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新しい英雄の誕生

はじめに

　中国古典小説において、英雄物語は重要な地位を占め、中国の独特な英雄の体系を築き上げて

いた。だが、清朝末期になり、近代科学を中心とする西洋知識が伝来し、欧米列強の積極的な進

出によって国家の危機が顕在化すると、当時の中国人の間で、人間の能力と社会の正義に対する

想像に大きな変化が生じ、英雄というものに対しても、新たな期待が持たれるようになった。そ

の結果として、近代以前の小説や戯曲で描かれていた英雄たちと大きく異なる近代的な英雄像が、

この時期の文学作品、とりわけ科学小説（２）に登場した。それは当時の中国社会の想像力の変容

の一端を物語っている。本論は、清朝末期の科学小説に現れた新しい英雄像に焦点を当て、「電

世界」（一九〇九）という代表的な作品の分析を通して、激しい社会転換期における人々の想像

力の変容を考察するものである。

　敵の脅威から人々を守り、強い力を持ちながら正義を執行する行動主体として作り上げられる

英雄像は、その時代と地域の人々の不安、恐怖、欲望、理想などを反映している。しかし、中国

古典文学の英雄像に関する研究の多さと比べると、近代中国の文学作品に見られる英雄像の根本

的な転換はあまり注目されていない。数少ない研究も、主に「翻新小説」（３）に見られる昔ながら

の古典的な英雄像の改変などに集中しており（４）、清末の科学小説における近代的な英雄の誕生、

という角度からの考察はほとんどない。「電世界」といった科学小説に対する研究も、文献の整

理や紹介といった基礎的な研究の性格が強く（５）、文学が構築する世界観の構造的な変化から電

学大王という人物に対する考察はほとんどない。本稿ではそうした状況に一石を投じたい。

一、清末科学小説と英雄

　一九〇二年に梁啓超は「論小説与群治之関係」という文章を発表し、「欲新一國之民，不可不

新一國之小説」（一国の民を新たにしたいなら、まずその国の小説を新たにしないわけにはいか

ない）として、「小説界革命」を打ち出し、それが「新民」（民を新たにする）、すなわち国民を

改良するためには必要だと訴えた（６）。梁啓超の主張と実践はジョン・フライヤーや康有為など

の小説の地位を引き上げようとする努力を受け継いだものであり、のちに清朝末期における小説
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の翻訳、創作、出版の隆盛をもたらした。樽本照雄の『清末民初小説年表』の統計によれば、清

末民初の翻訳と創作小説を合わせて、二千種類以上存在している（７）。その中でも注目すべきは、

若い頃の魯迅に、「經以科學，緯以人情」（科学を経とし、人情を緯とする）ものとして「導中國

人群以進行」（中国人を導き、前に進ませる）には必ずそれから始めなければならないと言わし

めた「科学小説」である（８）。

　科学小説とは、科学技術をめぐる想像を中心とする、当時の中国で流行していた新たな小説の

様式である（９）。最初の作品は一九〇四年から『繡像小説』に連載し始めた『月球植民地小説』

だと考えられている。後の『新法螺先生譚』（一九〇五）、『新野叟曝言』（一九〇九）、『電世界』

（一九〇九）なども代表的な作品である。清末科学小説は近代の科学技術に幅広く触れ、天文学、

化学、光学、西洋医学などの様々な近代知識をめぐって想像力をたくましくしている。小説の形

で科学を普及させるという側面があるため、科学小説は梁啓超、魯迅などの知識人に高く評価さ

れると同時に、その奇想天外な想像力は一般の読者の間でも人気を集めていた。清末四大小説雑

誌と呼ばれる『新小説』、『繡像小説』、『月月小説』、『小説林』には科学小説のコラムが設けられ

ており、それらの雑誌の編集長や主筆──例えば包天笑、呉趼人など──も当時科学小説を翻訳、

創作する主戦力だった。

　科学小説と、「小説界革命」およびその背後にある「新民」の理想との関係を考慮に入れると、

科学小説の内部には二段階の「手段-目的」の関係が含まれていることがわかる。第一の段階は

「文学」を手段として「科学」の普及を目的としており、第二の段階は「科学」を手段として「救

国」を目的としている。この二段階の関係が実際の科学小説作品では、しばしば科学の力を使い

こなす主体として表象され、そしてその力をもって啓蒙と救国の使命を果たすのである。そのた

め、当時の科学小説において、「英雄物語」は非常に一般的な形式だったのである。

　英雄物語が清末科学小説の追求する目的に一致するのは、「英雄」というイメージが二つの側

面を持っているためである。つまり、英雄は強大な個人的な力を持っており、人間の潜在力と可

能性を示すと同時に、自分の力を駆使して共同体あるいは他人のために戦い、社会の正義を象徴

している。従って、構造的に言えば、英雄とは、「力」と「正義」の両面が合わさったものだと

いうことができる。そして、前者の「力」と後者の「正義」との間にも「手段-目的」の関係が

存在している。近代以来、様々な科学知識とテクノロジーの発明が清末の中国人に不思議な科学

的スペクタクルを見せていた。人々はモダニティの「魔力」に強い驚きを覚え、それを表現する

ための新しい文学形式を必要としていた。同時に、近代科学技術とともにやってきたのは、強大

な軍事力に基づく不平等な国際秩序だった。そのため、当時の中国は正義を守る力を構想する必

要にも迫られていた。英雄物語はまさにそれらの目的に適う文学形式だった。英雄の持つ力の強

大さの描写に多くの紙幅を割くと同時に、その力に倫理的な正当性（＝正義）を与えるからであ

る。そのため、科学の力を駆使する愛国心あふれる英雄というイメージは、科学の約束する新し
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い世界に対する人々の欲望を満足させるとともに、現実世界における厳しい国際情勢のもたらす

恐怖と不安を緩和してくれるのである。

二、清末科学小説における「英雄世界」の諸相

　以下、四編の代表的な科学小説を選び、その登場人物と物語を整理してみた。その結果は、次

の表一のようになる。

　表一の概要から、これらの物語の共通点を以下の二つにまとめることができる。

　第一に、科学技術が絶大な威力を持ち、それによって、戦争に勝利するだけでなく、人類社会

のありとあらゆる方面（軍事、政治、産業、教育、医療、娯楽、文化など）の問題も解決できる

と想像されている。

　第二に、国家・種族の意識が強く、西洋に打ち勝ち、中国の勃興する姿を描いている。その西

洋に対する圧勝がより合理的に見えるように、物語の舞台を常に未来に設定している。

　こうした物語の共通点に伴い、小説に描かれた英雄たちも、いくつかの特徴を共有している。

これらの英雄たちはみな科学の代表ならびに国家の代表である。彼らはほぼ発明家であり、当時

世界で最も先進的な科学技術を手にすることで、万能の力の象徴になっている。また、特に後期

の『新野叟曝言』、『電世界』のような一人の英雄の超人的な武勇譚においては、英雄は国家の人

格化された存在になり、人としての英雄と国としての中国が完全に重なっている。しかも、それ

らの小説において、もともと国の象徴であるはずの皇帝は取るに足らない人物になり、英雄の壮

挙に驚き、無条件に応援する以外に何の能動性も持っていない。

　こうして見ると、清末科学小説の英雄に対する想像において、科学と国家がそれを規定する最

も重要な枠組になっていると言える。このような英雄のイメージの出現は一時の流行なのか、そ

れとも時代全体の想像力の変化に関わっているのか。言い換えれば、科学の力に対する欲望は新

しいものを追い求める一時の情熱でしかなく、国家問題に対する関心もまた民族の危機の深まり

に対するその時かぎりのものなのか、それともより深いレベルにおける世界観の枠組み全体の変

化に関連しているのか。一種の文学的なイメージとして、それは以前の文学作品における伝統的

な英雄像とどのような関係を持っているのか。こういった問題に対するより踏み込んだ分析が必

要だと思われる。

　ここでは、『電世界』という代表的な科学小説を取り上げ、その主人公である「電学大王」を

中心的な対象として、詳しく分析していきたい。この作品は物語としての完成度が高く、主人公

の電学大王もそれまでの科学小説にある英雄たちの典型的な特徴を一身に集めているため、英雄

像を分析するには、最適なテクストだと言える。
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作品 新英雄 物語の概要 英雄の身分

女媧石（10）

（一九〇四）
金瑶瑟、
秦愛濃、
楚湘雲、
湯翠仙、
湯琼仙
など

表紙に「闺秀救国小説」と記してあるこの小説は、清末の
「SF 女水滸伝」と呼ばれる（11）。作品は未完結だが、女の豪
傑四十八人と女の博士七十二人が中国で集まり、男のバカ官
僚から天下を奪取し、外国の侵略者を追い払った後、女中心
の新中国を作り上げるというのが全体の構想だとわかる。そ
れらの女の英雄たちは、強力な兵器の製造や、人の思想を一
新する「洗脳術」の発明など、それぞれ絶技を持っている。
例えば、「花血党」の党首の秦愛濃はその梁山泊ばりの「天
香院」に電車や、「ガス車」、無線通信、ロボット馬の「電馬」
などの先進技術を配置して、党員たちの訓練を行い、革命活
動に従事している。

発明家、革命家、
軍事家、医学者、
中国の希望

新紀元（12）

（一九〇八）
黄之盛 黄之盛は紀元一九九九年に起こった世界規模の黄白の人種戦

争において、中国軍また黄色人種軍の最高指揮官である。シ
ンクタンクの発明家たちが提供した様々な科学技術をもっ
て、黄色人種を率い、白色人種に打ち勝つ。敗戦したヨーロッ
パ各国は、中国と条約を締結する。その条約は、ヨーロッパ
各国が賠償金を支払うこと、各国には漢民族の租界が設置さ
れること、中国が、各国において孔子教を布教する権利を有
することなどを定める。

軍事家（発明家の
シンクタンクを背
後に持っている）、
中国及び黄色人種
の代表

新野叟曝言（13）

（一九〇九）
文礽 文礽は未来の清朝において、人口過剰と食糧危機の問題を解

決するために結成された「拯庶会」の会長である。「計画出
産」を提唱し、農業技術を改良し、食糧の増産計画を実施す
る。また、水道やエレベーターの備わった高層アパートを建
設し、「帆車」などの交通手段を発明する。巨大な宇宙船「飛
艦」を建造し、清帝国に対して反乱を企てたヨーロッパ人を
征服して、宇宙移住計画を目指す。「飛艦」に乗って、月と
木星を訪れる。さらに木星を植民地にし、先進的な科学技術
で木星の豊かな自然資源を活用し、そこでユートピアのよう
な新しい世界を作り上げる。

発明家、軍事家、
社会の建設者、中
国の代表、宇宙植
民者

電世界（14）

（一九〇九）
黄震球 黄震球は未来（宣統一〇一年、すなわち西暦二〇〇九年）の

清国の崑崙省のユートピア県に造られた電気工場と電気学校
を手始めに、すべてが電気化された「電世界」を作り上げた、
「電学大王」の異名を持つ天才発明家である。「電翅」と呼ば
れた飛翔装置を身につけ、天空に舞い上がり、「鍟槍」と呼
ばれたハイテク兵器で、アジアを侵略しようとしたヨーロッ
パの強国である西威国の空中艦隊をたった一人で殲滅し、さ
らに西威国の首都を破壊して、世界を統一する。また、資本
を運用し、南極の金鉱を採掘して、中国の財政を整備する。
交通、農業、教育、医療、行政、司法、娯楽といったありと
あらゆる領域において、電気に関する発明を行い、改善策を
講じる。南極と北極で、巨大な自然改造計画を実施するとと
もに、人口過剰の問題を解決するために、潜水艦を開発し、
海底植民地を建設する。科学技術の限界と、人間の道徳の不
完全さを思い知って、悲愴な気持ちになった彼は、地球外空
間も飛行できる宇宙船「空気電球」を作り、それに乗って地
球を去る。

発明家、軍事家、
教育家、政治家、
社会の建設者、資
本家、国家／黄色
人種の代表、中華
文明の象徴、宇宙
飛行士

表一
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三、『電世界』「電学大王」

（一）、問題の所在

　武田雅哉が「清朝最後の傑作 SF」（15）と評価した小説『電世界』は、『小説時報』一九〇九年第

一期に掲載されている。作者は清末民初の文人の許指厳である。作品のあらすじは表一にまとめ

たとおりである。

　一見したところ、電学大王の奇想天外な新発明は、昔の「神怪小説」にある神仙術と大して変

わらない。また、国を救うという点で、岳飛のような救国の英雄にも似ている。そして、天下を

しっかり治めるという意味でも、昔の偉大な帝王に近いと言える。しかし、それらは表面的な類

似にすぎない。実は、電学大王は前近代の英雄たちと、根本的な違いを持っている。その違いは、

具体的な技芸や人格における違いではなく、世界を想像する枠組みにおける本質的な違いである。

その背後には、社会や文化の根本的な変化が潜んでいる。それを具体的に説明するために、電学

大王を伝統的な英雄と比較してみたいと思う。

（二）、前近代の英雄との比較

　その比較を行う前に、まず近代以前の小説や戯曲に現れた英雄像の輪郭を、岡崎由美の研究を

参照に、簡単に確認しておこう。その著書『漂泊のヒーロー』の中で、岡崎は中国社会における

非常に顕著な二つの特徴、つまり「文」と「武」、「官」と「野」の対立に基づいて、中国古典文

学で築き上げられた英雄世界を体系的にまとめている。つまり、「文」と「武」、「官」と「野」

が交差する二つの軸によって英雄を分類する。

　その「官」と「文」の交わる平面には、「清廉潔白にして明察神のごとき官僚」が当てはまり、

「権門貴顕、貪官汚吏の悪事をあばき、狡猾なる完全犯罪の謎を解き、難事件を解決する」。物語

のジャンルで言えば、「『公案』ものの世界である」。

　「官」と「武」の交わる平面には、武将が当てはまる。「異民族を打ち払い、内乱を平定して、

建国にはたまた救国に獅子奮迅の働きをする。『戦記』ものの世界である」。

　「野」と「文」が交わる平面は、「山林の隠者の領域である。これには僧侶や道士も含まれる。

……天文、易占、医薬から神仙術を駆使して妖魔を退治し、あるいは善人に幸運を、悪人に凶運

をもたらす。『神怪』ものの世界である」。

　「野」と「武」が交わる平面は、緑林の好漢（義賊）と侠客の領域である。「法や権威などもの

ともしない、武勇あふれる任侠の男伊達が、強きをくじき、弱きを助く。『侠義』ものの世界で

ある。」（16）

　上述の内容は、図一のようにまとめられる。それによると、「文」、「武」、「官」、「野」の組み

合わせによって、英雄は「官僚」、「武将」、「隠者」、「義賊や侠客」の四種類に分けられる。実際
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にこの図は、前近代の英雄が代表する正義と

力を、上記四つの要素から整理したものと言

える。「文」は卓越した知恵、すなわち精神

的な力を意味し、「武」は秀でた武芸、すな

わち身体的な力を意味する。「官」は「忠」

に近く、政治権力の内部にあり、「忠君愛民」

を核心とする体制内の正義である。「野」は

「義」の意味を持っており、政治権力から逸

脱するか、ないしそれに反抗する、「鋤強扶

弱」を核心とする体制外の正義である。従っ

て、様々な物語ジャンルにある様々な英雄た

ちは、人々の力と正義に対する異なる想像的

な組み合わせを体現していると言える。

　しかし、電学大王はその四つのどれにも属していない。まず、本来英雄を分類する枠組み、つ

まり伝統的な中国社会におけるもっとも重要な「文」と「武」、「官」と「野」の対立が、ここで

は曖昧になっている。電学大王は海外を遊歴してきた知識人であり、科学研究に携わる発明家で

もあるので、伝統的な基準から見れば、「文」に当たると言うべきである。しかし、彼はその知

的な力を利用して、近代的な科学知識を直接に武力に変換し、破壊的な兵器を発明して、たった

一人で西威国を滅ぼした。まさに究極の「武」を象徴していると言える。

　同様に、伝統的な官界に属さないこと、崑崙山脈の奥にあるユートピア県という出身地、他人

が知ることも理解することも出来ない科学発明などを見れば、電学大王は神通力を持つ仙人に近

い存在のように思われる。しかも、発明家としての電学大王は、何かを発明しようとすると、長

い時間、隠遁して科学研究に没頭する。その暮らし方は丹薬を作ったり、剣を鍛えたりする道士

のような、「野」に属する隠者に非常に近いと言える。しかし、その隠遁生活の産物としての科

学発明は、逆に社会全体に応用するために作り出される。つまり、「出世」（俗世から隠遁するこ

と）によってこそ、電学大王の「入世」（俗世に入ること）が可能になったと言える。

　そして、伝統的な官界に属していないのに、電学大王は皇帝より大きな政治権力を持っており、

さらに一人の力で中国ひいては全世界の政治、経済、教育などのありとあらゆる領域で権力を

握っている。従って、電学大王のような英雄に対して、「文」と「武」、「官」と「野」の対立は

もはや有効な枠組とは言えない。

　注意しなければならないのは、「文」と「武」、「官」と「野」の対立が解消されると同時に、

二つの新たな統合的な枠組が現れたことである。

　一つは科学技術を核とする近代知識である。それは高度専門化・協同化の知識生産体制として、

図一
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道徳的な知恵を中心とする前近代中国の知識

体系、すなわち「文」の意味を変えた。それ

と同時に、新しい武器の発明を通して、昔の

白兵戦において重大な役割を演じた身体的な

力の重要性を減らし、人類の体の延長として

の武器に重心を移した、近代的な「武」の概

念を生み出した。

　もう一つの新たな枠組みは近代的な国民国

家の思想である。つまり、日増しに厳しくな

る国家危機を前に、国家内部に属する「官」

と「野」の対立の重要性がだんだんと下がり、

のちに職業の専門化によってその解体がいっ

そう加速した。そして、西洋の国家観念とナ

ショナリズムの影響で、国家は具体的な政権から分離し、超歴史的な抽象概念になった。民衆も

一国の国民として、その国を守る義務を持っており、昔の義賊が朝廷に抵抗したように、国を裏

切ることは許されない。

　この二つの新しい枠組のもとで、正義と力に対する人々の想像も過去と異なるものになった。

国を一瞬で滅ぼすことができる爆薬、地球を飛びだして宇宙空間を航行できる「空気電球」とい

う宇宙船などの科学技術は、人類が持ちうる最大の力を体現している。そして、危機の迫ってい

る国際環境において、国家の主権を守ることが、その時代の揺るぎない正義となった。その意味

で、最先端の科学技術を持つ国のリーダーである電学大王は、最強の力と絶対的な正義の両方を

象徴しており、清末中国における「超
スーパーヒーロー

級英雄」だと言える。（図二）その英雄像の変容は図一か

ら図二への変化として示すことができる。

（三）、「電学大王」における「力」と「正義」

　清末中国において、科学と国家は最強の力と絶対的な正義として想像されていたが、その想像

の内実は一体どんな形をしているのだろうか。電学大王の英雄像に対してより詳しい分析を行い、

彼が代表する力と正義に対する想像の構造を、より踏み込んで考察していきたいと思う。

１、「力」

①「力」としての科学

　近代になると、人間の力の源泉は、主に科学を核とする近代知識、及びその知識を生産と生活

に応用した様々な発明品になる。電学大王ないし清末の新英雄たちのもっとも典型的な特徴は、

図二



368

彼らが発明家、つまり物を操るのがもっとも得意な人だということにある。古代中国においては、

「君子は器ならず」という言葉があるように、技術上の発明はつねに「奇技淫巧」として軽んじ

られてきた。職人の地位はすこぶる低く、英雄視されることはない。同様に、西洋においても、

英雄を科学と結びつけるのは、きわめて近代的なことである。R. D. ヘインズの研究によれば、

英雄としての科学者像は十九世紀の中後期になってから、文学作品に大量に現れるようになっ

た（17）。それは産業革命ののち、人々の科学に対する強烈な憧れに関連している。ちょうどその

時期から、世界を変えられるほどの力を、科学は人々に見せつけるようになった。しかも、強力

な兵器を持った列強に侵略された中国の目には、科学の力は一層恐ろしく映っていたのである。

②「力」の神格化

　しかし、科学の威力を認識したのは、決してその威力の発生原理などを理解したからではない。

当時の大部分の人々は近代科学に対する体系的な認識を持っておらず、ただ断片的な知識に基づ

いて、昔の神話や伝説、文学作品における不思議な神通力に対する空想を参照しながら、科学の

魔法のような、神秘的な威力を想像していた。従って、清末科学小説における科学に対する描写

は、それを神格化する傾向が非常に強い。『電世界』において、電学大王の電気に対する不思議

な利用は、当時の人々の科学技術に対する想像の熱狂さを示している。そのことは、電学大王の

「電車、電翅、電艇、電筒発音機、電光教育画、電犁、電気肥料、電気分析鏡、電光審判、空気

電球」といった一連の発明の名前からも見て取れる。普段よく見られる日用品名の前に「電」の

字をつけるという「電○○」の造語法は、人々の科学イメージに形を与える有効な手段として、

当時の科学小説で頻繁に使われている。

　その造語法は、当時の科学をめぐる想像の普遍的な思考様式の一端を示している。すなわち、

「電」、「機」、「鏡」といった近代科学の代表的な概念と、「椅」、「船」、「肥料」といった日常的な

物の名前を組み合わせて新しい名称を作り出し、その字面通りの意味を出発点として、命名され

たものの性能を構想するのである（18）。

　『電世界』においては、どんなものでも、電気と関連づけられれば、すさまじい威力を持つよ

うになる。従って、電気を自由に扱える電学大王は、まるで神にも匹敵するほどの絶大な力を手

に入れた半神のような存在だと言える。この電気の神格化とも言える傾向は、当時の中国だけで

なく、ヨーロッパにも遍在していた。シヴェルブシュによると、十九世紀末のヨーロッパでは、

「電気とエネルギーと生命は同義語で」、「農業でも、電気がまるで化学肥料のように扱われた」

という。一八九〇年代に実施された一部の実験報告によると、耕作地帯にガルヴァーニ電流を通

すという電気栽培法で作られた二十日大根と人参は、「素晴らしい味がして、とても柔らかく水

分に富んでいた」という（19）。それは『電世界』における「電気肥料」に対する想像と全く同型

なものと見なすことができる。つまり、体系的な科学教育が全面的に普及するまで、大部分の西
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洋人や中国人の科学技術に対する想像は同じような構造を共有していた。入手可能な断片的な科

学知識を手がかりに、新たな世界の可能性を構想していたのである。

　人類社会の進歩に対する強い憧れに伴って、科学知識は単に不思議な物を発明できるだけでな

く、それらの物によって、人類社会のありとあらゆる方面の問題を解決できるとも考えられるよ

うになった。『電世界』では、電学大王の目からすれば、道徳の問題でさえ、物の発明を通して、

解決することができる。例えば、男女の情愛や肉欲が社会のモラルに悪い影響を与えさせないた

めに、電学大王は十歳前後の少年に「絶欲剤」を投与した。性欲を低下させるというこの新発明

のおかげで、社会のモラルも一新された。電学大王が科学をもって、社会問題をすべて解決しよ

うとする姿勢は、科学が普遍的な有効性を持つと考えられていたことを示している。そして当時

の人々に、科学知識及び科学的方法を社会のあらゆる方面に応用したいという欲望が存在したこ

とを示唆している。

③「力」のリアリティ

　近代科学に対するこれらの奇想天外な想像は、『封神演義』の神仙術を想起させるかもしれない。

『新紀元』という科学小説におけるある人物も、「今日科学家造出的各種攻戦器具，与古時小説上

所言的法宝一般」（今の科学者が作った様々な兵器は、まさに昔の小説にある『法宝』と同じだ）

と述べている（20）。しかし、当時の作者たちは、新しい科学技術は昔の神仙術と大して変わらな

いと思っていた一方で、無意識のうちに、その科学技術の後ろに潜んでいる、神仙術と全く異なっ

た近代的な考え方を受け入れていた。

　例えば、『電世界』において、電学大王は自分の工場の中に「旧電機陳列所」を設立する。「這

陳列所裏遍設二十世紀全世界所用的電機電器，一則備歷史上的参考，二則作比較進化的紀念。」（こ

の陳列所で二十世紀の世界中の電気製品を展示したのは、一つは歴史上の参考とするため、二つ

は進化を比較し、記念するためである。）（21）。

　二十世紀の西洋の発明は、一九〇九年という時点でこの小説を書いていた作者にとって、未来

でぜひ超越したいと思っている対象であっただろう。だが、同時に、実現された一つの事実とし

て、科学小説における様々な不思議な空想にリアリティを与えてもいた。科学は絶え間なく進歩

するという信念さえあれば、どんなに不思議な空想でも、未来において現実になる。科学は不可

能を可能にする力を持っており、今日の空想は明日の現実になるのである。従って、近代になる

と、科学信仰の普及とともに、現実と空想の境界線は曖昧になり、空想の実現が時間の問題と考

えられるようになった。それこそ近代科学小説と昔の魔法譚との最も本質的な違いの一つだと

言ってよいだろう。
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④「力」の負の側面

　古代の神怪小説では、孫悟空の如意棒のように、「法宝」はつねに登場人物の特定の持ち物で、

その人物のトレードマークになっている。だが、電学大王のトレードマークは、「電翅」とか、「空

気電球」とか、ある特定の発明というより、続々とそれらのような新しい物を発明できる能力そ

のものだと言える。科学は絶え間なく進歩しており、永遠に追い越されないような技術は存在し

ない。そうした認識の下では、電学大王の発明品の威力も一時的なもので、リーダーの地位を保

つためには、それを絶えず更新しつづけなければならない。

　従って、電学大王は絶え間なく様々な発明を作り出し、近代科学の力を見せつける一方、近代

社会の裏面をも見せている。つまり、永遠に続いていく競争がもたらす不安と、永遠に解決し尽

くせない問題がもたらす虚無感のことである。そのせいで、電学大王は自分が敵に追い越された

悪夢を見るだけでなく、自分の発明が旧い問題を解決したとしても、また新しい問題をもたらす

という状況に悩み、最後には悲愴な気持ちで地球から去ってしまう。それはまさに近代社会の典

型的な症候だと言える。しかし、このような近代社会に対する反省は、科学の力に熱狂していた

清末科学小説において、非常に珍しいものでもある。

　これまでの議論をまとめると、『電世界』に現れた科学小説の「力」の内実は以下のようになる。

第一に、産業革命以降の西洋と同じように、清末の中国では、科学による「神通力」が人類の持

ちうる最大の力として考えられるようになった。第二に、科学信仰に知識の普及が追いつかない

ため、科学の力は常に神秘的なベールに覆われ、世界中のあらゆる問題を解決すると期待された。

第三に、神格化された科学は魔法のように見られていたが、両者の間に根本的な違いがある。科

学的な世界観において、科学は不可能を可能にする力を持っており、奇想天外な発想にリアリ

ティを与えているのである。第四に、科学が自己更新しつづけるという性質を有するため、科学

の力を追求する人々は未来永劫に続く競争がもたらす不安と、解決し尽くせない問題がもたらす

虚無感に陥っている。電学大王の自己懐疑はまさに科学的な進歩観に対する疑念の表現である。

２、「正義」

①「正義」としての国家

　近代になると、「国家」は「官」と「野」の対立を凌駕するような超越的な枠組となった。危

機の迫っている国際情勢において、国家の主権を守り、永久に続く国家競争において勝者でいつ

づけることが、その時代の揺るぎない正義となった。

　『新紀元』という科学小説では、中国軍および黄色人種軍の最高指揮官・黄之盛の先生に当た

る化学者の劉縄祖が、黄之盛から国家の危機を知らされると、すでに隠遁していたにもかかわら

ず、すぐに「看著同胞分上，此事却義不容辞」（同胞のためなら、断ることはできない）と答える（22）。
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それは劉縄祖の気高い品性を示しているというより、彼が一国民として、果たすべき義務である

というメッセージを発しているのである。

　昔の隠者は世事に無関心で、「凡之亡也，不足以喪吾存」（凡国が滅びたとて、私の存在を消し

てしまうことはできない）（23）という考えを抱いても非難されないが、近代の国民国家では、官僚

にせよ、隠者にせよ、すべてが国の構成員であり、国を守ることを義務づけられている。

　『電世界』の中で、電学大王は登場するなり、次のように非常に長い、愛国心に満ち溢れた演

説をする。

　「二十世紀的中國也算得盛強了。論歷史呢，統一亞洲，收回各租借地主權，海軍艦至九百兆噸，

陸軍隊一萬萬人，學堂大小九萬余所，都是百年裏的進步。論地理呢，把阿爾泰山、喜馬拉山做天

然壁壘，其中礦權全掌握；太平洋海權是外線，黃河、揚子江、西江航路權內線；粵漢、盧漢、京

張、庫張是南北鐵道幹線，滬寧、浦漢、川漢、川藏是東西中部幹線，滬寧、浦信、潼洛、西潼、

甘陜、伊蘭是東西北部幹線，又有南北東部幹線，則津浦、津榆、關外東清、直至海濱是也。南北

西部幹線，則川滇、川陜、河湟、烏寧是也。」（24）

　（二十世紀の中国も隆盛だと言える。歴史的に言えば、アジアを統一し、各租借地の主権を取

り戻し、海軍の軍艦は九百兆トンに達し、陸軍は一億人おり、学堂は大小合わせて九万あまりあ

る。これらはすべて百年間の進歩の結果である。地理的には、アルタイ山脈、ヒマラヤ山脈を天

然の防壁とし、その採鉱権をすべて掌握した。外部航路では太平洋の海権を有し、内部航路では

黄河、揚子江、西江の航路権を有している。粤漢、盧漢、庫張は南北鉄道幹線であり、瀘寧、浦

漢、川漢、川蔵は東西中部幹線であり、瀘寧、浦信、潼洛、西潼、甘陝、伊蘭は東西北部幹線で

あり、さらに津浦、津榆、関外東清、海浜に至る南北東部幹線もある。南北西部幹線は川滇、川

陝、河湟、烏寧となる。）

　彼がこの演説で述べた、主権や国境といった多くの概念は、近代的な国民国家思想に基づいた

ものである。しかも、航路や鉄道幹線の列挙も、国家権力が国家領土の隅まで均一に広がってい

くという近代ナショナリズムの思想を示している。のちの部分において、国家に関する言説が強

く押し出され、電学大王は完全に中国という国家の人格化された形象となる。人としての英雄と

国としての中国が完全に重なっているのである。すなわち、国家というものは統一的な意志を持

つ、行動の主体として想像されており、そこから近代的な国民国家思想の影響が読み取れるので

ある。

②不義の「覇道」と正義の「王道」：「国家＝正義」を超えて

　国家の大義を絶対的な正義と見なす「正義」観は、近代国家（王朝ではなく国民から構成され

る国家）の成立に繋がっている。中国の場合は、特に緊迫した国際情勢に関わっている。しかし、

中国は昔から共同体の理想的な状態に関して独自の理解を持っているし、近代になってから直面
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せざるを得なくなった危機も、近代の西洋国家が自国の利益を無制限に追い求めた結果であるた

め、当時の中国人の知識人にとって、近代ナショナリズムの影響を受けても、「国家＝絶対的な

正義」という等式を無条件に受け入れるのは、決して容易なことではなかった。きわめて現実的

な問題として、もし私の国が他の国に不義のことをしたら、私が国に奉仕することはまだ正義だ

と言えるのか。つまり、ナショナリズムは国民にとって国家の正当性を保証するが、国と国の間

の正義、すなわち国際正義は、何によって保証されるのか、という問題がある。『電世界』にお

いて、電学大王は敵国との戦争を経験したのち、いつも非常に悲愴な気持ちになる。自らの行動

を自分の国を守るための正義だと正当化したとしても、他国の無数の民衆を殺したり、賑やかな

町を破壊したりすることを、どうしても立派な壮挙だと思えなかったのである。従って、近代の

植民地主義的な国家と距離をおき、一国の利益を超えて、世界の秩序を回復させ、理想の国を実

現することが、国を近代的な危機から救った後の、電学大王の目標となったのである。

　「国家＝正義」という等式に対する反省の一例は、「西威国」との戦争の挿話である。

　小説において、ヨーロッパ中部にある西威国は、強大な飛行艦隊と爆薬を有し、その強大な軍

事力をもってヨーロッパ各国を併合したのち、勢力を東アジアにまで伸ばしてくる。まず日本を

象徴する東陰国を滅ぼし、その後中国の直隷地区を侵略し、現地の住民を千人以上爆死させた。

のちに電学大王は電気翼と電銃をもって、一人でその全艦隊を殲滅し、その首都を破壊した。そ

れによって西威国は滅亡した。

　強くなった中国が西洋列強に復讐するというのは、清末中国の科学小説における極めて一般的

なストーリーである。だが、『電世界』の国家観はそれほど単純なものではない。それを考える

上で、日本を象徴する東陰国は注意すべき存在である。小説の冒頭の、電学大王の演説から、二

十世紀に中国がすでにアジアを統一したという事実がわかるが、のちには、西威国との戦いにお

いて、東陰国は中国の一部の行政区域ではなく、一つの独立国として、西威国に滅ぼされる。つ

まり、ここで「アジアを統一した」というのは、アジアを統合された一つの国家にしたのではな

く、中国を中心とする緩やかな連合体に作り上げたということである。それはまさに伝統的な中

華帝国と同じ形をしている。一方、五年でヨーロッパの強国をすべて滅ぼした西威国は、弱国の

主権と土地に対する侵略を目指す、近代的で、植民地主義的な帝国だと言える。小説の中で、電

学大王はよく「公私王霸」という言葉を使う。中国と西威国の対立は、実際に王道と覇道の対立

を象徴しているのである。電学大王、または作者が提唱している王道とは、強大な武力で世界を

征服する覇道に反して、「仁義礼智信」を核とする儒家道徳によって、天下を教化し、統合する

ものである。作者は伝統的な思想を活用することを通して、勃興する中国を近代の植民地主義的

な国家と距離をおき、国ひいては世界のあるべき姿に対する想像を表現している。



373

新しい英雄の誕生

③理想的な世界秩序と超国家的な「天下観」：「含万公園」を例に

　では、電学大王が精一杯築き上げた理想的な国家形態、及び正義の世界秩序は、一体どのよう

なものなのか。

　小説の中で、電学大王は北極で、世界の縮図としての「含万公園」を建設した。その公園に対

する描写は次のようなものだ。

　「原來這座公園有代表世界的性質，所以東、西、南、北四區，按照各地方物產陳列起來，譬如

東方便陳大和國的東西，西方便陳美洲的東西，以此類推，所以叫它是代表世界的性質。這四區的

中間，便是那座極高的春明塔。塔的底下五層，都是陳設中國的物產工藝。……頂上三層，卻是中

國藏書樓，並不是專藏中國的書，世界各國的書統統都有……他三層之中，也略分界限，大約下層

是非、澳的書，中層是歐、美的書，最上一層是中國的書，這層便算極點了。」（25）

　（もとよりこの公園は世界を象徴している。そのため、東西南北の四区のそれぞれに各地の特

産物を陳列した。例えば東には大和国のものを、西にはアメリカ大陸のものをというふうに。だ

から世界を象徴しているのである。この四区の中心は、すなわちあの聳え立つ春明塔である。塔

の下の五階分は、すべて中国の物産工芸を陳列している。（中略）それに対して上の三階分は、

中国蔵書楼である。中国の書物だけでなく、世界各国の書物もすべて揃っている。（中略）三階

の中でも、おおまかに区別されている。下層にはアフリカ、オーストラリアの書物、中層にはヨー

ロッパとアメリカの書物、上層には中国の書物が納められており、これが頂点になる。）

　ここに述べられた「含万公園」を図示すると、図三のようになる。この公園の構造から見れば、

作者の想像において、理想的な中国が世界の政治と文化の二重の中心になっていることがわかる。

水平方向では、中国の物産が公園の中心に

置かれることによって、中国が世界の地理

的すなわち政治的な中心であることを示し

ている。同時に、垂直方向では、中国の書

物が春明塔の最上層に納められることに

よって、中国が世界の文化的な中心である

ことを示している。この政治的・文化的な

同心円の構造は、伝統的な中華帝国の中原

から朝貢国、そして周縁の蛮夷に至る、伝

統的な中華帝国の同心円型の権力構造に非

常に似ている。これを通して、作者が伝統

的な中華帝国をモデルとして、理想的な未

来世界を構想していることがわかる。 図三
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④「天下観」の正義性に対する疑念

　新しい国家形態と世界秩序に関する構想は、清末知識人が新たな観念に対する反省、そして自

分の文化の文脈においてそれを超克する可能性を探し求めようとする努力を示している。しかし、

このような解決策は本当に有効性と正当性を有するのか。言い換えれば、電学大王が追い求めて

いる正義は、本当に完璧な、真の正義なのか。小説に頻繁に出てくるヨーロッパ人の労働者たち

は、電学大王にとって常に悩みの種だった。新しい電世界が築き上げられた後、電学大王を暗殺

する機会を狙っている、ヨーロッパ人からなる反対党が存続している。暗殺が失敗した後、犯人

のヨーロッパ人は裁判所で次のように犯行動機を述べている。

　「只因電王把鍟槍滅了西威艦隊，我們親戚朋友死得很多，所以常有一個報仇的心。……他是個人，

我們也是個人，如何他仗著兩只電翅，一把鍟槍，便占得這樣的便宜呢？況且我們人種向來稱地球

第一的，如今倒把土地雙手奉人，這種羞恥如何不要洗雪呢？後來又下了北極公園的命令，我們也

派在工人隊裏，吃了許多辛苦，供給妳們黃人的快活，如何不氣憤呢？」（26）

　（電学大王が鍟槍で西威国の艦隊を滅ぼしたせいで、親戚や友人がたくさん死んでしまい、復

讐の念をずっと胸に抱いているからだ。（中略）彼だって私たちと同じように一人の人間だ。な

ぜ彼がその一対の電翅と鍟槍一丁だけでこれほどの利益を手中に収めているのか。それに私たち

の人種は昔から地球では一番だと称されてきたのに、いまや土地を他人に自ら譲り渡している。

どうしてこの雪辱を果たせずにいられようか。その後また北極公園の命令を下され、私たちも労

働隊に入れられて、あなたたち黄色人種の快楽のために、大変な苦労をしてきた。どうして怒ら

ずにいられようか。）

　「天下大同」の電世界において、黄色人種はヨーロッパ人より高い社会的地位を持つのは紛れ

もない事実である。そのため、こうした詰問に、電学大王は反論できない。その後、ヨーロッパ

人の恨みは電学大王の頭から離れない。彼は自分がくじらになり、捕鯨船を運転するヨーロッパ

人に殺されそうになるという恐ろしい夢さえ見た。この悪夢が電学大王にもたらした精神的な打

撃は、先に述べた科学の負の側面がもたらす虚無感とともに、彼がより進んだ文明世界を探し、

正義と力を実現するよりいい方法を学びに、地球を去って宇宙に向かうきっかけとなった。従っ

て、理想的な「天下大同」を実行に移す時、どのようにして植民地主義と距離を置くのかという

問題が、電学大王にとって非常に難しく複雑な問題だった。

　これまでの議論をまとめると、『電世界』に現れた科学小説の「正義」観は以下のようになる。

第一に、近代国家の成立に伴い、国家の危機を救うという大義が絶対的な正義と見なされるよう

になった。第二に、近代国家観念の受容と同時に、当時の知識人は常にそこに潜む危険に警戒し、

オルタナティブな方策を探し求めていた。従って、一国の利益を超えて、理想の世界秩序を実現

することが、国を近代的な危機から救った後の、電学大王の目標となったのである。第三に、そ
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うした理想的な国家を構想する時、作者は意識的に近代の植民地主義的な国家と距離をおき、中

国の伝統的な世界秩序観に目を向けた。第四に、理想的な「天下大同」を実行に移す過程で、予

想できなかった不平等や不正義も現れた。そうした「正義」観の正当性と有効性に対して、電学

大王＝作者は疑念を抱いていた。

終わりに

　電学大王という清末科学小説における英雄像の代表例に対する分析を通して、清末中国におけ

る想像力の変容に対する理解を深めることができる。英雄とは、「力」と「正義」という二つの

側面が合わさったものである。ある英雄像に対する分析を通して、その時代と地域の人々の精神

を窺い、彼らの社会観と倫理観にアプローチすることができる。「超
スーパーヒーロー

級英雄」の電学大王対する

分析から、「文─武」、「官─野」という伝統的思考様式が解消され、科学と国家という二つの新

たな統合的な枠組に取って代わられたことが明らかになった。科学と国家が、それぞれ当時の

人々の、人類が持ちうる最強の力と国民が守るべき絶対的な正義に対する想像を示している。し

かし、科学の力と国家の大義に対する具体的な理解となると、その中に実際は様々な複雑な側面

が存在していることがわかる。当時の知識環境と古来の伝統の影響で、当時の人々の想像力は異

質的ひいては矛盾する要素から構成されていることがわかった。しかも科学万能主義やナショナ

リズムが勃興している時代において、清末の作者はそれらの思想の限界性を反省し、オルタナ

ティブな方策を探し求めていた。構造的な変革と細部の複雑性の共在は、清末という激しい社会

転換期の縮図だと言える。小説に描かれた英雄像は、まるで鏡のように、その時代の人々の欲望

と不安を映し出している。その欲望と不安は、その後の、現在に至るまでの一世紀の中国を理解

する時の、一つの重要な手がかりである。
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