緒２）年、李溺章は准軍の将校・
下長勝ら７人をドイツへ派遣して軍事を学ばせ、
船政大臣の沈葆ｵﾛは若干の学生をフランスへ留学
させた。１８８７（光緒３）年、李鴻章はまた学生３０
人を英仏へ派遣し、海軍や造船などの科目を学習
させた。この後もひきつづき派遣され、中止され
ることばなかったのである。
アームストロング社・クルップ社等の
お得意先となった洋務派

メリカへ赴かせた。これが近代中国から外国へ派
遣された最初の留学生であって、「四年間に合計1

20名を毎年洋行させ罰予定であった｡アメリカ

はなぜこれほど積極的に中国の留学生を誘致しよ
うとしたのであろうか。それにはもとより一つの

資本主羨国家の各工業部門のなかでも、軍事工
業はもっとも儲かる部門である。マルクスは、金

儲けこそ｢資本主襲的生産の推進的動艶である、

打算があったからで、この打算は､後に1907（光緒

と指摘している。軍事工場の工場主が信じられな

33）年に、イリノイ大学の学長ジェームス・ウィ

いような利潤を獲得できることを保証するために、

ルソン〔Ｊ・HWelsOn〕のアメリカ大統領ルーズ

外国侵略者は楕朝政府に大量の武器を提供し、清
朝の中国人民虐殺を援助した｡早くも1856(威豊６）
年に、上海海関税務司のイギリス人レイ〔Lay，

ベルト〔Roosevelt,Theodore〕への献策のなか

で、赤裸々に暴露されている。彼は次のようにい
う。．

HoratioNel8on〕は清朝政府に次のように申し
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出ている。すなわち、イギリスが「新たに製造し

た小型砲艦は、……船体軽快にして稲載火砲も糟
妙で、たとえどんなに水深の浅くいりくんだ狭い
ところでも進入することができる」ので、「この
砲艦数隻を買い入れて狂憲〔手ごわい敵〕を掃討」
するようにと建議するとともに、イギリス人も

｢誓約書を入れて従軍し一働きしたいと希艶し

来まとまった額の税収が徴収された後で代金の支・
（120）
払をしていただきたL､」と要請した。これを見て
もわかるように、当時の各国の中国駐在公使と

｢お雇い外国人」たちは、実際にはすでに自国の
兵器商人のセールスマンとなって、競って清朝政

府に銃砲船舶を売りこむ外、必要な人員を送りこ
み、さらに一歩すすんで中国をコントロールしよ

た。第二次アヘン戦争が終って、北京条約が締結

うとしていたのである。ところが、中国人民の反

されたその日に、フランス特派全櫓大使グロ〔Bar‐

乱にたいしては、彼らは極度に仇敵視していた。

onGros〕も「宴会の最中に自から自国の砲艦の
すばらしい威力を誇り、貴国が必要とするのであ

らはじまったものである。たしかにその通りでは

れば販売させるようにするし、またもし同型の砲

艦を製造したいというのでしたら、技術関係者を
派遣して製造方法を教え、試作させるようにしよ
うといい、また中国が反乱軍を掃討するのを援助
するために、中国の各港湾に停泊しているフラン

スの船舶や兵士を自由にお使い下さいと申し出て
、、

きた｣。１８６１（威豊11）年、税務司のハートも次
のように言っている。
「かの国の汽船についていえば、数百人乗りの
大型の汽船一隻の値段は数十万両で、百数十人乗

洋務運動は外国の銃砲船舶を買い入れることか
あるが、その外にも、洋務派は洋務連動を展開す
るにあたって、かって軍事工業を建設し、外国の
銃砲船舶を模造することを企図したばかりではな
く、実際にそれを実現している。しかし当時の中
国の生産力水準はきわめて低い状態にあったため
に、しかも「武器の生産はさらに生産一般に、し
たがって－『経済的櫓力』に、『経済状態』に、
その暴力がもちあわせている物質的手段にもとづ

いてい:lIlために､洋務派は軍事工業を建設しよ

十万両にすぎない。汽船の運転操縦方法について

うとすれば、技術の面でも、人材の面でも、外国
侵略者に依存せざるをえなかった。ところが、外
国侵略者は中国が本格的な軍事工業をもつことを
望まなかったから、中古品の機械を洋務派に提供
して巨額の金銭をだまし取ったのである。他方、
19世紀の後半期には、資本主義諸国は武器の改良

は、広東・上海などに熟練者が多数いるので、中

をきわめて迅速にすすめつつあったのであって、

りの小型の汽船一隻の値段は数万両である。大型
の汽船は中国の内河を運航するには不利である。
もし小型の汽船十余隻を採用してすぐれた強力な
銃砲を追加装備することにすれば、その経費は数

国内地の人間を願い入れて熟練者について随時に

当時の各国の武器製造の情況は、次のようなもの

操縦法を習得させ、内河を航路に用いるようにす

であった。

れば、きっと効を妻するはずである。もし中国内
地の人間には一時に全部を習得することが不可能
であるとすれば、２～３名の外国人を雇ってきて

「砲の種類のことについていえば、ドイツでは
すべて後装腔iii砲を装備し、イギリスではすべて

舵取りや銃砲操作に当らせることもできる。しか

も中国が外国人を雇用することをイギリスやフラ
ンスも妨害することはできない。もし汽船を買い
入れたいというのであれば、価格の半額だけを前
払いして、汽船が完成して引き取った後に全額を

支払うことにすればよ１３.

前装腔綾砲を装備し、ロシア・フランスでは小砲
の大部分に後装腔綾砲を用い、大砲の大部分に前
装腔綾砲を用いているが、アメリカではまだ旧式
の滑腔健発砲が用いられている。そのうちで著名
な兵器商人の工場をあげれば、ドイツにはクルッ

プ社〔Krupp〕があって、そこではもっぱら全鋼
製の後装腔綾砲を造り、イギリスにはアームスト

同年、フランス大使館の翻訳官クレコフスキー
〔KIezkowski〕は帰国する際に、「総理衙門から
公文書を発給して私に砲艦を購入させるようにす
れば、私はわが国の君主にその旨申しあげて、中
国に代って砲艦を買い入れることにするから、将

ロソグ社〔TheArmstrongCompany〕があっ
て、もっぱら熟鉄包鋼製の前装腔榔包を造り……、
以上が外国砲の大略である。外国銃のことについ
ていえば、後装腔綾銃があらわれて以来、外国人
は前装腔綾錦をほとんど問題にしなくなった。そ
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のうちもっとも著名なものをあげれば、イギリス

るのをいいことにして、清朝政府に次のように建

のヘンリー･マルチニ銃、アメリカのレミントン

議している。
「洋薬〔アヘン〕の一件についていえば、差し

銃、ドイツのモーゼル銃、フランスのシャスポー
銃などがある。最近シャーフル銃というのがアメ

リカにあらわれたが、いずれも後装腔綾式に属し
（ISJ）

てし､て、各国の重視するところとなっている｣。

出された脅面に照して中国商人と外国商人からそ
れぞれ45両づつの税額を徴収する外、輸入後にど

の地方へ運び込んで売り捌くかにかかわらず、再

船舶に至っては、当時の局面はすっかりイギリ

度その地の地方官が印票を給与し、牙行〔仲買業

スの独占するところとなっていた。「近代の戦艦
は、近代の大工業の産物であるばかりでなく、同

者〕の納帖の例に照して、－帖ごとに若干の銀両

時にその一つの見本でもあり、一つの浮き刀圖－
なるほど、おもに貨幣の浪費を産み出すためのも

うまい具合に処理することができたならば、中国
商人と外国商人が納める規定の税収の外に毎年銀
数十万両を増収できるわけである。この収入を貯
めておいて船舶銃砲を購入するのに用いたならば、

のではあるが－でもある。大工業が一番発展し
ている国が、このような軍艦の建造をほとんど独
占している。トルコの装甲艦の全部、ロシアの装

甲艦のほとんど全部、ドイツの装甲艦の大部分は、

ｲｷﾞﾘｽで建造され魁｡このような実際に存在

した客観情勢のもとでは、洋務派が軍事工業を建
設して外国式の銃砲船舶を模造しようとしても、
失敗するのは必然的であった。李鴻章はかかる状
況を認めながら次のように説明している。
「中国が模造したのは、いづれもその当初には
旧式のものばかりであった。全く模範とすべき教
師に乏しく経験不足のためである。官営工場の技
術見習生たちはすでに教師の手をはなれて自から
製作しているけれども、ただ型通りに製作するこ
とができるだけで、引きつづき技術を向上させる
ことはできない。たとえ新式の技術を探し求め、
孜孜としてその習得に努力したとしても、数年後
には西洋人たちが別の新奇な技術をうみ出すこと

を納めさせるようにしたらどうであろうか。もし

これまた国家に稗益するに足るである罰。

むろん、清朝政府はこのようなやり方に同意し、
曽国藩は1868年10月（同治７年９月)、あっさり

と｢洋税〔海関税〕のうち二割を充当す:]方式

を提案した。実際のところ、洋務派が外国から銃

砲船舶を聯入しようとしさえすれば、経費がない
という心配はなかったのである。レーニンは『帝

国主蕊論」のなかで、武器の販売によって高い利
潤を得ることができることから、もし買手に金が
なければ、たとえ買手に金を借し与えて武器を購
入させても、売手もまた十分に満足な結果を得る
ことを、次のように指摘している。
「もっとも普通なことは、借款の一部を、債権
国の生産物、とくに軍需品、船舶等々の購入のた
めに支出することを、借款の条件とすることであ

る。フランスは、最近の20年間（1890年～1910年）

になれば、中国はまたしても旧式の水準にとどま

に、きわめてしばしばこの手段に訴えた。こうし

るわけで、いわゆる人二随テ計ヲ作セパ終二人ニ
オワル

て、資本の輸出は商品の輸出を促進する手段とな
る。そのさい、とくに大きな企業のあいだの取引
は－シルダーが「ものやわらかに」述べている

后ﾙﾅﾘということになるのであ:]ｏ

当然のことながら、李油章はこのことが科学と

社会的生産力のうk準のたち遅れに関係しているこ
とを理解しなかった。したがって、３０余年にわた
る洋務通勤の期間、洋務派は終始外国侵略者から
銃砲船舶を買い入れつづけたのである。これこそ
洋務運動のきわめて邇要な内容であって、事実が
証明しているように、洋務派はまた終始アームス
トロング社やクルップ社などの外国の大軍事工場
のお得意先であったのである。なんとハートはこ
の時期に、早くも洋務派に代って武器購入の費目

を準備してあった。彼は海関の税収を管理してい

ように－『贈賄と紙ひとえ」のようなものであ
る。ドイツのクルップ、フランスのシュネデル、
イギリスのアームストロングー-これらは、巨大

銀行および政府と緊密に結びついていて、借款を
締結するさいには容易には『無視」できない商会

の見本であ罰。

すでに言及したように、洋務運動の期間、左宗
桑は総額1575万両に連する５回もの借款を手に入
れたが、その大部分は外国から後装腔綾式騎兵・
歩兵銃やプロシアの螺旋推進式後装腔儀砲などの

－５８－
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新式の銃砲を胸入するのに用いられたのである。

張之洞は1884（光緒10）年に両広総督に任命され
た後、西洋から300万両を借款し武器を購入した

いと上奏し、次のように言っている。「私〔張之
洞〕は広東へ赴任して以来、兵器を購入、装備す
ることを第一の任務として、大金を惜しむことな
く広範囲にわたって欧米の各国から利器を探し求
め、わざわざ遠方から外国人将校を募集して雇い

入れ､部隊の教練に役立ててい:]と｡実際､洋

務派が外国の銃砲船舶を買い入れようとすれば、
いくらでも借款することはできたのである。のみ
ならず、外国侵略者の側にとっても、このような
借款こそは、彼らの銀行が「あらゆる術策を尽し

て追求したところのもっとも有利な業濁であっ

た。問題を解く鍵は買手の側が武器を買いたいと
いうことでさえあれば、彼らはどこへでも尋ねて

行って、すすんで買手に金を貸してくれるという
点にある。

や、各国は礼を尽して彼を歓迎したのであるが、
とりわけドイツ人の歓迎ぶりはもっとも甚しかっ

た。というのも、李鴻章の今回の各国訪問の狙い
は必ずや船舶・弾丸を大愚に購入することにある
はずで、さまざまの通商上の大利を得る絶好の機

会がここにあると考えられていたからであ罰。

ここから、洋務派が外国の銃砲船舶を購入すると
いう行為は、どれほど資本主銭列強に歓迎された
かがわかる。洋務派の首領・変折は早くもこの点

に気づいてご列強に利益を上げさせさえすれば

｢その泥懇の交際を乞う」ことができるといって
いる。ただ、彼は「利」を与えることによって列
強の全面的な侵略を緩和しようと妄想したのであ
るが、それは全くできない相談であった。
洋務派の外国侵略者との結託は、結局のところ、
中国にどのような結果をもたらすこととなったの
であろうか。

まず第一に、洋務派は侵略者によって供給され

このような情況のもとで、洋務派官僚たちは、

た銃砲船舶を利用して、中国人民の反封建反侵略

資本主曇列強の中国駐在公使、各開港都市の海関

をめざす革命を絞殺した。
毛主席の指摘によれば、こうである。「これま

税務司や外国商社を通じて、しきりにアームスト
ロング社やクルップ社などの兵器工場から銃砲船

舶を職人した。そのなかでも、とりわけ総税務司
ハートは、清朝政府の海関職員というよりも、む

しろイギリスの兵器工場が中国へ派遣した駐在員

での中国革命の失敗は、いずれも帝国主義によっ
てしめ殺されたものであり、革命に殉じた無数の
烈士たちは、そのために、つきぬうらみをいだい

て死んでいつ闇｡このことは､外国の銃砲船舶

じて処理されたものである。のちに清朝政府は次

こそが清朝政権の余命をつなぐうえで、決定的に
重要な役割を果たしたことを意味する。この点こ
そ洋務派の得意になって吹聴する点であって、禰
朝政府が手柄をひけらかす重要な材料として用い
たものである。汽船は「髪逆〔太平天国〕を劇肘

第にあの兵器工場の支配人たちと直接に交渉する

することができ、遠大な戦略に従事することもで

ようになる。たとえば、李鳳苞・許景澄・劉瑞芽
などのような人物は、清朝政府の外国駐在公使と
いうよりも、洋務派の派遣した買弁といった方が
適切であろう。彼らが外国へ到着するや、たちま

の纈駒は、「外国の銃砲を購入しながら、他方で
工場を股立して昨WW砲弾を製造し､反乱軍の攻撃・
劇討に用いるようにすれば、甚だ効果を発揮する

といった方が適切であって、少なからぬ兵器購入
手続きはいずれもハートおよびそのイギリスにお

ける代理人すなわち中国海関ロンドン弁事処税務
司キャンベル〔Campbell,JamesDuncan〕を通

ち兵器を売り込もうとする資本家の一群が彼らを
とりまき、まるで顧客を招待するかのように、彼
らを盛大に歓待するのである。ひどいのになると、
1896（光緒22）年、洋務運動が破産した後、李鴻
章が各国を遊歴した際の事例があげられるが、こ
のような列強との縁故があったからこそ、彼は列
強のあれほどの歓迎を受けることができたのであ
る。まさに「李溺章力稲聴されて各国を訪問する

き:］と曽国藩は汽船の役割を樅した｡李鴻章

ものと考え罰ということであった｡左宗薬は中

国人民を鎮圧する内戦の過程で、いわゆる向うと
ころ敵なしの迅速な「勝利」を得た原因を総括し
て、「兵卒が精鋭であったということはあったも

のの､また武器が強力であったためでもあ罰と

言っている。最後に、張之洞はこれについて総括
的結論を引き出し、次のように言う。「髪〔太平
天国〕・捻〔捻軍〕が平定されて以来、内地の各

－５９－

琉球大学教育学部紀要第40巣Ｉ

省では遂に大乱はなくなった。しかし、その実、
遠く辺鄙の地方では、時たま反乱のきざしがある。
たとえば最近の熱河のI激匪｣〔宗教結社の反政府
メンバー〕やthMiの『回匪｣〔回教徒の反政府メ
ソパー〕の如きは、椙廠をきわめていた。ところ
が、官兵がその地に投入されるや、大衆はたちま
ち降伏し、あるいは一戦を交えただけで反乱は波

・江南の兵器を計算してみると、外国製の旧式の

銃砲以外に、最近購入した新式の前装腔綾式・後
装腔綾式の外国製小砲・大砲は、四百五六十門を

下らず、購入あるいは製造した新式の後装腔繊式
は、二万数千丁を下らない。これほどに強力で鋭
利な兵器を用いることができたのは、従来の全国
各省の軍隊のなかでも、いまだかって例のないこ

減した。実際、同治初年に外国式銃砲が中国へ流

とである。数百万両を費消し、十余年もの苦心の

入して以来、次第にひろまって、官軍の武器は精
巧なものから簡単なものまですべて外国からとり
よせたものを用いるようになり、精巧鋭利な火器
のお蔭で官軍の威声は周囲を震購させ、舌L民は砥
抗の衛なく、こそ泥どもも双葉のうちにとり除か

末、はじめてこのような成果をあげることができ

れることとなっ勘と。

ここからも、洋務派が中国人民の反乱や抵抗を
鎮圧するにあたって、これらの外国式武器をどれ
ほどあてにしていたかをみてとることができよう。
そして、聴く辺鄙な地方では、時たま反乱のき

ざしがある」という言い草によって、清朝政府の
太平天国､捻軍および回教徒の反舌噸圧にもかか
わらず、中国はなお、「清朝政府によって支配さ

れた銃－体」ではなくて、「たえず武装闘争を爆

発させている農民の中艶に外ならなかったこと

（106）

たのである｣。

洋務派が巨額の資金を浪費して職人した兵器は、
単に旧式のものであったばかりでなく、全く使い
ものにならない代物であった。たとえば、李鴻章

が多年にわたって経営した大沽港の南北の砲台に
は、イギリス人のマカートニー〔Macartney，Ｓｉ「
Haniday〕の管理する金陵機器局で新たに製造さ
れた二門の大砲を据えつけたのであるが、「大治
（I切

において一ﾌﾞこび試発するやたちまち炸裂」してし

まったばかりでなく、のちにイギリスの「著名な

工場」たるアームストロングから職人した大砲も、
．(IIB）
同じ場所で炸裂してしまったのである。このこと
は、外国侵略者が銃砲船舶を清朝政府に売りつけ
て、その洋務運動を支持したことにはある〔隠さ

が喪付けられるであろう。
第二の結果は外国の銃砲船舶を買い入れて巨額

れた〕目的があり、また限界もあった、というこ

の金銭を浪費したことであるが、その金額が結局

鎮圧し、中国を彼らの植民地に変えることこそ彼
らの目的であって、滑朝政府の軍事力の水準を、
中国人民の鎮圧には十分であっても外国の侵略に
は抵抗できない程度に維持すること、ここに彼ら
の支持の限度があったのである。

のところどの程度になるか、いまのところきちん
と精算することは困難である。しかし、少なくと

もそれは洋務派が軍事工業を建設するのに浪費し
た金額よりも低額となることはなく、どっちみち
後者をうわまわることはあっても及ばないという

ことはないであろう。李鴻章がドイツのプルカン
〔Vulkan〕工場から購入することにした定遠・

鎮遠という二隻の鉄甲艦をとってみると、銀300
万両以上である。また左京掌が建設した福州船政
局の場合、最初予定された５カ年間の経費だけで
も、三百余万両であった。洋務派が巨額の金銭を
浪費して買い入れた銃砲は、少なからざる数量に
運するのであるが、その規格はさまざまであった。
李鴻章は次のように言っている。
「中国の各省で鯛入した兵器は大抵一定の規格
の兵器ではない。たとえ－省のなかであっても、
兵器の規格は一定していない。……i鏑!(剛謄）

とを物語っている。すなわち、中国人民の反乱を
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立場および基本的観点における共通性のために、

(犯）胡縄「帝国主凝与中国政治」６３ページ（小野・

彼らの間の若干の論点における差異は相互に転

猟15．醸田:Ｒ『中国近代史1840-19Ｃｕ９７ページ）

化うるものであることがわかる。

(52）鄭観応｢盛世危圖』第４巻鉄路（中国史学会

(29）陳熾「庸書』内鰯巻上名実（中国史学会主編

主編、;i変性」Ｉ神州国光社1953年版９７

、ｳﾋ戌変勘Ｉ神州国光#'二1953f同坂231ページ）
(30）「縛弁夷務始末」同治朝第48巻１ページ

ページ）

(31）「器弁夷務始末」同治朝第25巻９ページ

(53）『李文忠公全劉奏稿第35糟２６ページ

(32）マルクス・エンゲルス「共産党宣言」（ｒマルク

(54）胡縄『誌園主蕊弓中国関台』54ページＣｌ野･狭､n・
藤田訳「中国近代史1840-1924』８６ページ）

ス・エンゲルス全築』＜大月書店＞－－以下

－６１－
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(75）陳忠碕輯「屋朝経世文三篇」第21巻２ページ
(76）Ｈ・ＢＭｏｒｓｏ：ThelnternationalRelations

(55）Ｄ､OBoulger8TheLifeofSirHalliday

Macartnoy．Ｋ,Ｃ、Ｍ、Ｇ・（マカートニー伝）

oftheChineseEmpire，第三巻398ページ。

1908年英文版185ページ

桐紹忘等網「澗史稿魍臣年表」によって、この
二人の総督の氏名を知りうる。すなわち雲貴総

(56）播敦先「中国各省1Mt兵減麓蟻」（陳忠埼網『凰朝

経世文三編」1898年く光緒24年＞版第37巻

督は張凱嵩であり、四川総督は呉某である。
(77）黒爾蝿覆ＺＫ「世界史」第２巻ｎＶ．Ｇ、Kier‐

３ページ）

(57）益研「借箸舞箪」（「皇朝経世文三網」第78巻

、ａｎ：BritishDiplomacylnChina，l880to

３ページ）

l885、213ページより璽引.

(58）「李文忠公全集』朋瞭函稿第６巻２ページ
(60）『左文裏公全集」奏稿第58巻４８ページ

（78）ｎＶ．Ｇ､Kiernan：BritishDiplomacyln
Chinao1880t01885,213ページ

(61）胡鳳｢帝国主幾与中園政治』６３ページ参照（小

（79）同上214ページ

(59）悸文忠公全集」朋瞭函稿第６巻３４ページ

野・狭間・厩田訳「中国近代史1840-1924」

（80）同上215ページ

９７へG8ページ参照）

（81）同上215ページ

（82）軍事的側面の支配に関する問題は、那循正「辛

(62）悴文忠公全集」訳署函稿第14巻１０ページ

亥革命前五十年間外国侵略者和中国買弁化軍閥
官僚勢力的関係」（『歴史研究」1954年第４期

(63）「李文忠公全築」奏稿鯛36巻９ページ

(“）梁啓超『戊戌政変妃」巻四（中国史学会主網

５５～56ページ）を参照。

「戊戌変法」Ｉ神州国光社1953年版290ペー
ジ）

(65）同上

(66）毛沢東「中国革命と中国共産党」（「週菓」２＝
下387～388ページ）

(67）回.Ｖ､Ｇ・Kiernan：BritishDiplomacyin

（83）HBMorse：ThelnternationalRB1ations
oftheChineseEmpire，第３巻398ページ
（84）Ｅ､Ｖ・GKiernan：BritishDiplomacyln
China，１８８０ｔｏ1885281ページ
（85）思うに、陳織がここで指摘しているのは、まさ
にその通りである。1885年にロバート・ハート

China，1880-1885,Ｃａｍｂ、1939,310ページ

〔Ｈart，ｓｉｒＲ.〕をパークス〔Parkes〕の後
任として駐翠公使に任命しようとした一件は、

（68）毛沢東「中国革命と中国共産党」（「週集」２＝
下383ページ）

かつてイギリス政府がきわめて周到に考慮していた

（69）Ｈ､Ｂ・ＭｏｒｓｅａｎｄＨＦ・MacNair：FarEas‐

ことである｡代理公使のオコーナー〔０，conor〕
はこの意見に賛成し、香港総督のポーエン〔Ｂｏ‐

ternlnternationalRelations11931年度英

文版334ページ（浅野晃訳『極東国際関係史」

ｗｅ､，ＧＦ〕がこの意見に反対した。ハート自

上毬423ページただし引用部分はMichieA1‐

身の意見は、もしも自分が公使に就任したとす
れば、中国の海関は他人の手におちることになる

exander：TheEnglishmeninChina第２
巻225ページからの邇引）

のだが、そうばればイギリスにとって不利である、
ということであった。イギリス政府もまた彼の

（70）Ｅ､Ｖ、Ｇ・KieTnan：BritishDiplomacyin

Chmal880tol885,1939年版250ページ
（71）列liM蘭夫『帝国主溌底歴史地位’三聯脅店１９５３

中国海関に対する支配権を失うのを恐れて、最
終的にはオーシャム〔Walsham〕をロパート・
ハートの代りに任命し、パークスの後任の駐華

年版６２ページ

（72），．Ｃ・Bou1ger：TheLifeofSirHalliday

Maca｢tneyoK、０Ｍ．Ｇ、149～150ページ
（73）陳忠荷輯「皇朝経世文ヨ闘」1898年（光楮24年）
版第72巻１ページ

（74）胡1,1｢帝国主義与中国政治」４３ページ（小野・
狭間・藤田訳『中国近代史1840-1924｣71ペー
ジ）

公使としたのである。

（86）陳熾ｒ庸轡」外鳳巻上、税司（中国史学会主網
「戊戌変掴１２４２～243ページ）

（87）Ｈ・BMorse：ThelnternationalRelations
oftheChineseEmpilPe,第３巻445ページ
（88）同上

-６２－

西里・金城：牟安世著「洋務運動」
（式香港にあった｡麦加利銀行〔CharterdBank

(89）鳳斐『上海一近代中国之鎖鏑」1953年英文版

oflndia・AustraliaandChina〕は1853年

５７ページ

（威豊３年）に成立し、本店はロンドンにあった。

(90）Ⅱ.Ｖ・GKiernan：BritishDiplomacyln

それはいずれもイギリスの植民地銀行で、もっ

China01880tol885，250ページ

ぱら貸付及び植民地への資本輸出に従事した。

(91）レーニン「資本主義の最高の段階としての帝国

(107）Ｅ､Ｖ､Ｇ・Kiernan：BritishDiplomacyln

主劉（「全集」第22巻277ページ）

ChmaO1880to1885,269ページ

(92）ロバート・ハート「有人従秦国来」（ある中国か
らの帰還者)oKiernan：BriMshDiplomacy

(108）同上

InChina，１８８０ｔ◎1885,251ページより璽引

(109）郎飼風・賛正淌「中国対西方的轡応ｊ姶佛大学
1954年版８１ページ参照

(鯛）マルクス『資本鯖」（「全集』第25巻ａ416ペー

(110）ｎＶ．Ｇ・Kiernan：Ｂｒｉｔｉ８ｈＤｉｐｌｏｍａｃｙｌｎ

ジ）

ＣｈｍａＩ１８８０ｔｏ1885,272ページ

(94）厳中平等編「中国近代経済史統計資料選輯」科
学出版社1955年版４１～44ページの統計によ
れば、1860年（威豊10年）以前に開港された７

(111）lIIl観応「盛世危言」第３巻商戦（中国史学会
主鰯「戊戌変法」Ｉ神州国光社1953年版
８３ページ）

港は、広州・厘門・上海・寧波・福州・伊趣・
塔爾巴姶台(現在の塔城）である。1860年～1894

(112）毛沢東「中国革命と中国共産党」（「選劉２＝
下385ページ）

年（威豊10年～光緒20年）に開港された27港は、
潮州（汕頭）・天津・牛荘（宮口）・喀什喝爾

(113）レーニン「社会主蕊と宗教」（「全集」第10巻
７０ページ）

（今の疏勒県)・鎮江・庫倫・漢ロ・九江・芝采
（登州）・淡水（今の台北県）・台湾（台南県）・

(114）干脂模等編｢中外燦約鉱纏I商務印書館1936年
版６ページ中英天津条約第８款

遭州・宜昌・蕪湖・温州・北海・粛州（嘉略堵
関)・吐魯番・島里雅蘇台（現在の蒙古人民共和

(115）同上７７ページ中仏天津条約第13軟

国の哲布姶蘭図)・吟密・ウルムチ・古城・拱北

(116）同上127ページ中米天津条約第鋼款

（澳門)・髄州・蒙自・重慶・亜東である。総計

(117）同上７ページ中英天津条約第12歌
(118）孫髄集『中日甲午戦争前外国資本在中国経営的
近代工麹上海人民出版社1955年版６８ペー

すれば34港である。

(95）同上７６ページ表18参照

ジ

(96）同上６５ページ表７参照

(120）ここに指摘した新聞・雑誌の刊行状況について

(97）ｎＶ．Ｇ・KielPnan8BritishDiplomacyln

は戈公振ｒ中国報学史」７３～77ページ参照

china，１８８０ｔｏ1885,252ページ参照

(121）「列寧斯大林iMi中国」人民出版社1953年版

(98）「李文忠公全集』奏稿第10巻４ページ

198ページ

(99）播敦先「中国各省裁兵減麓蟻」（陳忠筒輯「皇朝

(122）「李文忠公全築」駅署函稿第１巻２２ページ

経世文三編」第37巻２ページ）
(100）蘇聯科学院経済研究所網「政治経済学教科衝」

(123）同上２１ページ

(124）金承化｢美国侵朝史』三N蝿5店1954年版１０７

人民出版社1955年版249ページ

(101）孫鱗掌『中日甲午戦争前外国資本在中国経営的
近代工業｣上海人民uj版社1955年版１ページ

～108ページより璽引

(125）マルクス『資本86i」第２巻（「全身ｕ第24巻
７１ページ）

(102）同上６３ページ参照
(103）同上７０ページ参照

(104）「李文忠公全集」奏稿第59巻３９ページ

(105）毛沢東「中国革命と中国共産党」（「選掴２＝

(126）、､弁実務始末｣感B鋼Ｉ第１鐘４～５ページ
(127）江上窪奥（叉鑓）「中西紀咽外夷助醐庸
(128）、月評夷務始末』威理潮’第79巻１７～18ページ
(129）同上19ページ

下384ページ）

(106）困豊趨行〔HongkongandShanghaiBank‐

(130）エンゲルス「反デューリング麓」（『全集」第２０

ｉｎｇＣｏ.〕は1864年(同治３年）に成立し、本店
－６３－

巻172ページ）
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第一の課題である」とした分析は、太平天国が鎮圧

(131）「李文恵公全築』嚢稿第32巻６ページ

された後になっても、やはりそのまま同様に維持さ

(132）エンゲルス1反デニーリング瞳」（「全集」第２０

れたのであろうか？そうではない。洋務派もまた時

巻179ページ）

(133）「李文忠公全築」奏稿第28巻２０ページ

局の変化にもとづいて政策の優先順位を決めたので

(134）「鱒弁夷始末」威魁期第79巻１８ページ

ある。……のみならず、変W7の上奏文のなかで、「ロ

(135）「曽文正公全集」嚢稿第33巻５ページ

シアに対処することが第二の課題、イギリスに対処

(136）レーニン「資本主磯の遍高の段階としての帝国

することが第三の課題」と言っているけれども、『ロ
シアに対処」し、「イギリスに対処」しようとするこ

主義」（ｒ全集」第22巻281ページ）

(137）「彊文璽公全集」褒議第11巻１６ページ

とが、すべてまちがっているというわけではない１

(138）回.Ｖ､Ｇ・Kiernan：BritishDiplomacyIn

洋務をやったものが抱いていた外国の侵略反対とい
う点での動機は、やはり肯定しなければならない１

China，１８８０ｔｏ18850270ページ

第二に洋務をやったのは農民反乱の鎮圧に用いる武

(139）梁啓超『中国四十年来大事妃（一名李潮章)」

器がだめで、武器の性能をいくらかでもよくしよう

中華杏局1936年版６４ページ

としたためであるのかどうか？……顛態は全くその

(140）毛沢東「新民キキ義鎗」（「選集」２＝下４４５

通りというわけではない。……もし農民反乱を鎮圧

ページ）

(141）「曽文正公全築l奏稿第17巻６ページ

するためだけのことならば、同治初年には洋務運動

(Ｍ２）「李文忠公全集」奏稽第９巻３１ページ

は打ち切ることもできたであろう。なぜ二、三十年

(Ｍ３）「左文襲公全集」奏稿第52巻８７ページ

も継統してやりつづけたのか？……洋務派が洋務を

(1仏）畷文瑛公全集」奏蟻第48巻１２ページ

やったのは、主に民族意識から出発していたのであっ

(145）胡縄「帝国主鶴与中国政治」３８ページ（小野・

て、外国の侵略に反抗しようとする動機は軽視する

狭間・藤田駅「中国近代史1840-192ｕ65ペー

ことを肝されない、と私は考える。．．…･洋務運動は

ジ）

外国侵略者が当時の中国を半植民地におとし入れつ

(146）『李文忠公全集』奏稿第32巻５～７ページ

つあったという危澱的iii勢の必然の産物である」（「也

(147）部循正「辛亥革命前五十年間外国B2略者和中国

評洋務運動」「歴史研究」1980年第４期)。

買弁化鋼凋官僚勢力的関係」（r歴史研究」１９５４

〔訳睦２〕総理衙門の組織・楢限・運営等について

は、坂野正高「総理衙門の設立過程」（「近代中国研

年第４期５６ページ）

(148），.Ｃ･Doulger:TheLifeofSirHalliday

究」第一輯、１～105ページ）がもっとも詳しい。坂

MaceLrtney，Ｋ、Ｃ、Ｍ、Ｇ、241ページ

野氏によれば、1861年２月３日付の上愉は、「各省か
らの機密事件に関する奏文の中で総理衙門に関係の
あるものは、軍槻処からその写しを総理衙門に送ら

駅註

せることとし、上奏に先立って直接に地方から総理
荷門に報告を送ることを禁止した」（前掲嘗、６１ペー

〔駅註１〕「文化大革命」後の洋務連動再評価の潮流

のなかで、徐泰釆氏は、1861年１月（威豊10年12月）

ジ）という。

の爽所らの上奏文について、洋務運動の歴史的背景

〔訳註３〕1862年に、総理衙門の要鏑によって太平

と関連させながら次のような問題提起を行なってい

天国軍と対抗する目的で創設されたところの、オズ

る。－「津勝派が洋務をおこなった勘機を全面的に

ポーン大佐〔SherardOsborn，1822-1875〕を指

探求するために、私〔徐泰来〕は次の二つの問題を

令官とする外国人乗組員からなる小艦隊を、オズポー

提起して検肘しようと思う。第一に、洋務派の時局

ン艦隊という。この艦隊の指揮権をめぐって、消朝

に対する分析は、一旦できあがってしまえば、その

とオズポーン大佐らとの間に紛争がおこり、解散さ

後はなんらの変化もなかったのかどうか。つまり、

れるにいたった経緯については、坂野正高「近代中

太平天国の農民連動が賦圧される以前に、「長幾賊と
捻匪がBMIに乗じて次々に反乱するという事態こそ心
腹の害である」から、「長髪賊や捻匪を滅ぼすことが

国外交史研究」（昭和45年、岩波書店、349~355ペー
ジ）に詳しい。

〔駅駐４〕上海191器織布周の10年間の営業独占椎を

－６４－

西里・金城：牟安世著「洋務運動」

どのように評価するか、すなわち外国資本阻止の役

分鰄」参照)。

割と民族資本束縛の役割のうち、いづれがその主要

〔肌註８〕グラントの鋼停工作を契機に、琉球問題を

な役割であったのかをめぐって、近年、内外に多く

めぐる日清外交交渉力寝開されたのは、1880年８月１８

の論争が展開されている。たとえば、徐泰来『洋務

日～10月21日のことである。日浦両国は外交交渉の

連動新論」（1986年長沙)、夏東元「晩澗洋務連動

結果、1880年10月21日、宮古・八重山を禰国領とし、

研究」（1985年、成都)、溝口雄三「方法としての中

沖縄本島以北を日本領とする琉球分割条約を締結し、

国」（1989年、東大出版)、久保田文次「上海織布局

１０日以内に調印することを約束していた。しかし、

独占梅の－考察」（日本大学経済学部経済学研究所紀

この琉球分割条約は滴国亡命中の琉球人の激しい抵

要、第13号所収)、鈴木智夫「上海機器織布周の創設

抗（琉球分割反対運動）により、鯛印されないまま

過程(－)」（「岐阜薬科大学篭h養科i巳要」第３号、１９９１

駆実上廃案となったのである。西里喜行「洋務派外

年８月）等参照。

交と亡命琉球人（１）（Ⅱ）－琉球分島問題再考一」
（「琉球大学教育学部紀要」第36.37集）参照。

〔駅旺５〕監司とは州軍を監察する官吏のことで、

憲司ともいう。『咳餘叢考』巻２６「監司宮非刺史」と

〔訳註９〕近代中国における新聞・雑誌の成立過程
については、本書が参照している戈公振の「中国報

ある。あるいは布政司を指すところもある。
〔訳註６〕提督と鯛台。提督は特に重要な省におかれ、

学史』の外に、Ｒ・SBritton,卿TheChinesePe‐

全省の水陸各軍を統轄した。鏡台は総兵ともいわれ、

riodicalP｢eBB1800-1912"，方漢奇『中国近代報

鎖の軍政を統輔した。

刊史」上・下（1981、山西人民出版社)、卓南生『中

〔眼註７〕琉球から消国への進貢便派遣（朝貢）が

国近代新聞成立史」（1991、ぺりかん社）等が詳細に

明治政府によって禁止されたのは、１８７８（光緒４）

検討している。とりわけ、卓南生の著書は従来の通

年ではなくて、それより３年前の1875（光緒元、明

脱の誤りを訂正した名著である。

治８）年５月29日のことである（金城正篤「琉球処

-６５－

