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梁�超と社會�義

―― 1903 年訪米時の社會�義者との問答より――

石 川 禎 浩

は じ め に

梁�超は西洋	代の思想・學
の中國への紹介者として名高く，社會�義についても，

淸末の時點で先驅�にそれを紹介したことが知られている1)。もっとも，「社會�義」を

�初に中國に紹介したのは誰かという問いの答えは鯵單ではない。すなわち，單に「社

會�義 Socialism」の語の初出ということに限れば，1878 年に淸末の外官の黎庶昌 (の

ちに�日公�) が著書『西洋雜志』で，歐州の社會�動を紹介したさいに用いた「索昔阿

利司脫」(すなわち Socialist の�譯) あたりがその�初の例ということになるし，社會�義

の中身の紹介ということになれば，在華宣敎師ティモシー・リチャード (Timothy Richard,

李提�太) が 1898 年に胡貽谷に�譯させたという『泰西民法志』(原著は T. Kirkup, A

History of Socialism, 1906)，あるいはその翌年 (1899 年) に，そのリチャードがベンジャ

ミン・キッド (Benjamin Kidd) の Social Evolution を「大同學」というタイトルで『萬國

公報』に譯載し，社會�義を「安民怨學」という語彙で說*したケースが知られている

ものの，こうした例が果たして社會�義の紹介と呼べるか，+斷がわかれるからである2)

｢社會�義」なる語を，,本�義から共產�義への.渡/とそれに照應するイデオロ

1 ) 梁�超と社會�義との關係については，先驅�な硏究として，狹閒直樹『中國社會�義の

黎*』(岩波書店〔岩波怨書〕，1976 年) と Martin Bernal, Chinese Socialism to 1907,

(Cornell University Press, 1976) があり，また	年では梁景和「梁�超與社會�義學說」

(『首都師範大學學報』2005 年第 4/)，李鳳成「梁�超社會�義思想源液，�張:其歷<

貢獻」(『求索』2012 年第 5/) をはじめとする論=型硏究が相>いで發表されている。

2 ) 王璟「“社會�義”一詞�早�中�對譯」『理論學@』1983 年第 2 /。ちなみに，T.

Kirkup, A History of Socialismは 1920 年 10 月に李季によって改めて�譯され，『社會�義

<』というタイトルで陳独秀らの怨靑年社より刋行された。その漢譯版は毛澤東がマルク

ス�義を理解する上で影響をCけたとされる 3 册の譯本の一つとなった (石川禎浩『中國

共產党成立<』岩波書店，2001 年，218 頁) といわれているものである。
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ギーだと定義する後世の理解からすれば，梁�超をはじめとして，20世紀初頭の中國で

紹介された「社會�義」は，ある種の傾向性を廣く內Gする漠たる怨槪念，怨語だった。

その傾向性とは，,本�義 (この語にしても，�う者によってかなり振幅のある言葉であった)

のIJ ――貧富の懸K，强者による富の獨占と非人M�荏�等々―― を克Nするとい

う指向性を大なり小なり持つということに集Oされる。

それゆえ，「社會�義」�指向性をもつ�義�張であっても，上記のように，「社會�

義」の四�字を�わずになされた場合もあるし，「社會�義」の語があっても，その中身

を吟味すれば，その指向性を閏分に持たない場合もありえた。さらに言えば，「社會」と

「�義」が共に怨語彙であり，それぞれが一筋繩ではいかぬ來歷を持つ語となれば，その

複合語である「社會�義」の位相は，いよいよ複雜ということになろう3)。したがって，

中國で社會�義を�初に紹介したのは誰かという問いは，「社會�義」の語の�初の用例

を特定するということだけでは解決せず，その指向性とあるP度の系瓜性をもつ紹介を

先驅�に行った人物を見つけ出すことと合わさって，はじめてQ味を持つということに

なる。中國社會�義<のあまたの關連書4)がそろって，中國人で�初に社會�義やマルク

ス�義の紹介を行ったのは梁�超であるとするのは，かれにしてはじめてその條件を滿

たしうると衆目一致するからである。

こうしたS說が言うところの梁�超の社會�義紹介とは，1901 年末に『淸議報』に發

表した ① ｢南海康先生傳」(師康U爲の思想を「社會�義V哲學」と呼び，西洋の社會�義がW

くギリシャのプラトンに淵源することを紹介)，1902 年に『怨民叢報』に發表された ② ｢X

Y論革命者頡德
キッド

之學說」，同じく 1904 年の ③ ｢二十世紀之巨靈托拉斯
ト ラ ス ト

」，④ ｢自由書／

中國之社會�義」，そしてやや時代は下るが，1906 年の ⑤ ｢社會�義論」などを指す5)。

3 ) ｢社會」と「�義」の複合語としての側面に留Qした硏究に，金觀濤，劉靑峰『觀念<硏究

――中國現代重a政治
語�形成』(香b中�大學出版社，2008 年) c收の「從「群」到

「社會」、「社會�義」」がある。

4 ) 中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作e譯局馬恩室e『馬克思恩格斯著作在中國�傳播』

人民出版社，1983 年，240 頁；f寶林e『馬克思�義在中國 100 年』安徽人民出版社，

1997 年，3頁；田子渝等『馬克思�義在中國初/傳播<』學@出版社，2012 年，2-3 頁。

5 ) それぞれ ①『淸議報』第 100 册，『怨民叢報』の ②第 18 號，③第 40-43 號 (奧付は

1903 年 11，12gだが，實際の刊行は 1904 年 2g以影と見られる――狹閒直樹e『共同

硏究 梁�超――西洋	代思想C容と*治日本』みすず書h，1999 年) c收の付錄 2「『東

邦協會會報』のC贈書目に見える『淸議報』『知怨報』『怨民叢報』一覽」)，④第 46-48合

k號，⑤第 89號に揭載された。今，『飮冰室合集』(中華書局，1936 年) の ① ｢�集」6，

57 頁〜，② ｢�集」12，78 頁〜，③ ｢�集」14，33 頁〜，④ ｢專集」2，101 頁〜，⑤ ｢�

集」20，1 頁〜に收める (以下，『飮冰室合集』からの引用は，「�集」「專集」○○，○○

頁と略記する)。なお，①に見える「頡德 (キッド)」とは，イギリスの社會學者で『社會

XY論』(1894) の著書もある Benjamin Kidd (1858-1916) のこと，また⑤は吳仲遙著

「社會�義論」への序�として書かれたものである。

梁�超と社會�義
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そして，確かにこれらの書かれた時/において，かれは將來の人類社會の發展のWい彼

方に社會�義の世が實現するだろうという肯定�な見Sしをもって，その紹介に當たっ

ていた。

ただし，その後 1920 年代に現實の�動として，中國で社會�義が取りざたされるよう

になるにつれ，かれの社會�義觀は，特に中國での可能性にたいして，懷疑�，否定�

になっていった6)ため，梁�超の社會�義理解は，長らく不正確で淺oなものという烙印

を押されてきた。單純Yしていうならば，正しい思想たるマルクス�義の價値を結局は

理解できなかった改良V思想家による中pq端な紹介だと片付けられてきたわけである7)。

むろん，社會�義學說についての中國語の專著などない時代のことだから，梁�超の

初/の社會�義にかんする言:は，確かに斷片�な知識，r報の寄せ集めであり，系瓜

だった理解にはまだWい段階と言わざるを得ない。その題名から中國における社會�義

の可能性を論じているように見える④にしても，s� 500字あまり，マルクス (麥喀士)

の名は出てくるが，かれのaOするマルクスの�張とは，今の經濟社會は，少數の者に

よる多數の人々の土地の略奪でできあがっている，というものであり，それに類した警

鐘の語を古代中國に見いだすものであった。しかしながら，その同じ�違の中で，マル

クスらが土地や,本の公Uを�張する�も重aな根據として，「專ら勞力をもって百物の

價値の源泉とする」考えを紹介している點は見tせまい。極めて大ざっぱながら，これ

こそまさに，アダム・スミスからマルクスにCけ繼がれる「勞働價値說」の解說にほか

ならないからである。やはり梁�超，ほかの淸末知識人に比べ，そのu識は一頭地を拔

いていたというべきであろう。

そのさい，土地のvkが招く社會のゆがみにたいし，中國では早くからそれを憂える

思想家 ――すなわち社會�義の先驅者―― がいたというような附會型の理解はさてお

くとしても，そもそもかれが一體何を參照して，マルクス�義と勞働價値說を關係づけ

るような理解に至ったのか ――すなわち社會�義を理解するにあたってのr報，知識の

來源の問題―― は，實はよくわからない8)。すでに多くの硏究が衣口同�に指摘してい

るように，かれの怨知識のw收と發信は，かれが日本で目睹した日本語の書物と切って

も切れない關係にあるわけだが，社會�義に限って言えば，かれがどんな本を讀んで社

6 ) その典型例とされるのが，1921 年に發表した「復張東蓀書論社會�義�動」(「�集」36，

1 頁〜) である。

7 ) y揭『馬克思恩格斯著作在中國�傳播』240-241 頁。

8 ) 梁�超による社會�義理解における附會型解釋の特zについては，汪{秀「“以中釋馬”

――梁�超譯介馬克思�義�方式」(『嘉應學院學報』2018 年第 7/) がその具體例を提示

している。

東 方 學 報
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會�義の思想に觸れたのかは，未だ閏分には解*されていないのである。

また，同じく梁の知識の來源にも關わる問題だが，かれはそれらの社會�義論を執筆

する閒，1903 年の 2gから 12gにかけて渡米している。この渡米は，しばしばかれが

「破壞�義」「排滿革命」といったそれまでの}X�義を放棄するきっかけとなったと言

われているものだが，その「方向轉奄」の旅のさなかに，かれはアメリカ (北米) の社會

�義者たちと面談しているのである。それも一度や二度ではない。この點は，かれが幸

德秋水や堺利彥といった日本の社會�義者たちと液がなかったのとは，好對照をなす。

複數囘にわたる面會の事實が確uされており，かつ梁�超の上記の社會�義論のうち，

②以影はすべてその渡米の後に書かれているわけだから，かれと北米社會�義者の液

は如何なるもので，その結果梁の社會�義觀はどう變わったのか，ということが當然に

問われなければなるまい。ただし，この問題もこれまで,料不足の壁に阻まれて，sく

と言ってよいほど放置されてきた。

むろん，,料が皆無なわけではなく，それなりにあるにはある。まずは，梁�超自身

がその北米行を記錄した『怨大陸游記』(1904 年) を見てみよう。梁はかの地での社會�

義者との接觸について，>のように営べている。

ニューヨーク社會�義叢報の總2営をつとめるハリソン〔哈利6〕氏の來訪をCけ

た。北米では，社會黨員が四度もわたしに會いにやってきた。一囘はヴィクトリア，

一囘はニューヨーク，一囘はヘレナ〔氣連拿［Helena モンタナ州］〕，そしてベイ

カー・シティ〔碧架�地［Baker City オレゴン州］〕である。その來Qはいずれも懇

ろで，そのどれもが中國でもし改革を實行するなら，社會�義から着手すべし云々

と円言するものだった。それに對して，わたしは謝Qを傳えつつも，X步には段階

というものがあり，一足飛びにはできないと営べた。9)

この會見のさい，梁は中國での社會�義の可能性については深入りせず，むしろ「か

れらの黨〔アメリカ社會黨〕の�義や現狀につき，さまざま�ねることに重點を置いた」

と振り�っている。ただし，相互のやりとりをSじて，中國での社會�義の可能性につ

いては，ある種特別の思いに至ったらしい。すなわち，「大まかにいって，極端な社會�

義は，今の中國で實行不可能であるだけでなく，歐米ですら實行できまい。實行した場

合の液Iは，あまりも悲慘である」とする一方で，社會�義が實行によろしきを得た場

9 ) 『怨大陸游記』(1904 年)，「專集」22，41 頁。

梁�超と社會�義
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合については，中國には優位性があるというのである。

かりに	年のいわゆる國家社會�義なるものの思想が>第に永sな方向に向かうな

らば，中國で�用できるものは多く，かつその實行も，歐米に比べて容易であろう。

何となれば，國家社會�義の場合，極めて專制�な組織によって極めて{等なる精

神を實行するわけだが，それは中國の歷<性と圖らずも合致するのである。10)

極端に言えば，古來の{等を�ぶ思想と專制體制の蓄積という傳瓜があるから，樣々

な產業の國UYは，中國でこそ實行可能だと言うのがかれの見立てだった。かねてより

の附會型の社會�義理解が顏をのぞかせているといってよかろう。

このように，アメリカ人社會�義者との液をSじて，社會�義の實現可能性をはじ

め，梁は色々と考えるところがあったようなのだが，兩者の具體�な液の中身につい

ては，なお不*な點が多々殘っている。そもそも，ニューヨークで面會と取材を求めて

きたという「紐O社會�義叢報」や「ハリソン〔哈利6〕」にしてからが，一體どのよう

な雜誌，人物なのか，わかっていない11)。梁�超はこの會見をつうじて，「ハリソン」らア

メリカ社會�義者の�義に對する「熱�」ぶりに强く心打たれたようで，かれらがマルク

スに寄せる崇拜ぶりは�書をあがめるキリスト敎徒にも劣らないと営べ，その獻身ぶりに

感心しているのだが，それが如何なる人物なのか，不*なのである。梁�超と社會�義と

の關係 (特に北米滯在時/) については，なお,料の發掘が求められていると言えよう12)。

怨,料と考察

ここに紹介する英�,料「中國における社會�義の可能性」(The Possibilities of Socialism

10) 同y，41-42 頁。

11) y揭 Bernal, Chinese Socialism to 1907は，この『社會�義叢報』を『ニューヨーク・コー

ル』(New York Call) だと推定する (p. 103) が，『ニューヨーク・コール』の創刊は 1908

年なので，この推定は成り立たない。また，ハリソンについても，ボナールは未詳とする。

ハリソン姓のアメリカ社會黨員としては，Hubert Harrison (1883-1927) がいるが，かれ

の活動歷からするといささか時/がそぐわない。

12) ちなみにその訪米/閒，梁�超の動向は，時折ではあるが，行く先々の地方怨聞で報Mさ

れており，それなりに�目を浴びる存在であったようである。具體�な訪問先での梁の活

動にかんする硏究としては，モンタナ州の事例がある (Mark Johnson, Becoming Chinese

in Montana : The Chinese Empire Reform Association and Political Activism among

Montanaʼs Chinese Communities,Montana : The Magazine of Western History, Vol. 64, No. 4,

Winter 2014) ものの，ヘレナでの社會黨關係者との接觸については言:されていない。
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in China) は，1903 年に保皇會の組織擴大のために北米を訪れた梁�超がヴィクトリア

(カナダ，ブリティッシュ・コロンビア州) で，現地の社會�義者と會見したさいのインタ

ビュー記事であり，梁�超がy記『怨大陸游記』で言う四カcでの社會黨員との會見の

うち，ヴィクトリアでの會見記錄と見られる。梁�超がヴィクトリア，バンクーバーに

滯在したのは，1903 年 3g上旬から 4g末であるから，ヴィクトリアでの會見はその閒

に行われたはずである。インタビュー記事は，『インターナショナル・ソーシャリスト・

レビュー』(International Socialist Review) 第 3卷第 12號 (1903 年 6g) の第 1面に揭載さ

れた13)が，これはこれまでは知られてこなかったものである。

インタビュー記事を揭載した雜誌，ならびに取材者について說*しておこう。『イン

ターナショナル・ソーシャリスト・レビュー』は，1900 年から 1918 年にかけて，シカゴ

のチャールズ・H・カー出版社 (C. H. Kerr & Company) から發行されていたアメリカ社會

黨 (the Socialist Party of America) 系のg刊誌で，アメリカ社會黨員をはじめとする當時の

歐米社會�義者の代表�雜誌である。發行元であるカー出版社は，北米で社會�義關連

の書籍を廣く取り�っていた代表�出版社で，後年の日本や中國でも，英語の社會�義

�獻は同出版社から取り寄せることが廣く見られた14)。この會見記錄にも見えるように，

梁�超はインタビューのさいに何册かの社會�義關連書籍を贈られているが，それらも

多くはカー出版社の刊行物である。

インタビューを行ったのは，ジョージ・ウェストン・リグレー (George Weston Wrigley,

1847-1907) という人物である。カナダの社會�義ジャーナリストとして知られるリグ

レーは，1902 年にバンクーバーに移り�み，當地で社會�義雜誌の出版や勞働�動の組

織に從事していた15)。かれはとりたてて中國やアジアとつながりを持つ人物ではなかっ

たが，變法�動ゆえに祖國を�われ，おりから北米の華人・華僑の荏持を得るべく渡米

した著名人・梁�超 (インタビュー記事では Leung Kai Chewと表記) に關心を�き，アジア

(中國) での社會�義�動のr報を奄する目�もあって，取材を行ったようである。

S譯を介したこの會見は，S譯者の氏名にしてからが Kang Yu Wei，すなわち康U爲

となっているように，それ自體が言葉の壁に阻まれてはいたようだが，s�をSじて，

13) 梁�超が『怨大陸游記』で言う「ニューヨーク社會�義叢報」は，このインタビュー記事

を揭載した『インターナショナル・ソーシャリスト・レビュー』ではないか，という推測

も成り立つ。ただし，同誌にはこの記事のほかに，梁�超との接觸をうかがわせるような

記事は見あたらなかった。

14) y揭石川『中國共產黨成立<』73-75 頁。

15) リグレーの經歷については，Dictionary of Canadian Biography, vol. XIII, University of

Toronto Press, 1994, pp. 111-15. 參照。
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アジアからやってきた改革�動家に/待を�くリグレーと社會�義に興味を持つ梁�超

の兩者が，互いに好Q�關心をもっていた樣子がうかがえる。會見の中で梁�超は，す

でにマルクスの著作を讀んでいるとか，『,本論』の漢譯が閒もなく出版されるとか，自

分は片山潛の友人だとか，どうみてもホラに	い誇張を繰り�している。中國改革�動

の第一人者を自任するかれは，本場の社會�義者をyにして，社會�義についても人後

に落ちない知識を持っているという精いっぱいの背伸びをしないわけにはいかなかった

のであろう。ちなみに，梁�超が渡米yに發表した政治小說の試作「怨中國未來記」

(1902 年 11gから¢年にかけて『怨小說』に揭載) には，自らの分身と見られる�人公の一人

(黃克强) が外國を¤歷する中で，「社會黨の名士たちと¥來し，餘念なく社會�義を硏

究｣16) するくだりが出てくる。つまりは，かれは奇しくもその自作を北米で自演するこ

とになったわけである。

一方，梁�超は自らの改革�動の¦想についても，專制の打倒と立憲政府の樹立を果

たした後には，ただちに社會�義政黨を組織したいと営べたり，男女{等の參政權を目

指していると営べたりするなど，リップサービスに	い�¨も語っている。つまりは，

のちにまとめた『怨大陸游記』の書きぶりとはだいぶ衣なるわけで，それゆえにこの發

言は，どこまで本氣だったのかはわからない。ただし，當時の梁�超は康U爲の叱責 (革

命など斷じて唱えてはならない) をCけながらも，親しい同志に對しては，滯在先のヴィク

トリアから，「中國はどうあっても革命せずにはすまされないと確信しています｣17) と訴

える書鯵を繰り�し©っていた時/，すなわちその生涯でもっとも}XYしていた時/

であったから，「口から出任せ」とばかりは言えないかも知れない。このほか，「中國に

階ªなし」(身分制・階ª制は二千五百年も昔になくなっており，社會�・經濟�地位の向上は容

易だ)，あるいは孔孟より黃宗羲にいたる中國の傳瓜思想には社會�義にSじるものがあ

るという梁の持論が，會見でも表*されていることは�Qしておいてよい點であろう。

一方，いわば«取材の形で梁�超から社會�義�動に關する樣々な質問をされたリグ

レーは，恐らくその質問の內容から，梁の社會�義理解なるものがかなり淺oなもので

あることを感じとったに¬いないが，よくぞ聞いてくれましたと言わんばかりに，懇切

なレクチャーをしている。他人に�義を傳えようとする社會�義者の熱Qについて，梁

は『怨大陸游記』でくだんのハリソンの樣子を，墨子のいわゆる「强聒不舍」(强いて

16) ｢怨中國未來記 (第三囘 求怨學三大集®游 論時局兩名士舌戰)」，「專集」89，16 頁。

17) ｢勉兄〔徐勤〕あての書鯵 (光緖二九年三g十八日〔1903 年 4g 15 日〕)」，丁�江，趙豐

田e『梁�超年�長e』上海人民出版社，1983 年，320 頁 (日本語譯は島田虔>e譯『梁

�超年�長e』第 2卷，岩波書店，2004 年，202 頁)。
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聒
かまびす

しくして舍
お

かざるもの ―― (世の人々が取り合わなくとも) 强い¸子で大聲で說き囘る

―― に喩えていたが，このインタビューでのリグレーの樣子はまさにそれである。

リグレーの解說の中には，のちの梁�超にCけ入れられたとおぼしきものもいくつか

ある。とりわけトラストについての說*や，當時大きな問題になっていた中國人移民排

斥についての社會�義者の見解などは，梁�超の關心とも相まって，かれのその後の思

索や著営に何らかの影¹を與えたのではないかと考えられる。先に擧げた②「二十世紀

之巨靈托拉斯
ト ラ ス ト

」はその一例である。具體�に言えば，この�違の第二ºにはトラストと

社會�義の二者が，共に,本�義の自由競爭の究極�發展の結果として生まれたという

記営がある18)が，一部の中國硏究者が言うように，このくだりはエンゲルスの『空想か

ら科學へ』の第 3違の內容にかなり似ているものである19)。ただし，梁�超はエンゲル

スのこの名著を知っていたのか，知っていたとすれば，如何なるいきさつだったのかと

いう點は，これまで解*されてはこなかった。梁�超の�たるr報源である日本語テキ

ストでいえば，『空想から科學へ』が初めて日本語に�譯されたのは，1906 年になってか

らだからである20)。これに對しては，このインタビュー記事の�後に，リグレーが梁�

超に寄贈した書物の一册として『空想から科學へ』の擧がっていることが，謎を解く手

がかりを提供してくれるだろう。梁�超は，英語版の『空想から科學へ』を讀むことが

できた (もちろん他の者の協力を仰いでではあるが) のである。

一方，中國人移民排斥についての梁の質問に，リグレーは，,本家が安い勞働力の»

入を諦めるはずはなく，それができなければ工場を中國へ移轉させてしまうだろうから

排華法は實行不可能とするが，現實に荒れ狂っていた華人勞働者排斥�動に�も積極�

だったのは，ほかでもない白人の勞働者層であり，その集團たるアメリカ勞働總同½

(AFL) であった。リグレーの說*はそれなりのM理ではあったが，かれが中國系移民の

ピジン・イングリッシュを揶揄するような表現 (alleesamee Melican man) を用いている點

などを考え合わせると，國際�義者を自任する當時の北米社會�義者にも，言外の優越

Q識というものが漂っていることは否定できまい21)。こうした點も梁の『記華工禁O』

(1904 年) に影を落としていることが推測される。

18) ｢�集」14，35-36 頁。

19) 應學犁「梁�超在二十年代初社會�義問題爭論中�角色」『南京大學學報』1995 年第 2/。

20) 堺利彥譯「科學�社會�義」『社會�義硏究』第 4號，1906 年 6g。

21) 中國系移民とアメリカの人種�義の關係については，貴堂嘉之『アメリカ合衆國と中國人

移民』(名古屋大學出版會，2012 年)，同『移民國家アメリカの歷<』(岩波書店，2018 年)

參照。
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社會�義と政治小說

このインタビューからうかがうことのできるr報として，�後に指摘しておくべきは，

梁�超の社會�義指向において，日本語經由でもたらされた影¹についてである。冒頭

でも営べたように，梁�超の社會�義理解が當時の中國知識人としては，相當に高いレ

ベルにあったことは閒¬いないところだが，そのさいにかれが如何なる方法で社會�義

についての知識を仕入れたのかについて，これまでそのr報源は未解*であったといっ

てよいだろう。日本語�獻を�たる知識源としたかれであるから，何か日本語の參考書

があったはずだという推測はできるが，具體�な書物となると，その特定は決して容易

ではなかったのである。

これに對して，リグレーとの問答において，梁�超は社會�義に關心を�くにあたっ

て，いくつかの�學作品が介在していたことを示唆している。我々はS常，社會�義を

知るために讀むものといえば，マルクスやエンゲルス，あるいは當時の日本なら幸德秋

水や堺利彥といった，いわゆる社會�義人士の著作を想定するわけだが，梁にあっては

どうもそうではなかったらしい。むしろ，梁�超は，みずからそのC容と傳播を�¾し

た政治小說，それも	未來の理想世界を鏡として現世 (,本�義社會) の歪みを映し出す

�學作品，すなわちユートピア小說をSじて，社會�義のイメージを¦築していたらし

いのである。具體�に言えば，インタビューにおけるエドワード・ベラミー (Edward

Bellamy, 1850-1898) と矢野龍溪 (本名：矢野�雄，1851-1931) への言: ―― ｢つい先ごろ，

日本の元�華公�である矢野が，ベラミーの『{等』(“Equality”) に似た小說を發表し

た｣―― が手がかりとなる。

ベラミーはいわずと知れたアメリカの�學者，社會�義者で，1888 年に發表した	未

來ユートピア小說『かえりみれば』(Looking Backward : 2000-1887) で一ÀU名になり，

のちにその續eともいうべき『{等』(Equality) を發表して，社會�義ユートピア宴を打

ちたてたことで知られる。『かえりみれば』は中國では日本より早く，1891 年から¢年に

かけて，『萬國公報』第 35-39/に抄譯 (譯題は「囘頭看紀略」) が連載され，のちに 1894

年に廣學會より單行本『百年一覺』として刊行されたが，實は梁�超は來日以yにそれ

を讀んでいたらしい22)。政治�張のために活用される�學作品，すなわち政治小說なる

22) ｢讀西學書法」，夏曉虹輯『飮冰室合集 集外�』下册，北京大學出版社，2005 年，1169

頁；何紹斌「從《百年一覺》看晚淸傳敎士��學譯介活動」『中國比��學』2008 年第 4

/。
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ものへの梁の關心は，S常このあたりから始まると言われる23)。さらにのち，Ã命後の

梁が怨�學，怨小說を提唱するにあたって，矢野の『經國美談』や『佳人之奇Ä』(東海

散士〔柴四Å〕)，『�中梅』(末廣鐵腸) などから大きな刺激，影¹をCけたことは，すでに

多くの硏究の指摘するところである24)。

他方，日本の狀況だが，『經國美談』によって早くから�名をうたわれ，またかつて戊

戌變法時/に�北京公�を務めたこともある矢野龍溪が，いわゆる「社會�義者宣言」

をし，社會�義ユートピア小說『怨社會』を世に問うたのは，1902 年 7gのことである。

『かえりみれば』の初譯 (邦題は「百年後の怨社會」) が堺利彥によって『家庭雜誌』に連載

されたのが 1903 年 6gのこと，また『{等』については，『かえりみれば』ほどには�

目を集めなかったこともあり，s譯の日本語版はでなかったから，それだけを見れば，

矢野の『怨社會』は，日本ではベラミーに先行するかに見える。ただし，ベラミーの小

說は『かえりみれば』にせよ，『{等』にせよ，歐米では話題を呼び，日本でも幸德秋水

をはじめとして，原書で讀む者も少なくなかった。二年以上にわたって歐米を¤歷した

矢野も，日譯の刊行を待たずにそれらベラミーの作品を讀み，その�示のもとに『怨社

會』を執筆したというのが，今日のS說である25)。

その『怨社會』に梁�超が渡米yから�目していたことは，北米でのインタビューだ

けでなく，梁らが 1902 年 11 gに創刊した雜誌『怨小說』が，「哲理科學小說」として

『怨社會』の譯載を豫吿し26)，のち 1903 年 3gに披�洞�譯『極樂世界』として，廣智

書局 (康梁Vの出版社) より刊行されたことからも裏付けられる27)。加えて，『怨社會』と

23) 夏曉虹『覺世與傳世――梁�超��學M路』上海人民出版社，1991 年，53-56 頁。

24) 『經國美談』と『佳人之奇Ä』は梁�超，ないしはかれに	い同志が�譯したものとして，

しばしばその影¹が指摘される (中村忠行「『怨中國未來記』攷論――中國�藝に:ぼせ

る日本�藝の影¹の一例」『天理大學學報』1卷 1號，1949 年；齋È希<「〈小說〉の冒險

――政治小說とその華譯をめぐって」『人�學報』69號，1991 年；寇振鋒「『怨中國未來

記』における「志士」と「佳人」：『經國美談』『佳人之奇Ä』からのC容を中心に」『多元

�Y』第 4號，2004 年)。末廣の影¹を指摘するものに，y揭夏曉虹『覺世與傳世――梁

�超��學M路』，山田敬三「『怨中國未來記』をめぐって――梁�超における革命と變革

の論理」(y揭狹閒直樹e『共同硏究 梁�超』c收) がある。なお，「怨中國未來記」には

邦譯 (島田虔>抄譯) がある (西順藏，島田虔>e『淸末民國初政治=論集』{凡社，

1971 年c收)。

25) 宮井敏「矢野龍溪の『怨社會』――*治	代Y.Pにおけるユートピア思想のQ義」『人�

科學 (同志社大學)』10號，1979 年。

26) ｢中國唯一之�學報怨小說」『怨民叢報』14/，1902 年 8g。

27) 披�洞�が誰のペンネームかは不*である。なお，この『極樂世界』のほかに，同じく

1903 年には作怨社からも�譯 (タイトル『怨社會』譯者未詳) が出ていたようである (劉

慶霖「譯者�作用：論:馬克思:其學說�淸末漢譯日書」『中共黨<硏究』2018 年第 10

/)。
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「怨中國未來記」には，數十年後の未來 (あるいはユートピア�社會) を舞臺に二人の�人

公が問答をえてあるべき社會を展Ê・議論するという¦成上の類似性も見ることがで

きる。時系列�に言えば，『怨社會』の刊行は 1902 年 7g，當時一Ë閒もせぬうちに再

版が出るというほど大きな=+を呼んだというが，「怨中國未來記」の連載はその 4カg

後にはじまっている。さらに言えば，梁�超は戊戌以yから矢野とは面識があり，1905

年には矢野の『世界に於る日本の將來』(	事畫報社，1905 年) を『世界將來大勢論』と題

して抄譯することになる。

こうしたもろもろの事實は，梁のユートピア小說「怨中國未來記」が『怨社會』の刺

激をCけたものであった可能性を示唆しよう。すなわち，「未來記」の十年以上もyに出

された『佳人之奇Ä』などがW因をなしたとすれば，『怨社會』は直	の刺激を與えたと

考えることができるわけである。ユートピア小說仕立ての「怨中國未來記」の創作と發

表は，梁にとって，あるQ味では中國の矢野たらん試みだったとさえ言えるであろう。

そもそも，社會�義理解の仲立ちとして，理想の世の中 (社會�義の世) になったら，

人閒はどうなるのかを描いた�學作品は，19世紀後qから 20世紀はじめにかけて，好ん

で書かれ，社會�義思想の�蒙のために，各國で盛んに�譯紹介された。日本を代表す

る社會�義者たる堺利彥が，『百年後の怨社會』(ベラミー)，『理想Ì』(ウィリアム・モリ

ス) といった社會�義小說を相>いで�譯したのは，ちょうどこの頃 (1904 年) である。

矢野の『怨社會』はそうした時代背景の中で書かれたのであり，梁�超もまたそうした

動向を跡Íい，小說を媒介とする中で社會�義の何たるかに接	しようとしていた。か

れが北米でアメリカ社會黨の人士と會見したのは，まさにそんな時/のことだったので

ある。

S常，我々は社會�義をあくまでも硬Vの政治理論として捉えがちだが，當時の社會

�義へのアプローチは，理論という囘路だけではなかったということが知れよう。これ

に限らず，このインタビューから取り出せるr報や手がかりはQ外に多い。梁�超がお

のれの�違の中で何を�張したのかは，むろん重aではあるが，かれの�張がどのよう

に傳Îされ，どう報Mされたのかを，とりわけ衣なる�Y背景を持つ記者の取材をもと

にして探ることも，それに劣らぬ重a性を持つことだけは疑いを容れない。あえてこの

,料を提示するゆえんである。

英�インタビュー記事の�譯には，必a�低限の�釋 (原�ならびに鯵單な說*は〔 〕

で示す) を施したが，記事の�後に登場する梁�超への寄贈書の書誌については，アメリ

カ議會圖書館，ハーバード大學圖書館などのオンライン目錄を參照し，現物を確uした

わけではない。
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｢中國における社會�義の可能性」(The Possibilities of Socialism in China)

社會�義�動がすでに中國で始まっている ――ヨーロッパやアメリカからの宣敎師に

よってではなく，中國人の學者や改革者たちによって―― という事實によって，社會�

義理念の國際性は改めて證*されている。歐州s土から，南アフリカ，南米，大洋州か

ら，そして日本から，社會�義の宣傳にかんする報吿は定/�に屆けられているが，今

日に至るまで，中國からは聞こえてこなかった。

アメリカには，推定十萬の中國人がサンフランシスコ，カリフォルニア，ヴィクトリ

ア，ブリティッシュ・コロンビアを中心に暮らしているが，カナダのアジア人に社會�

義の理念を說*しようとする試みは，かれらの英語理解力の不足ゆえに，これまで徒勞

にÐわってきた。だが，	ごろ中國の洩大なる改革者・梁�超〔Leung Kai Chew〕がア

メリカを訪問したことによって，r報を奄することが可能になった。その結果を手短

かに槪営しよう。

梁�超は中國からのÃ命者で，先Ñの親しい友人であった。かれは現在，日本の橫濱

で刊行されている『怨民叢報』〔Sien Min Choong Boa〕のe集者を務めている。今囘のア

メリカ訪問は，自らがその名譽副會長をつとめる中國維怨會〔the Chinese Reform

Association，保皇會〕の活動のためである。敎育家，著営家，歷<家などとして，梁氏

〔Mr. Leung〕 (彼の氏名を「�*�な」方法で表記する) は中國人名士の上位にランクされ

る。もっとも，かれは 35歲ぐらいにしか見えないけれども28)。

かれのS譯である康U爲〔Kang Yu Wei〕をSじて，r報のほしい話題が社會�義に

ついてだということを知らされると，梁氏は鯵單に取材に應じてくれた。紹介のQ味で，

梁氏にはシアトルやバンクーバーの社會�義出版物を手渡し，さらに勞働者階ªの國際

�政治�動としての社會�義の成長やその勢力にかんする槪略を書面にして提示した。

このほか，集產�義や階ª闘爭の原則についても說*を行い，中國で興Ôする�動の可

能性について，いくつか質問を行った。

會見に先立ち，梁氏は取材者に取材することによって，みずからが政治指¾者として

の能力を持っていることを示した。その言によれば，かれはカール・マルクスやプルー

ドン，サン・シモンの著作を讀んだことがあり，マルクスの�高Õ作『,本論』の中國

語譯もほぼ完成しているということで，今年の內には刊行されるだろうという。かれは，

28) 當時，梁�超は滿 30歲である。
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日本の東京で『社會�義』〔the “Socialist”〕29) を發行した片山潛30)の友人であり，東京地

區では社會�義�動が大きな力を持つだろうと営べた。また，つい先ごろ，日本の元�

華公�である矢野〔矢野龍溪〕が，ベラミー (Bellamy) の『{等』(“Equality”)31) に似た

小說32)を發表したという。

梁氏はまず，社會�義が�も力を持っているのはどこか，諸國におけるその勢力を知

りたがった。それに續いて，>のような質問をした。すなわち，社會�義とはプラトン

の「國家」〔Ideal Republic〕の如きものなのか33)，アメリカにおける社會�義の提唱者は

「分�」〔dividing up〕を信じているのか，「社會�義は虛無�義〔Nihilism〕とつながっ

ているのか」，「利益分�制を欲しているのか」，「あなた方は勞働組合〔trades unions〕

とつながりがあるのか」，「あなた方は勞働ストライキを荏持しているのか」，「中國人排

斥問題についてのあなた方の態度はどのようなものか」，「日に三，四時閒しか働かない

勞働者がより多くの賃金を得るようなことは，どうして可能になるのか」，「鐵Mや�a

產業をどのように接收するつもりなのか」などである。

以上に列擧した樣々な質問のおかげで，それらに關するr報を提供するという素晴ら

しい機會 ――それはすべての社會�義宣傳家が喜んで行う仕事だが―― を得られた。

29) 片山潛の發行した雜誌は『勞働世界』(1887-1905 年) である。

30) 片山潛は 1903 年 12gに再渡米しているから，ちょうど梁�超と入れ替わりでアメリカに

渡ったことになる。片山と梁の友については，確uされていない。

31) 『{等』はしばしば『かえりみれば』の續eと見なされるが，その人氣や=+は『かえりみ

れば』には:ばなかった。東アジアでも，『かえりみれば』のような反¹を引きÔこすこと

はなく，s譯もなされた形跡はない。ただし『{等』第 23 違の「水タンクの話」(The

parable of the water tank) は，アメリカの初/社會�義者によって社會�義の宣傳小册子

としてたびたび印刷・發行されたため，日本ではその部分の�譯がなされた。山川均譯

「槽の水」(『{民怨聞』第 24-26/，1907 年 2g 14-16 日) がその一例である。「槽の水」

は，のちに改譯したものが「タンクの水――ベラミイより」として『怨社會』1916 年 6

g號に揭載され，さらに後に山川均営『タンクの水』(水Ú會出版部，1921 年) というパ

ンフレットになった。中國では，この日本語パンフレットから重譯されたものがある：晉

靑 (Û晉靑) 譯「奴隸和鐵Ü」，『民國日報·副刊覺悟』1921 年 11g 14 日；長庚譯「水槽底

水」『民國日報・副刊覺悟』1922 年 5g 1 日。

32) 矢野龍溪は日本の�學者，ジャーナリスト，政治家で，�北京日本公�をつとめたことが

る (1897-1899)。1899 年以影政界をÝき，その後，社會問題に關心を示す中で，『怨社會』

(ユートピア社會となった某國を訪問した人物による對話形式の小說) を發表した (大日本

圖書，1902 年 7g)。當時，『怨社會』は，矢野の�名を高からしめた『經國美談』(1883

年) に劣らぬ反¹を引きÔこしたという

33) 梁�超は 1902 年に發表した「中國學
思想變�の大勢を論ず」(論中國學
思想變�之大

勢) において，「孟子」に見える許行の說について，「その理論はギリシャのプラトンのい

う共產�義や	代歐州の社會�義 Socialism によく似ている」と営べていた (「�集」7，

23 頁) ので，その點をリグレーに質したのであろう。
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つまり，アメリカやドイツでは社會�義者の得票が大きく增えているということ，社

會のより良い制度について，理想家たちは多くの世界宴を描いてきたが，これまで社

會�義が實現可能となるような歷<上の時/はなかったということ，社會�義は「分

�」についての現制度 (勞働によって生產された 6ドルのものから,本家が 5ドルをとる) をÐ

わらせるであろうこと，ロシアにおいて社會�義は}ßに虛無�義に取って代わりつ

つあること，利益折qの考えは反動�な一時しのぎであって，共同組合型の販賣c〔co-

operative stores〕によってのみ，勞働者が低賃金で生活することが可能になること，社

會�義者の政黨は勞働階ªの產業�武器としての勞働組合とストライキを荏持してい

るが，,本�義體制の裁+が組合を妨Jしてきたことや投票箱を標�とする政治スト

ライキのみが勞働者に殘された唯一の武器であると理解していること，中國人排斥法

については，,本家は�廉價の市場で勞働力を»入しようとするから實行不可能であろ

うし，,本�義の政府や裁+cがそのような法律を强行しても，,本家たちは中國の

安い勞働者をアメリカの工場へ連れてくる代わりに，工場を中國へ移轉させてしまう

だけだろうこと，トラストで行われているような勞働輕減のための機械の¾入や無用

な勞働 (例えば，廣吿，出張販賣，帳âつけなど) の廢止によって，勞働者の働く時閒は三

分の二ほどに減らすことが可能だし，勞働者の働きに閏分に見合うものが保障されれば，

勞働者のa求は滿たされるであろうこと，社會�義者の中には，〔財產の〕接收とそれ

への補償荏拂いを求める者もいれば，社會�義國では勞働者がsての富を生產するのだ

から，勞働者は單に產業をコントロールし，將來において社會のs¦成員が生產勞働に

從事することになることを布吿するだけでよい ――つまり，補償を行うことは利子で生

活する寄生階ªを生み出す結果になる―― と考えるものもいること，などなどの事實で

ある。

上記の諸點は〔梁�超の〕質問に對する答えとして說*したものだが，梁氏はこれに

たいして，素晴らしい理念ではあるが，世界中に廣く社會�義が打ち立てられるまでに

は百年はかかるだろうとコメントをした。〔これに對して，筆者――卽ちリグレーは〕

ちょうど山の頂きから轉がり落ちる一個の�玉が，落ちるにしたがってだんだんと大き

く早くなり，ついには大�äになるように，社會�義者の得票と產業革命が合わされば，

現時點での狀況からする豫想よりもずっと早くそれが頂點にÎすることがあるだろうと

いう比喩をしたのだった。

筆者の質問に答える中で，梁氏はかれの著書の一つである『中國人とアジア人にお

ける社會�義』〔Socialism between the Chinese and other Asiatic Races〕がカール・マ

ルクスの著作と孔子，孟子，荀子〔Suentsi〕，黃梨洲〔Wong Le Chew 黃宗羲〕らの著

作を比�したものであり，中國語で書かれたそれらはみな極めて社會�義�だと営べ
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た34)。これまで中國では，社會�義者が〔å擧の〕候補者になったことはないが，それ

は同國では地方レベルでも國政レベルでもå擧が行われたことがないという單純な理由

によるという。かれは，中國で立憲政府が樹立され>第，ただちに社會�義政黨を組織

したいと願っている。

中國の改革�動は，民衆自身によってåばれた民��な政府と竝んで，怨たな憲法を

手に入れることを目指している。目下のところ，社會�義の宣傳の面でなし得ることは，

せいぜい社會�義の�獻を廣めることであろう。かれはすでに，自身が發行している怨

聞において，マルクスの著作からの拔粹を數多く行っており，同紙の發行部數は，�に

海b都市に限定されてはいるが，中國s土で 3 萬部にÎしている。法律の面では，出版

の自由はないものの，æき政府は改革Vの怨聞の液Sを防ぐほどの力を持っていない。

ただし，開b場を除けば，ç演會や公開集會を行うことは危險である。社會�義の方針

に沿って在米中國人をいささか敎育することはできるかも知れないが，かれはその具體

策を提示することはできなかった。

中國には，社會�義敎育のX展を妨げるような身分制度〔caste system〕は存在しない。

梁氏によれば，身分制度は二千五百年もyに廢止されており，たとえ貧しい勞働者で

あっても，將來には豐かになれる可能性があり，お金を拂う用Qがあれば，高い身分に

もなれるという。そのQ味では，中國人〔the Chinee〕は，「メリケン人とおんなじ」〔al-

leesamee Melican man〕35) なのである。

社會�義と同樣に，中國の改革�動は宗敎とは無緣である。それは純粹に政治�なも

のであり，それが現在の專制政治をêして民�制を樹立しようとしているというQ味に

おいては，革命�である。會見に同席した女性社會�義者の質問に對して，梁氏は，中

國人はあらゆる面において女性を男性と同等に�重していると営べ，かりに自分の�張

が奏功して中華Ñ國に怨しい憲法が制定されるならば，男女{等の參政權が與えられる

ことになるだろうと答えた。義和團�動の目�は良いものではなかった。それは，暴徒

によって始められ，不忠な官僚どもによってÁ動されたものであった。

34) これに相當する梁�超の�違は確uできないが，1902 年 3gから『怨民叢報』に連載して

いた「中國學
思想變�の大勢を論ず」が先秦諸子から黃宗羲を含む中國思想を體系�に

論じており，また「社會�義」についても言:していたから，それを念頭に置いていたの

であろう。ただし，マルクスの著作と孔子，孟子らの著作を比�したというのは，あきら

かに誇張である。

35) “alleesamee Melican man” は，all the same American Man［みな同じアメリカ人］を發�

したいわゆるピジン・イングリッシュである。すなわち，インタビュー者は，身分制がな

いがゆえに立身出世の機會のある中國人は，實力でのし上がれるアメリカ人のようなもの

だということをピジン・イングリッシュを�って表現したのであろう。
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中國の改革者〔梁�超〕が，社會�義�動について今後も引き續きr報を得たいと営

べたので，世界各地の社會�義指¾者の名âと多くの小册子，および以下の本を寄贈し

た。『メリー・イングランド』(Merrie England)36)，リープクネヒト (Liebknecht) の『社會

�義』(Socialism)37)，ベンハム (Benham) の『征N以yのペルー』(Peru Before the

Conquest)38)，エンゲルス (Engels) の『空想から科學へ』(Socialism, Utopian and

Scientific)39)，リープクネヒトの『î協を廢せ，政治取引を廢せ (No Compromise, No

Political Trading)40)，『社會黨å擧�動ブック』(Socialist Campaign Book)41)，カウツキー

(Kautsky) �『社會革命』(Social Revolution)42)，そしてヴァンデウェルデ (Vandewelde)

の『集產�義』(Collectivism)43) である。これらのうち，いくつかは閒¬いなく中國語に

�譯されるであろうし，來るべき收穫の準備となる優良な種まきの作業は，怪物中國を

社會�義革命に卷きïむほど產業YがX展するまで續けられるであろう。

G. ウェストン·リグレー〔G. Weston Wrigley〕

ヴィクトリア，ブリティッシュ・コロンビア

36) おそらくはMerrie England, by Robert Blatchford ; with introduction by Eugene V. Debs, C.

H. Kerr& company. と見られる。なお，日本では堺利彥がこの書の抄譯を「S俗社會�義」

と題して，1905 年に雜誌『直言』に連載した。

37) Socialism, what it is and what it seeks to accomplish, by Wilhelm Liebknecht, tr. by May

Wood Simon, C. H. Kerr & company, 1899. であろう。

38) Peru before the conquest ; territories, institutions, industries, religion, customs and

characteristics of the Peruvians prior to the Spanish invasion, by George B. Benham,

International publishing co., 1901. であろう。

39) Socialism, Utopianand scientific, by Frederick Engels, tr. by Edward Aveling, C. H. Kerr &

company, 1900. であろう。

40) No compromise, no political trading, byWilhelmLiebknecht, tr. by A. M. Simons and Marcus

Hitch, C. H. Kerr & company, 1900. であろう。

41) 恐らくは，アメリカ社會黨 (Socialist Party of America) が發行したå擧用パンフレット

(例えば The Socialist campaign book of 1900, C. H. Kerr & company, 1900) ではないかとみ

られる。

42) The social revolution, by Karl Kautsky, tr. by A. M. and May Wood Simons, C. H. Kerr &

company, 1902. であろう。

43) Collectivism and industrial evolution, by Émile Vandervelde. tr. by Charles H. Kerr, C. H.

Kerr & company, 1901 であろう。
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原 �

The Possibilities of Socialism in China

The internationalism of socialist doctrines is proven again by the fact that a socialist

movement has already been launched in China ― not by missionaries from Europe or

America, but by Chinese scholars and reformers. Reports of socialist propaganda are

regularly received from all parts of Europe, from South Africa, South America, Australasia

and Japan, but China has, up to the present, been unheard from.

There are probably 100,000 Chinese in America, the chief centers being San Francisco,

California and Victoria, British Columbia. Efforts to explain the principles of socialism to

the Asiatics in Canada have been futile, owing to their limited knowledge of the English

language. The recent visit to America of the great Chinese reformer, Leung Kai Chew,

afforded an opportunity, however, of securing and giving information, the results of which I

will briefly outline.

Leung Kai Chew is an exile from China, having been a warm friend of the late emperor.

He is now editor of “Sien Min Choong Boa,” published in Yokohama, Japan, his visit to

America being in the interests of the Chinese Reform Association, of which he is honorary

vice president. As an educationalist, author, historian, etc., Mr. Leung (to use his name in the

“civilized” manner) is in the front rank of Chinese notables, although he appears to be only

about 35 years of age.

An interview was easily secured as soon as Mr. Leung was informed by his interpreter,

Kang Yu Wei, that socialism was the topic on which information was desired. As an

introductory Mr. Leung was handed copies of the Seattle and Vancouver socialist

publications and a brief description of the growth and strength of socialism as an

international political working-class movement was given in writing. In addition to this

the principles of collectivism and the class-struggle were explained and a series of

questions were asked regarding the possibilities of a movement being established in China.

Before allowing himself to be interviewed, Mr. Leung proved his capability as a political

leader by interviewing the interviewer. He stated that he had read books written by Karl

Marx, Proudhon and St. Simon and that a Chinese translation of Marxʼs greatest work,

“Capital,” is almost completed. It will be published during the present year. He is a friend

of Sen Katayama, publisher of the “Socialist,” Tokio, Japan, and reports the socialist
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movement to be very strong in the Tokyo district. Yano, formerly Japanese ambassador to

China, has just published a novel similar to Bellamyʼs “Equality.”

Mr. Leung first desired to know where socialism was strongest and as to the strength in

the various countries. These questions were followed by others, asking if socialism was

like Platoʼs “Ideal Republic,” and if its American advocates believed in “dividing up.” “Is

socialism connectedwith Nihilism ?” “Do you favor the plan of profit-sharing?” “Are you

connected with the trades unions ?” “Do you endorse labor strikes ?” “What is your

attitude on the question of Chinese exclusion ?” “How can the workers get larger wages

and yet work only three or four hours per day ?” “How will you take over the railroads

and other large industries ?”

The variety of questions above enumerated afforded an excellent opportunity to supply

information ― an occupation all socialist agitators enjoy. The wonderful growth of the

socialist vote in America and Germany ; the fact that idealists had painted many

word-pictures of better systems of society, but at no stage in history until the present was

socialism possible ; that socialismwill end the present system of “dividing up” underwhich

the capitalist takes $5 out of every $6 produced by labor ; that socialism is rapidly

displacing Nihilism in Russia ; that profit-sharing is a reactionary palliative and

co-operative stores only make it possible for the workers to live on smaller wages ; that

while the socialist party endorses the labor unions and strikes as the industrial weapon of

the working class we realize that the capitalistic judges have put the unions up against a

stone wall and the political strike at the ballot box is the only weapon left for the worker ;

that Chinese exclusion laws are unworkable, as the capitalists will buy their labor power in

the cheapest market and even though the capitalist government and courts enforced such

a law the capitalists would merely take the factory to the worker in China, instead of

bringing the Chinese cheap labor to the factory in America ; that the use of labor-saving

machinery, the abolition of useless labor, such as advertising, commercial travelers,

bookkeeping, etc., as shown by the trustswould make it possible for theworker to decrease

his hours of labor fully two-thirds and by securing the full product of his toil have all his

desires satisfied ; and that while some socialists favored expropriation and compensation,

others contended that as labor had produced all wealth under a socialist state, labor should

merely take control of industry and decree that in future all members of society should

perform productive labor ― compensation would result in establishing a class of parasites

living on interest.
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The above points were touched upon in answer to the questions, Mr. Leung making the

comment that it was good doctrine, but would probably take a century for socialism to be

established universally throughout the world. The illustration was made that just as an

avalanche starts as a snowball on the top of a mountain, gathering more snow and more

speed as it glides an its downward path, so will the socialist vote and industrial revolution

gather speed and reach its climax much sooner than present conditions indicate.

In replying to the writerʼs questions Mr. Leung stated that one of his books, “Socialism

between the Chinese and other Asiatic Races,” was a comparison of Karl Marxʼs writings

with those of Confucius, Mencius, Suentsi and Wong Le Chew, all of whose writings in

Chinese were very socialistic. No socialist candidates have ever been nominated in China

for the simple reason that no elections are held in that country for municipal or national

offices. He was favorable to the organization of a socialist party in China as soon as a

constitutional government could be established.

The Chinese reform movement aimed at securing a new constitution with a democratic

government elected by the people themselves. For the present all that could be done in the

way of socialist propaganda would be the establishment of a socialist literature. He had

already published many extracts fromMarxʼswritings in his paper,which had a circulation

of 30,000 in all parts of China, but chiefly in the sea ports. Legally there is no freedom of the

press, but the government is too weak to prevent the circulation of reform papers. It is

unsafe, however, to hold lectures or public meetings other than in the treaty ports.

Something might be done to educate the Chinese in America along socialist lines, but he

could recommend no specific plan.

No caste system exists in China to prevent the growth of socialist teachings. The caste

system was abolished 25 centuries ago, according to Mr. Leung, and to-day a Chinaman

might be a poor laborer, to-morrow he might be rich and he could even become a noble if

he is willing to pay the price. In this respect the Chinee is “alleesamee Melican man.”

The Chinese reform movement, like socialism, has nothing to do with religion. It is

purely political and is revolutionary in the sense that it aims to overthrow the present

despotism and establish democracy. In reply to a question from a socialist lady who was

present, Mr. Leung said that the Chinese looked upon the women as equals to the men in

every respect and if his cause triumphs and a new constitution is written for the Chinese

empire it will provide for equal suffrage for both sexes. The Boxer movement had no good

objects. It was started by robbers and encouraged by disloyal officials.
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The Chinese reformer expressed a desire to keep himself informed upon the socialist

movement and a list of addresses of leading socialists throughout the world was supplied

him together with a number of small pamphlets and the following books : “Merrie

England,” Leibknechtʼs “Socialism,” Benhamʼs “Peru Before the Conquest,” Engelʼs

“Socialism, Utopian and Scientific,” Leibknechtʼs “No Compromise, No Political Trading,”

“Socialist Campaign Book,” Kautskyʼs “Social Revolution,” and Vandeweldeʼs “Collec-

tivism.” Some of thesewill undoubtedly be translated into Chinese and thework of sowing

the right kind of seed in preparation for the harvest to come will go on until the industrial

evolution advances far enough to gather the monster China into the socialist revolution.

G. Weston Wrigley,

Victoria, British Columbia.
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