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1.　CUItural　 Resources　 in　the　 Chinese　 Economy

That　 China　 is　rich　 in　cultural　 resources　 is　a　fac七 ㎞own　 to　all　and

recognized　 by　 all.　But　 it　is　regrettable　 that　 few　 people　 apPreciate　 the

fact　that　 Chinese　 cultUre　 also　 features　 its　unique　 economic　 thinkj皿g .

The　 　 Chinese　 economy　 is　not　 tO　be　 ignored　 il　the　 21st　century　 world

econo町The　 importance　 of　the　 modemization　 and　 intemationaliza.

tion　 of　China's　 economic　 thinking　 is　of　course　 no　exception.

　 China's　 economic　 thinking　 started　 from　 the　 eight　 diagrams　 in　the

era　 of　Fuxi　 (one　 of　Chna's　 earliest　 legendary　 rulers　 2852～2738　 BC) ,

consisting　 of　arrangement　 of　continuous　 and　 broken　 lines　 in　three

lines　 each.　 It　proceeded　 to　the　 concept　 of　making　 market　 fair　 at

midday　 in　the　 era　 of　Shemong　 (another　 Iegendaly　 ruler　 in　ancient

China).

　 After　 experiencing　 the　 culture　 of　̀ `harmony　 between　 heaven　 and

man,"　 it　went　 over　 to　the　 various　 schools　 of　thought　 including　 the

teachings　 of　Confucius　 and　 Mencius.　 Later　 it　advanced　 to　 the

thinking　 of　Dr.　Sun　 Yat-sen.　 Special　 mention　 should　 be　made　 of
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The　 economic　 idea　 of　the　 Duke　 of　Zhou　 about　 the　 system　 of

cu七ting　 the　 farm　 land　 intOn血e　 squares　 with　 the　 center　 square

being　 communal　 farm　 and　 the　 surrounding　 eight　 private,

That　 of　Guan　 Zi　about　 the　 comparative　 importance　 of　things,

That　 of　Sima　 Qian　 on　benevolent　 reasoning,

That　 of　Sang　 Hongyang　 on　salt　 and　 iron,

ThatofWangMangontheroyalfields,
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■　That　 of　Wang　 Anshi　 on　the　 legal　 refbrm　 and

③That　 of　Hong　 Xiuquan　 on　 the　heavenly　 farmland.

They　 are　 all　valuable　 resources　 of　Chj皿ese　 culture.　 They　 deserve

our　 attention　 and　 development　 in　a　bid　 to　contribute　 to　the　 we1血re　 of

mankind.

　 The　 problem　 facing　 China　 nowadays　 remains　 poverty.　 It　is　a　vital

issue　 to　rid　China　 of　the　 malignant　 cycle　 of　povedy　 characteristic　 of　a

developing　 economy.　 In　 my　 View,　 Westem　 economic　 ideas　 of　Adam

Smith(1723-1790),㎞1Marx(1818-1883)andJohnKeynes(1883～

1946)　 all　fell　short　 of　the　 needs　 of　the　 Chinese　 economy.　 Results　 of

practice　 and　 examination　 proved　 beyond　 doubt　 the　 decline　 of

capitalism　 as　 the　 main　 Western　 trend　 of　the　 20th　 century　 and　 the

collapseofcommunismasatrendfightingagainsttheWestemmain

trend,　 Facts　 have　 proved　 that　 a　development　 mode　 of　market

economy　 with　 Oriental　 values　 under　 the　 third-route　 philosophy　 will

phase　 in.　il　the　 21st　 century　 Taiwan's　 experience,　 Chinese　 mainland

road,　 ConfUcian　 thhlldng,　 Oriental　 culture,　 Asian　 values　 and　 human

welfare　 Will　deserve　 great　 attention　 as　they　 are　 of　the　 same　 origin　 and

closedcomectedwitheachother.

　 The　 Chinese　 econoIny　 after　 ref{)rm　 and　 opening　 up　 has　 been

inevitablymixedwithcertain"pollutants"丘om　 the　 Westem　 economic

ideas　 and　 certain　 ``degenerating　 ideas"丘om　 the　 Chi皿ese　 econo皿ic

culture.　 So　 the　 fbrthcoming　 ``cUltural　 conflicts"　 are　 only　 to　be　expected,

but　 they　 can　 be　 prevented　 if　not　 totaly　 avoided.　 Taiwan's　 economy

will　 be　 in　a　dismal　 plight　 without　 cross-Straits　 economic　 exchange.

[[he　 economy　 of　the　 Chinese　 mainland　 would　 have　 been　 hopeless　 but

for　the　 economic　 reforms.　 China　 would　 certainly　 get　 rid　of　poverty　 in

the　 early　 21st　century　 Following　 the　 success　 in　its　economic　 refbrm,

Chna's　 political　 refbrm　 w皿be　 ineVitable　 and　 political　 reform　 Will　 in

tumpromoteChna's㏄onomic　 development.

China　 stands　 in　 need　 of　retum血g　 to　a　Chinese　 economy　 under

Chinese　 culture.　 It　must　 combine　 Dr.　 Sun　 YatSen's　 economic　 idea　 of

China's　 genuine　 Kuomintang　 and　 Deng　 Xiaopinぎs　 economic　 theory

from　 the　 genuine　 Chinese　 Communist　 Party　 in　a　common　 effort　 tO

buUd　 an　 economically　 modemized　 China.　 A　socialist　 market　 economy

with　 Chnese　 characte五stics　 should　 be　 an　 ideal　 approach加wards　 a

world　 of　harmony　 With　 Chinese　 ConfUcian　 rites.1
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皿.ChineseOrthodox,IbeaditionsandRationalism

1.　CUItural　 China　 and　 Chinese　 cUltUre

Confhcianism　 is　the　 main　 axis　 of　cultural　 China　 and　 also　 the　 ma血

stream　 of　Chinese　 culture・ 　Cultural　 China　 represents　 the　 body　 of

transmitted　 Chinese　 orthodox　 teachings　 while　 Chinese　 culture

　represents　 the　 　 　 　 　 　 　 　 　 Chnese　 traditions.　 Orthodox　 is　the　 spidt　 of　C}1mese
c旦1ture　 and　 traditions　 are　 its　actual　 realities.　 V晒le　 the　 former　 treatS

　ongina1　 ConfUcianism　 as　 the　 norms,　 the　 lat柏r　 regards　 rationalis廿c

Confhcian　 philosophical　 school　 as　the　 trend　 of　development .

,盈e蠕鵠 臨器識灘 膿 豊蠕 鵠 識:認
Ruler　 Tang　 of　the　 Shang　 Dynasty

,　the　 first　rulers　 Wen　 and　 WU　 alld

the　 Duke　 of　Zhou　 of　the　 Western　 Zhou　 Dynasty　 down　 to　ConfUcius

皇認鑑 鵠c霊灘h鵠 。蠕 蕊:1鵠蠕9翻
the　 post-Mencius　 periOd　 saw　 its　decline　 and　 decease .2

　 During　 the　 periOd　 of　the　 Republic　 of　Chna,　 a　Taiwan-based　 scholar

Fang　 Dongmei　 claimed　 that　 Confucianism　 had　 degenerated　 and

Buddhism　 predominated　 in　 the　 Tang　 Dynasty　 as　 the　 only

representative　 school　 of　ConfUcianism ,　"What　 else　 could　 there　 be

other　 than　 Buddh藪 ∋m"waswatchwordoftheday .Fromthiswecan

see　 there　 were　 only　 traditions　 and　 schools　 of　thought　 in　 Chinese

culture　 m　 those　 days.　 Where　 came　 the　 Chinese　 orthodox　 at　the　 time?3

　 These　 included　 the　 Confucian　 school　 of　thought　 in　the　 Song
Dynasty,　 mcludmg　 Chen
　 　　 　 　　 　　 　　 　g　Hao　 and　Cheng　 Yi　of　the　Northem　 Song
Dynasty　 and　 Zhu　 Xi　 and　 Lu　 Jiuyuan　 of　the　 Southem　 Song　 Dynasty

.S

ong　 Confucianism　 was　 practically　 neo-Confhcianism
,　which　 was

actually　 the　 regeneration　 of　ConfUcian .and　 Mencian　 ideology.

　 It　was　 an　 outcome　 of　the　era　 at　the　 time.　 It　had　 its　special　 academic
values.　 This　 was　 as　necessary　 as　it　was　 ineVitable .　Herein　 lies　the

essence　 of　Confhcian　 rationa1おm.Asamatteroffactthebasicspiritof

Confhcian　 and　 Mencian　 academic　 ideas　 also　 had　 it's　rationalistic

implications　 at　the　 time.　 According　 to　the　 sages
,` 工eaming　 without

thought　 is　labor　 lost;　 thought　 without　 learning　 is　perilous ."　This

indicated　 the　paramount　 importance　 Confhcius　 attached　 to　leaming

　 That　 was　 why　 he　 said,　 "I　was　 once　 lost　m　 thought　 the　 whole　 day,
and　 went　 sleepless　 and　 without　 meal,　 This　 (五d　me　 no　 good .　It　would

have　 been　 better　 fbr　me　 to　spend　 the　 time　 leaming ."　4

　 His　 academic　 ideas　 more　 or　less　 stemmed　 from　 the　 ritual　 and

musical　 civilization　 world　 of　Emperors　 Wen　 and　 Wu　 and　 Duke　 of
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Zhou.　 It　must　 be　 noted　 that　 ConfUcius　 and　 Mencius　 lived　 in　 the

Eastern　 Zhou　 Dynasty,　 which　 was　 a　declining　 and　 dark　 period　 of

culture　 in　the　 Zhou　 Empire.　 Thereupon　 he　 gathered　 ancient　 classics,

poems　 and　 songs　 and　 ritual　 cere皿onies　 together,　 got　enlightened　 fセom

them　 and　 condensed　 them　 into　 a　school　 of　thought.

　 Confucius　 was　 most　 successful　 in　 his　 study　 of　rationalism.

Inheriting　 the　 past　 and　 enlightening　 the　 posterity,　 he　 was　 reputed　 as

the　Most　 Sage　 Tbacher　 and　 the　 Tbacher　 of　A11　(fenerations.

　 Han　 Changli　 alleged　 that　 Chinese　 orthodox　 ceased　 to　exist　 after

Meng　 Ke.　 He　 was　 reproachful　 out　 of　his　 prof()und　 love　 for　 the

orthodox.　 In　 the　 process　 of　historical　 changes,　 Confhcianism　 had　 to

incorporate　 exotic　 ideas　 in　order　 to　become　 vital　 once　 again.　 This　 was

similar　 to　the　 regeneration　 of　the　 ancient　 Greek,　 Roman　 and　 Hebrew

cultures　 -　 something　 of　unique　 epoch-making　 significance　 and

academic　 values　 -　 after　 the　 Period　 of　Reconnaissance　 in　the　 13th～16th

centuries.5　 Dong　 Zhongshu　 was　 the　 proponent　 of　Han　 ConfUcianism

血the　 histoIy　 of　Chinese　 culture.　 His　 academic　 ideas　 formed　 a　school

of　thought.　 The　 political　 implications　 of　his　 school　 wrote　 a　new

chapter　 of　histOry　 Dongもschool　 was　 also　 characteHstic　 of　his　 era血

inheriting　 the　 past　 and　 enlightening　 the　 posterity　 because　 he

synthesized　 all　schools　 of　thought　 since　 the　 spring　 and　 Autumn

Annals　 and　 the　 Warring　 States　 Period,　 although　 he　 revered

ConfUcianism　 alone　 and　 abandoned　 all　other　 schools　 of　thought.　 He

fUrther　 regarded　 ConfUcianism　 as　the　 only　 doct血e　 to　be　 fbllowed.

That　 is　to　say,　Confucianism　 was,　 according　 tO　Dong,　 the　 monopoliza-

tion　 of　truth　 without　 any　 ramifications.　 As　 a　matter　 of　fact,　the　 claim

was　 incorrect　 because　 Dong's　 Confucianism　 could　 hardly　 escape

ideological　 influence丘om　 astrologers,　 political　 strategists,　 the　 elite

and　 legalists　 of　the　 time.　 He　 also　 was　 in　the　 shadow　 of　Zhuang　 Zi's

ideology　 that　 reigned　 during　 the　 successfUI　 rule　 of　Wen　 and　 Jing

Emperors　 of　the　 early　 Han　 Dynasty.　 Han　 Cor血cianism　 was　 regarded

as　 an　 aristocratic　 ideology　 of　promoting　 officialdom　 and　 even

misunderstood　 asatool　 of　the　 ruling　 class　 because　 it　set　store　 by　 the

relationships　 between　 ruler　 and　 the　 ruled　 and　 betWeen　 father　 and　 son

and　 the　 establishment　 of　social　 order.　 All　 ConfUcian　 tra砒ions　 were

regarded　 as　being　 based　 on　ideological　 frameworkS.　 Such　 a　viewpoint

is　wrong.　 Such　 ConfUcianism　 is　perhaps　 a　product　 of　distonion　 by　 the

rulers.　 It　resulted丘om　 mcorrect　 relay　 of　erroneous　 ideas　 so　that　 the

schoolofthoughtbecameevermoredistorted.

　 The　 China　 of　the　 Wei,　 Jin,　 North　 and　 South　 and　 Tang　 Dynasties

was　 the　 China　 of　the　 middle　 Ages.　 ConfUcianism　 paled　 off　as　the　 main

stream　 as　a　result　 of　the　 impact　 of　upcoming　 Buddhism　 and　 Zhuang
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Zi's　ideology　 But　 Confhcianism　 in　that　 pehod　 remained　 deep-rooted

in　the　 hearts　 of　the　 people・ 　The　 Tang　 Dynasty　 could　 well　 be　 descdbed

asaperiodwhenBuddhismwasatitsheightinChmaFangDongmei

considered　 Buddhism　 as　the　 only　 school　 of　thought　 prevailhlg　 at　the

t㎞e・ 　This　 could　 easily　 lead　 to　misunderstandmg　 as　if　there　 had　 been

識 瓢器蠕 撫,鵬臨 鴇盤霊臨:識
polemics　 between　 Buddhism　 and　 Con血cianism.

　 As　 ConfUcianism　 was　 all-mclusive,　 the.Ultimate　 form　 of　Buddhism
in　China　 became　 wha七was　 known　 as　Chinese　 Buddhism .　Buddhist

ideology　 grew　 and　 matured　 under　 the　 nurturing　 of　rich　 Chinese

culture・ 　Thereupon,　 ConfUcianism,　 Buddhism　 and　 Taoism,　 the　 three

major　 schools　 of　thought,　 gradually　 merged　 into　 the　 main　 stream　 of

Chinese　 culture・ 　The　 Tang　 Confucianism　 at　 the　 time　 contained

elements　 of　Buddhism　 as　a　matter　 of　course.　 Buddhism　 merged　 with

Confucianism　 and　 Taoism　 into　 a　three-in-one　 combination .　The

rationalistic　 Confucian　 philosophical　 school　 in　this　 period　 was　 of

course　 way　 behind　 the　 Han　 Confucianism.　 Tang　 Confucianism

interpreted　 things　 more　 or　 less舳m　 the　 Buddhist　 philosophical

viewpoint　 of　charity　 and　 benevolence.　 Such　 rationalistic　 ConfUcian

philosophical　 school　 was　 vastly　 dif艶rent　 from　 that　 in　 the　 Han

Dynasty

　 By　the　time　 of　the　Song　 Dynasty,　 the　five　Masters　 of　Northem　 Song
Dynasty　 including　 Zhou　 Lianxi　 and　 those　 in　 the　 Southern　 Song

Dynasty　 including　 Zhu　 Xi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Lu　Xiangshan　 kept　repositioning
Confucianism.　 They　 interpreted　 the　 rationalistic　 Confucian

philosophical　 school　 in　the　 thinldng　 mode　 of　"temperament　 or　state　 of

mind　 being　 equivalent　 to　the　 principle　 of　rationalism."　 Despite　 the

different　 versions　 of　rationalistic　 Col血1cian　 philosophical　 school　 in　the

Northern　 and　 Southern　 Song　 Dynasties,　 the　 r()juvenation　 of　Song

ConfUCianism　 was　 a　fact　 of　no　 dispute.　 That　 was　 one　 of　the　 sources　 of

neo-ConfUcianism.　 Was　 there　 any　 ConfUcians　 in　the　 Yuan　 Dynasty?

Nobody　 ever　 denied　 there　 were.　 It　was　 true　 there　 were　 no　 fblowers　 of

ConfUcianism　 among　 court　 ministers.　 But　 beyond　 doubt　 ConfUcianism

had　 struck　 deep　 roots　 into　 the　 hearts　 of　the　 common　 people.　 Ming

Dynasty　 Confucianism　 championed　 by　 Wang　 Yangming　 stressed

ideahstic　 studies　 and　 had　 Buddhist　 elements　 as　welL　 As　 a　matter　 of

fact,　 the　 Second　 Sage　 Teacher　 Mencius　 of　the　 Conflユcian　 school　 also

stressed　 idealistic　 studies.　 Late　 Ming　 and　 early　 Qing　 confucians　 Gu

Tinglin,　 Huang　 Lizhou　 and　 Wang　 Fuzhi　 claimed　 that　 temperament

meaIlt　 rationalism　 This　 was　 more　 or　less　 the　 same　 as　the　 viewpoint

of　the　 two　 Song　 ConfUcian　 Chengs　 and　 that　 of　Zhu　 Xi .　They　 opposed
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the　 idea五stic　 studies　 of　the　 Ming　 Confhcians.　 They　 blamed　 on　 Ming

ConfUcian　 idealistic　 studies　 fbr　 the　 accumulated　 feebleness　 or　even

collapse　 of　the　 empire.　 But　 this　 claim　 smacked　 of　anti.Manchuria

sentiments.　 But　 they　 all　posed　 themselves　 as　 orthodox　 ConfUcians .

They　 derived　 their　 philosophical　 outlook　 of　heavenly　 laws　 and　 of　the

universe　 mahlly丘om　 The　 Book　 of　Changes　 and　 The　 Doctrine　 of　the

Mean・ 　Wang　 Fuzhi　 synthesized　 the　 latest　 Confhcian　 teachmgs　 at　 a

new　 stage　 of　development.　 He　 e司oyed　 the　 same　 reputation　 as　Zhu　 Xi

血the　 Southern　 Song　 Dynasty.

2.　Qing　 Comhcians　 and　 Neo.Con血cians

　 Qing　 ConfUcians　 were　 more　 pragmatic.　 They　 claimed　 that　 classics

meant　 rationale,　 contending　 pragmatism　 alone　 as　the　 life　portrayal　 of

Confucianism.　 So　 they　 stressed　 the　 importance　 of　evidencing.

Although　 the　 Ming　 Dynasty　 Wang　 Yangminぎs　 Confiユcian　 philsophical

school　 stood　 fbr　 achieving　 good　 conscience　 and　 for　 combining

㎞owledge　 and　 deeds,　 his　cla㎞was　 somewhat　 reduced　 to飽rmalities

and　 empty　 talk・ 　Qing　 Confucians　 went　 in　for　probing　 into　 the　 gap

between　 knowledge　 and　 deeds　 in　 a　down-to-earth　 manner .　They

oriented　 their　 examination　 towards　 pragmatic　 philosophy　 By　 the

tmes　 of　Qianglong　 and　 Jiaqing　 emperors,　 this　ideology　 had　 developed

into　 the　 splendid　 thinking　 of　Hui　 Dong　 and　 Dai　 zhen.　 Qing

ConfUcians　 stressed　 textual　 research　 as　the　 main　 approach　 in　their

academic　 pursuits,　 and　 the　 feasibility　 study　 in　their　 rationalistic

approach.　 They　 disapproved　 the　 empty　 talk　 and　 unpractical　 approach

of　Cheng　 and　 Zhu's　 rationalistic　 approach.　 Contrary　 t()　the　 concept　 of

the　 Song　 rationale　 ``
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Quit　 human　 desire　 and　 preserve　 the　 heavenly
rationale",　 they　 advocated　 human　 feelings　 as　part　 of　the　 heavenly

rationale・ 　Such　 Qing　 rationalistic　 apProach　 on　 human　 feelings　 was

quite　 popular　 because　 the　 Song　 Confucian　 preaching　 was　 too

supematural　 and　 ran　 counter　 to　the　 principle　 of　humanism .　Such

pragmatic　 apProach　 of　the　 Qing　 ConfUcians　 was　 quite　 similar　 to　the

approach　 of　Adam　 Smith,　 founder　 of　Western　 economics .　The　 Anhui

school　 of　Confiユcian　 Hui　 Dong　 and　 the　 Jiangsu-Zhejiang　 Wu　 school

during　 the　 Qianlong　 and　 Jiaqing　 reign　 years　 echoed　 with　 each　 other

and　 ran　 diametrically　 counter　 to　the　 blind　 worship　 of　idealistic

ConfUcianism　 that　 had　 prevailed　 since　 Han　 ConfUcianism .　Hence,

Qing　 ConfUcianism　 seemed　 to　be　 the　 product　 of　idealism　 combined

with　 materialism・ 　under　 such　 idealistic　 rational　 guidance
,　QingC

onfucians　 repositioned　 the　 classics　 of　all　schools　 of　thought .　Their

doctrine　 well　 deserved　 the　 title　 of　Confucianism　 at　a　new　 stage
,
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　 Ih　late　Qing　 and　 early　 Republic　 days　 the　people　 were　 subjected　 to
great　 misery　 plus　 imperialist　 invasions.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ConfUcianism　 in　Chinese
cultUrewascon仕onted　 with　 unprecedented　 c
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hallenge・　ConfUcianism
at　the　 time　 was　 utterly　 degenerated　 as　never　 befbre.　 The　 intellectuals

did　 want　 to　pursue　 their　 studies　 on　 Con
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 fUcianism,　 but　 they　 couldh

ardly　 affbrd　 to　do　 so.　Chinese　 culture　 was　 beyond　 rejuvenation
.C

ultural　 con且icts　 had　 culminated　 in　social　 chaos,　 political　 unrest　 and

economic　 depression　 in　the　 late　Qing　 Dynasty.

　 In　 the　 early　 years　 of　the　 Repubhc,　 national　 self-dignity　 was　 at　the　 　 　 bb

..　The.　 enlightlned　 were　 lookng　 forward　 to　increased　 national
low　 e

strength　 an　 　 　 　 　 　 d　people's　 prosperity　 But　 the　 evils　of　the　 time　 were　 so

much　 accumulated　 that　 they　 could　 not　 be　 removed　 all　at　once .　The

republican　 ConfUcians　 could　 be　 called　 the　 modem　 neo-ConfUcians
.S

uch　 their　 MOdern　 ConfUcianism,　 being　 overly　 nationalistic,　 seemed

to　have　 lost　 the　 rationalistic　 and　 objective　 apProach　 due　 fbr　 the

rationalistic　 ConfUcian　 philosophical　 school.

　 [[lhat　 kmd　 of　ConfUcianism　 was　 ideological,　 and　 hence,　 defective.

Thus　 the　 MarXist-Leninist　 "dogmatic"　 culture　 that　 oPPosed　 both　 the

traditional　 Chnese　 ideology　 and　 the　 mainstream　 Westem　 ideology

foun　 　 d　its　way　 into　 China　 and　 grew　 with　 great　 momentum.　 It　was

especially　 popUlar　 among　 the　 intellectuals.　 It　was　 said　 that　 intellectu-

als　who　 refUsed　 to　accept　 MarXism-Leninism　 were　 considered　 to　be

lgnorant.

As　 a　matter　 of　fact,　inteUectuals　 of　those　 days㎞ew　 vely　 little　about

MarXism-Leninism,　 basing　 themselves　 only　 on　 the　 tWo　 elementary

works:　 hltroduction　 to　Capital　 by河 上 肇and　 Lectures　 on　 Materiahst

Dialectics　 by永 田 　 志The　 phenomenoIl　 led　 to　the　 separate　 occupa.

tion　 of　Taiwan　 and　 the　 Chinese　 mainland　 by　 the　 KMT　 and　 the

Chinese　 Communist　 Party　 (CPC)　 respectively　 in　 1949.　 Taiwan

ConfUcians　 waged　 a　cutthroat　 strife　 against　 the　 Westem　 capitalist

ideology　 and　 brought　 forth　 the　 combination　 of　both　 -　 Chnese-style

Adam　 Smith　 and　 John　 Keynes.　 [[he　 mailland　 Confucians　 also　 waged

a　sole㎜polemic　 agamst　 the恥s施mMa面st-Leninist　 ideolegy　 and

brought　 forth　 some　 kind　 of　combination　 -　 Chinese-style　 MarXism-

Lenmism.　 6

　 1n　between　 there　 was　 a　so-called　 third　 place,　 Hong　 Kong　 (HK),

which　 tried　 itS　utmost　 tO　get　 rid　of　the　 ideological　 fetters　 and　 founda

course　 of　the　 HK　 neo-ConfUcianism.　 Taldng　 advantage　 of　the　 East

and　 West　 ideological　 exchange,　 HK　 ConfUcians　 dedicated　 themselves

togettingridoftherespectiveideologiesofTaiwanandthemainland.

し/intyofSciencesaiTd{ノnific∂tic〕1T　Thought　 f「om　the　viewPoint　 o「the　East-West　 Eco1ToRiic　Philosoρhy445

　 They　 absorbed　 the　 quintessence　 of　both　 Oriental　 and　 Western

cultures　 from　 an　 objective　 stance　 and　 combined　 them　 into　 a　H]l　 neo.

Con血cian　 course　 of　development.　 The　 greatest　 advantage　 of　HK

ConfUcians　 was　 that　 they　 had　 pulled　 themselves　 out　 of　the　 shadow　 of

the　 China　 since　 the　 Opium　 War　 The　 150　 0dd　 years　 of　British　 rule

confronted　 HK　 Confucianism　 with　 unprecedented　 conflicts　 and

integration.　 But　 to　their　 credit　 they　 fbund　 and　 fbllowed　 a　modem

pattem　 fUlly　 characterized　 by　 HZK　 ConfUcianism　 and　 integrated　 both

yellow　 and　 blue　 civilizations.　 This　 won　 them　 worldwide　 reputation.A

s　the　 headquarters　 of　HIK　 neo-Con血cianism,　 the　 IIlstitute　 of　New

Asian　 studies　 was　 created　 by　 educator　 Qian　 Mu　 of　Chinese　 studies

according　 to　the　 will　 of　Mr.　 zhang　 Qiyun.　 under　 the　 same　 roof　 were

gathered　 famous　 HK　 Confucians　 Tang　 Junyi,　 Xu　 Fuguan,　 Mou

Zongsan,　 Yan　 Gengwang,　 Jin　 Hansheng,　 who　 fbrmed　 what　 was

popularly　 known　 as　 the　 New　 Asian　 school　 of　ConfUcianism.7　 Bu七by

the　 time　 when　 HK　 was　 retumed　 to　China　 on　July　 1,　1997,　 the　 school

had　 accomplished　 its　historical　 academic　 mission.

　 As　 a　ConfUcian　 academic　 school,　 the　 rationalistic　 school　 succeeded

in　ridding　 itself　 of　ideological　 fetters,　 integrating　 East　 and　 West

cultures　 into　 a　style　 of　itS　own　 in　an　 objective　 and　 just　 marmer.　 It　was

distinctively　 different　 from　 the　 modern　 neo-Confucians　 durilg　 the

periodoftheRepublicinthatthelatter,especiallythoseaftertheMay

4th　Movement　 of　1919,　 were　 inevitably　 pemleated　 with　 a　strong　 flavor

of　nationalism.　 That　 was　 the　consequential　 outcome　 of　the　 times.

　 The　 special　 feature　 of　the　 New　 Asian　 Confhcians　 in　HK　 was　 that

they　 tried　 their　 best　 to　keep　 far　 apart　 from　 that　 di伍cult-to-avoid

ideological　 trend　 and　 fbrmed　 a　rare　 characteristic　 of　HK.　 The

ConfUcians　 in　Taiwan　 (Taiwan　 Con血cians)　 were　 not　 so　lucky　 either.

They　 were　 involved　 in　the　 ideological　 polemics　 between　 Chinese

nationalism　 and　 indigenous　 Taiwan　 doctrine,　 losing　 some　 of　the

objectiVity　 and　 justness　 characteristic　 of　ConfUcianism.8

3.　Ethical　 capitalism　 and　 contract　 eapitalism

　 As　 tO　Lee　 Kuang　 Yew　 of　the　 Singaporean　 ConfUcian　 school,　 he　 is　a

world-famous　 statesman.　 He　 was　 successful　 in　his　 leadership　 over

Singapore.　 A　 very　 small　 count]瓢Singapore　 is　one　 of　the　 fbur　 little

dragons　 in　the　Asia-Pacific　 region.

　 How　 great!　 Is　Singaporean　 ConfUcianism　 the　 orthodox　 or　tradition

of　Chinese　 culture?　 No,　 neither　 is　the　 case.　 It　is　none　 other　 than　 Lee

Kuang　 Yew's　 rationalism.　 Lee　 loves　 Chinese　 culture.　 He　 was　 educated

illtheWest.
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He　 studied　 law　 at　Cambridge　 University　 in　Britain.　 A氏er　 obtahling

thecapacityofalawpractitionerinLondon,hemanagedtocreatethe

first　 miracle　 in　Asia　 with　 Singaporean　 characteristic.　 What　 a　great

exploit!　 It　was　 the　 Lee　 school　 of　Singaporean　 Confucianism　 that

modernized　 Singapore・ 　Singapore　 owes　 its　 success　 in　 economic

prosperitX　 s㏄ial　 stabiity　 and　 honest　 govemmellt　 to　Lee's　 rationa1.

ism・ 　Singaporean　 politics　 may　 be　 somewhat　 dissatisfactory　 to　the

Westem　 scholars.

　 But　 the　 Singaporean　 people　 are　 gratefhl　 to　Lee　 and　 are　 fUll　 of

praise　 about　 him・ 　The　 Western　 accusation　 of　Singapore　 being

politically　 undemocratic　 may　 represent　 only　 one　 of　the　 various

Viewpoints　 expressed.　 Singaporean　 democracy　 may　 be　 defective　 and

there　 is　room　 for　fi㎡her　 improvement.　 Harvard　 University　 Professor

PhD　 Samuel　 P　Huntington　 was　 most　 representative　 of　this　view.

　 Despite　 we　 can　 not　 agree　 to　the　 praise　 he　 heaped　 on　 Taiwan's

experience　 in　 political　 democracy.　 Tb　 speak　 out　 of　conscience ,

Singapore　 is　a　successfUl　 example　 of　ConfUcian　 rule・g　What　 are　 things

like　 in　the　 economic　 spheres　 of　overseas　 Chinese　 culture?　 They　 are

equally　 successfUl.　 The　 economic　 capacity　 of　the　 overseas　 Chinese

comm皿ity　 in　 Southeast　 Asia　 is　most　 prominent.　 There　 is　no

exception　 in　Indonesia,　 Malaysia,　 Thailand,　 Ca血bodia,　 Vietnam　 and

the　 PhilipPines.　 For　 all　the　 different　 degrees　 of　localization　 of

ConfUcianism,　 the　 essence　 of　ConfUcian　 ideology　 is　hard　 to　change.

The　 Modern　 Confucian　 doctrine　 is　no　 exception.　 It　is　ethics　 and

morality.　 This　 is　essentially　 different　 from　 the　 religious　 philosophy　 of

the　 new　 Westem　 Protestantism.

　 But　 in　 terms　 of　its　contribution　 to　 economic　 development,　 the

fbrmer　 is　comparable　 tO　the　 latter.　 The　 Modern　 Con血cian　 doctrine

(ethical　 capitalism)　 showcased　 in　the　 post-war　 fbur　 httle　 dragons　 in

the　 Asia-Pacific　 region　 has　 a　standpoint　 distinctively　 different　 from

that　 of　the　 European-American　 Protestantism　 (contract　 capitalisln).

Starting伽m　 Socrates　 (469-399BC),　 Western　 philosophy　 always

stressed　 pursu辻1g　 truth　 and　 law;　 this　was　 the　 sp垣t　 of　science.　 On　 the

other　 hand,　 Oriental　 society,　 starting　 f}om　 ConfUcius,　 always　 stressed

the　 importance　 of　human　 affection　 and　 ethics;　 this　 was　 philosophical

spirit.　 While　 the　 modernization　 of　Western　 society　 proceeded　 from

science　 to　philosophy,　 Oriental　 modemization　 proceeded　 ffom　 philoso-

phy　 to　science.　 The　 outcome　 of　Ohental　 and　 Western　 modemization

was　 the　 combination　 of　science　 and　 philosophy　 They　 were　 similar　 but

not　 identica1.

　 The　 same　 argument　 holds　 true　 fbr　 the　 orientation　 of　Western

political　 and　 economic　 development,　 which　 was丘om　 law　 to　rationale
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and　 then　 tO　human　 affection　 while　 the　 Oriental　 orientation　 was　 fセom

human　 affection　 tO　rationale　 and　 then　 tO　law.　 They　 reached　 the　 same

destination,　 despite　 their　 different　 directions.　 The　 significance,

however,　 was　 entirely　 different.10

　 While　 Westem　 philosophy　 followed　 Rene　 Descartes'　 (1596-1850)

rationalism　 of　one　 divides　 into　 two,　 say　 fbr　instance,　 labor　 is　always

opposed　 tO　capita1,　 0riental　 philosophy　 always　 fbllowed　 the　 rationale

of　two-in-one　 combination,　 stressing　 cooperation,　 harmonious　 and

e伽cal　 relationship　 in　admmistrative　 management.　 While　 the　 United

States　 is　most　 representative　 of　contract　 capitalism　 generated　 by

Western　 rationalism　 ,　Japan　 is　most　 typical　 of　Oriental　 ethical

capitalism.

　 Oriental　 ethical　 capitalism　 m　 the　 Asia-Pacific　 region　 involves　 the

Republic　 of　Korea　 (ROK),　 Japan,　 HK　 Singapore,　 Vietnam　 and　 the

Taiwan　 and　 Chinese　 mainland　 as　 well　 as　 overseas　 Chinese

co㎜ 血ties　 in　the　 Chnese　 economic　 sphere.　 Due　 to　the　 outst輌g

performance　 of　post-war　 ConfUcian　 cultural　 and　 economic　 spheres,

theeconomicsystemandpoliciesandsocialandcommercialpoliciesof

ethicalcapitalismhavearousedworldwideattention.Themosttypical

of　all　were　 Japan's　 profbssionalism,　 professional　 e町'oyment,　 unit)～

solidarity,　 division　 of　work　 and　 sharing　 weal　 and　 woes　 in　one　 body

Japan's　 economy　 is　a　concrete　 example　 of　a　small　 but　 effbctive

government　 combined　 with　 a　large　 but　 vital　 market.　 Besides,　 the
"desperate"　 sp垣t　 of　South　 Koreans血workmg　 hard　 for　prosperity　 on

a　self-reliant　 basis　 is　also　 a　Confucian　 characteristic　 of　ROK's

economy.　 Furthermore,　 the　 stress　 of　Taiwan　 enterprises　 on　 family

ethics　 also　 accounts　 fbr　 the　 prosperity　 of　small　 and　 medium-sized

enterprises.　 Such　 a　Confucian　 enterprise　 culture　 also　 prevails　 in

Vietnam.

III.　Neo・ConfUcians　 and　 the　 New　 neo・Confucians

1・　lndoctrinating　 Chinese　 CUlture　 with　 Ideas　 Foreign

　 to　 Chilla　 and　 Absorbing　 Foreign　 Cultures　 into　 Chi

nese　 CUIture

　 Since　 1978　 the　 Chnese　 mainland　 economy　 has　 been　 developing　 by

leaps　 and　 bounds.　 Why　 has　 it　been　 so?　 Tlhis　 has　 much　 tO　do　With　 the

return　 of　the　 CPC　 to　the　 cultural　 China's　 Confucian　 thinking　 of
"sto血g　 wealth　 among　 the　 people

."　But　 the　 CPC　 prior　 to　the　 adoption

of　refbrm　 and　 opening　 up　policy　 in　1978　 adopted　 the　 Chnese　 orthodox
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of　MarXism-Leninism.　 This　 was　 a　policy　 orientation　 of　"indoctrinatihg

Ch血ese　 culture　 with　 ideas　 fbreign　 to　China"　 that　 went　 against　 the

long-drawnっutdevelopmentofCh血ese　 history　 and　 cUlture.

　 That　 was　 why　 the　 economic　 development　 of　the　 Chinese　 mainland

was　 not　 very　 remarkable　 du血g　 that　 period　 of　time.　 Within　 the　 salne

period,　 the　 ConfUcians　 who　 survived　 from　 the　 early　 days　 of　the

Republic,　 such　 as　Liang　 Shum血g,　 Xiong　 Dali,　 Guo　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Moruo　 and　 Lun

Shun,　 had　 k)　coexist　 peace制ly　 with　 dogmatic　 MaDdsm.Leninism,　 or

to　accept　 it　to　some　 extent,　 and　 thus　 became　 some　 10%　 to　20%

Marxist,Leninists.　 The　 CPC　 after　 1978　 fbllowed　 a　basic　 policy　 to

``absorb　 fbreign　 cultures　 into　 Chinese　 culture ・"　The　 seeds　 of　Chinese

ConfUcianism　 are　 budding　 forth　 once　 again　 and　 are　 blooming　 rapidly.

They　 are　 so　 because　 they　 are　 well　 adapted　 to　the　 Chinese　 soil.

Marxist　 ideology　 is　humanitarian　 and　 accords　 with　 human　 nature,

but　 it　is　different　 from　 dogmatic　 Marxism-Leninism.

　 The　 highest　 Communist　 ideal　 of　Marx　 and　 Engels　 was　 cqnsistent

with　 the　 "world　 harmonゾ'　 ideal　 of　Chmese　 ConfUcians　 who　 believed

that　 the　 Republic　 was　 universal　 to　all.11　That　 is　why　 we　 say　 Chinese-

style　 Marxism-Leni㎡sm　 will　be　the　 inevitable　 course　 of　development.

This　 has　 been　 the　 basic　 rationale　 accounting　 fbr　 the　 splendid

economic　 development　 on　 the　 Chinese　 mainland　 after　 the　 CpC

pursued　 the　 refbrm　 and　 opening　 up　 Polic)乙That　 was　 precisely　 the　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
onfUcianism.focusofattentionfromscholarsofneo-C

Comprising　 mostly　 HK　 and　 Taiwan　 scholars　 and　 also　 those丘om

Europe,　 the　 Uni七ed　 States　 and　 Japan,　 these　 scholars　 were　 mostly

based　 in　HK.　 The　 main　 spirit　 of　neo-ConfUcianism　 is　to　get　 rid　 of

certain　 ideological　 contents　 of　ConfUcianism　 and　 try　 to　accept　 the

advantagesoftheWestandthentOdigestandintegratethem.

　 ThisprocessstartedwiththetraditionalWestemmainstreamideas

as　 the　 fbcus.　 It　has　 now　 come　 to　embrace　 the　 Mar)dst　 thinldng　 that

runs　 counter　 to　the　 Westem　 traditional　 mainstream　 ideologies.　 The

neo.ConfUcians　 are　 also　 shifting　 their　 focus　 of　concem　 to　Western

democracy,　 rule　 of　law,　 science　 and　 technology　 ConfUcianism　 was

easily　 misunderstood　 because　 of　its　pursuit　 for　 officialdom　 and　 its

ideas　 fbr　restoration　 of七he　 anclent　 tlmes.

　 As　 a　matter　 of　fact,　genUine　 ConfUcians　 not　 only　 seekS　 to　find　 the

quintessence　 of　traditional　 ideas,　 but　 also　 the　 newbom　 fbrce　 of　such

quintessence　 so　as　to　create　 vigor　 and　 vitality　 of　Cor血cian　 thmking.

This　 was　 especially　 true　 in　the　 China　 of　the　 modem　 times.　 In　the

course　 of　such　 conflicts　 there　 were　 buming　 sparkles　 that　 might　 have

hurt　 many　 people,　 the　 miserable　 Chinese　 in　the　 miserable　 days　 of

China　 when　 the　 people　 were　 su句ected　 to　utter　 destitution.　 The

1
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process　 was　 long　 and　 brutal.　 But　 afteZ　 rain　 cari}e　 the　 sunshine　 aand　 a

prospective　 fUture.　 The　 21st　 century　 is　bound七 〇　be　a　clear　 blue　 sky　 fbr

neo-Confucianism.　 The　 prime　 years　 in　 China's　 H　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 an　 and　 Tang

dynasties　 were　 attdbutable　 tO　the　 Silk　 Road　 on　 the　 land　 while　 the

economic　 civilization　 in　Southeast　 sea　 coast　 areas　 during　 the　 Song

and　 Ming　 dynasties　 was　 attributable　 to　the　 Maritime　 Silk　 Route.

'rhere　 were　 also　 many　 examples　 of　conciliation　 of　civilizations　 leading

tO　national　 prosperity　 in　world　 histOry.

　 The　 most　 concrete　 one　 was　 the　 Abbas　 Dynasty　 in　the　 12th　 centUry

that　 integrated　 the　 cultures　 of　Egypt,　 Persia,　 Arabia,　 Greece,　 Rome,

Hebrew,　 and　 even　 india　 and　 Chna's　 Tang　 Dynasty.　 The　 ciVilization　 of

Abbas　 Dynasty　 not　 only　 transcended　 the　 European　 ciVilization　 in　the

later　 pedod　 of　dar㎞ess　 at　the　 time,　 but　 also　 that　 of　Chha's　 Southem

Song　 Dynasty　 at　the　 time.　 The　 modem　 European　 civilization　 after

Reconnaissance　 was　 the　 outcome　 of　conciliation　 of　different

CiV且izatiOnS.12

　 The　 neo-Confhcianism　 of　today　 is　m　 a　period　 of　great　 conciliation　 of

civilizations.　 It　not　 only　 absorbs　 the　 Western　 mains七ream　 ideas　 of

GreeceandRome,butalsothoseofMarxandEngelsthatrancounter

tO　the　 main　 stream　 in　the　 West.　 Ih　the　 21st　century　 neo-ConfUcianism

will　 be　 the　 proponent　 of　Oriental　 civilization.　 It　w皿well　 match　 with

itS　counterpart　 in　the　 West,　 the　 New　 Protestant　 civilization.

2.　Features　 of　Modem　 Neo・Confucianism

　 Neo-Confhcianism　 has　 an　 advantage　 of　the　 era.　 It　is　dch　 in　its

liberal　 art　 and　 phiosophical　 thought.　 It　will　be　even　 more　 valuable　 if

it　is　supplemented　 by　 the　 new　 rationale　 of　apphed　 science.　 In　 other

words,　 if　it　is　combined　 with　 social　 and　 natural　 sciences　 and　 S&T,　 it

will　 be　 of　greater　 importance　 to　the　 creation　 of　happ血ess　 fbr　 all　in

national　 and　 social　 modernization.　 Herem　 lies　the　 essence　 of　modem

neo-ConfUcianism.　 This　 was　 also　 the　 process　 of　Song　 ConfUcianism

tuming　 into　 Ming　 Con血cianism.　 Song　 Con血cianism　 was　 new　 to　that

of　the　 Western　 Han　 Dynasty;　 Ming　 Confucianism　 stressed　 the

practical　 signi丘cance　 of　combining　 knowledge　 and　 action.　 The　 neo-

Confucianism　 towards　 the　 end　 of　the　 20th　 century　 was　 also　 the

rejuvenation　 of　ConfUcianism.,　 but　 the　 21st　 century　 wiU　 be　 an　 era　 of

practice　 for　 Confucianism.　 This　 modern　 neo-Confucianism　 that

stresses　 humanities,　 social　 and　 natural　 sciences　 will　 not　 only　 create　 a

21st　 century　 Oriental　 world,　 but　 Will　 also　 proVide　 much　 reference　 to

world　 modemization.

Modem　 neo-Con血cianism　 concems　 itself　 with　 how　 to　modemize
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the　 society　 and　 the　 state　 and　 with　 political　 development,　 economic

progress,　 rule　 of　law,　 honest　 government　 and　 social　 harmony.　 This

impliesfreedom,democracy,humanrightSandotherconcemsofthe

rule　 of　law・ 　It　of　course　 concems　 itself　with　 improving　 the　 quality　 of

life　for　the　 nationals,　 the　popularization　 of　education,　 the　 protection　 of

human　 rights　 and　 religious　 freedom,　 etc.　 and　 etc.　 Modern　 neo-

Con血cianism　 of　course　 will　have　 to　implement　 the　 ideal　 of　take.over

rationalism　 so　as　to　modemize　 and　 intemationaIize　 the　 countryL　 The

significance　 of　internationalizing　 neo-ConfUcianism　 is　to　show

necessary　 respect　 fbr　 all　national　 or　regional　 cultures.　 It　is　the

takeover　 rationalism　 peculiar　 to　individual　 countries　 or　regions.　 For

example,　 China　 may　 orient　 itself　 towards　 a　market　 economy　 and　 a

democratic　 legal　 system　 with　 its　own　 characteristics;　 so　may　 Russia

and　 Egypt.　 The】 皿ost　 dreadful　 thing　 in　 the　 21st　 century　 will　 be

cul七ural　 imperialism　 that　 coerces　 or　seduces　 other　 nations　 to　fbllow

the　 pattem　 of　modernization　 it　showcases.　 This　 will　trigger　 clashes　 of

civilizations　 in　 other　 countries　 because　 of　cultural　 adaptation

problems.　 It　will　 also　 give　 rise　 to　 all　 kinds　 of　 evils　 in　 the

modemization　 process　 of　o七her　 countries　 and　 regions.　 This　 cannot　 but

call　for　our　 prudence.

　 'lhe　 Book　 of　Changes　 and　 the　 Doctrine　 of　the　 Mean　 were　 the　 main

aXis　 of　traditional　 ConfUcianism.　 If　a　country　 inherits　 the　 rationalist

sphit　 of　Confucianism　 in　formulating　 its　major　 political　 and　 economic

policies,　 it　Will　avoid　 making　 social　 policy　 deViations　 that　 may　 lead　 tO

poor　 coordination　 and　 conciliation.　 Thus　 it　will　 help　 avoid　 disasters

caused　 by　 cultural　 clashes.　 This　 not　 only　 deserves　 attention　 from

co㎜ 皿ities　 within　 the　 ConfUcian　 cultural　 economic　 sphere,　 but　 may

alsoserveasareferencetocommunitiesofotherculturalandeconom-

ic　spheres.　 Because　 the　 combination　 of　idealism　 and　 materialism　 as　a

philosophical　 mode　 of　thinking　 (as　 demonstrated　 in　 the　 theory　 of

combining　 conscience　 with　 things　 and　 combining　 heaven　 with　 man)

should　 be　 cUltural　 resources　 common　 to　the　 world　 community　 and

shouldbesharedbyallmankind.

　 It　is　regrettable　 that　 such　 a　philosophical　 approach　 remains　 tO　be

universally　 ac㎞owledged.　 The　 greatest　 point　 of　such　 a　philosophical

approach　 is　that　 it　respects　 the　 cultural　 features　 of　all　regions,　 They

are　 」free　to　flexibly　 apply　 the　 theories　 elaborated　 in　 the　 Book　 of

Changes　 and　 the　 Doct血e　 of　the　 Mean飾m　 their　 own　 angles　 so　as　to

promote　 the　 conciliation　 of　civilizations.　 This　 is　entirely　 (lifferent　 f士om

Westem　 cultural　 imperialism　 geared　 tO　impose　 its　own　 philosophy　 on

other　 cultural　 spheres.　 The　 so-called　 neo-Cambridge　 school　 of　Samuel

P.　Huntington,　 Lester　 C.　Thurow　 and　 Zbigniew　 Brezinski　 presumed
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that　 Western　 democracy,　 market　 economy,　 freedom　 and　 equality　 and

human　 rights　 were　 universal　 truth　 and　 su切ectively　 imposed　 them　 on

countries　 and　 communities丘1　 0ther　 cultural　 spheres.13　 As　 a　matter　 of

fact,　 and　 this　 will　 be　 counter-productive.　 Such　 fbreign　 ideas　 and

cultures　 will　 trigger　 cultural　 clashes　 in　other　 social　 and　 cultural

spheres　 because　 of　their　 different　 social　 conditions.　 Not　 on　ly　so,　it　will

also　 b血g　 those　 countries　 or　regions　 to　politica1,　 economic　 and　 s㏄ial

disorder　 and　 u皿rest.

As　 far　 as　pOlitical　 culture　 is　concerned,　 the　 Westem　 citizen　 pohtics

and　 national　 election　 system　 may　 be　 a　good　 policy　 fbr　Western

developed　 countries　 in　North　 America　 and　 Westem　 Europe,　 but　 they

may　 be　 a　bad　 policy　 (a　poison)　 fbr　the　 developing　 countries　 in　Asia,

Africa　 and　 Latin　 America.　 Many　 disasters　 broke　 out　 in　 those

countries　 and　 regions　 as　a　resUlt　 of　national　 elections,　 as　demonstrat-

ed　 in　the　 scramble　 for　political　 power,　 economic　 recession　 and　 social

injustice.　 Such　 phenomena　 often　 led　 people　 to　1廿ik　them　 up　 with　 the

behavior　 of　certain　 Westem　 ``scholars"　 and　 k)　thhik　 it　over　 whether

those　 ``scholars"　 were　 really飼endly　 or　malicious.　 Westem　 colonial

cultural　 policy　 has　 aroused　 strong　 resentment　 and　 ildignation　 among

peoples　 in　other　 cultural　 spheres.

IV.　New　 Trend　 of　Economic　 Globalization

1.　Capitalism:　 No　 Panacea　 to　All　Maladies

　 Modern　 neo-Confucianism　 concentrates　 on　 the　 concept　 that　 a

mler's　 life　depends　 on　 the　 people,　 seekmg　 to　retum　 political　 power　 tO

the　 people　 and　 achieve　 the　 genUine　 goal　 of　govemment　 of　the　 people,

by　 the　 people　 and　 fbr　the　 people.　 It　seeks　 to　prevent　 the　 govemment

and　 parliament　 from　 becoming　 tOols　 of　capitalism.　 It　opposes　 false

democracy,　 false　 fセeedom　 and　 false　 equality　 because　 direct　 democracy

is　conditiona1.　 Ih　countries　 where　 civilization　 remains　 to　be　improved,

the　 people　 remain　 in　a　poor　 quality,　 and　 where　 conditions　 are　 not　 yet

ripe　 for　direct　 democracy,　 the　 consequences　 Will　be　 disastrous　 if　they

venture　 to　 adopt　 the　 Western　 system　 of　general　 elections　 and

citizenry　 politics.　 There　 were　 also　 such　 phenomena　 in　Taiwan　 region

in　its　democratic　 political　 and　 economic　 process,　 not　 to　speak　 of　the

numerous　 developing　 countries　 whose　 political　 backups　 are　 not　 as

good　 as　 those　 in　Taiwan　 region.　 Under　 such　 circumstances,　 how　 are

they　 going　 to　realize七heWesterntypeofdemocraticconcept?

　 That　 was　 why　 many　 countries　 practicing　 direct　 power　 fbr　 the
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People　 were　 the　 first　tO　suffer　 instead　 of　gaining　 anything　 goOd.　 What

an　 unwise　 advice　 they　 fbllowed!

　 Economic　 globaliZabion　 is　the　 general　 trend　 in　the　 21st　century.　 All

coullthes　 will　fbUow　 that　 dir㏄tion.　 But　 if　all　regions　 and　 all　countries

are　 bent　 on　 intemationalizing　 their　 economies　 in　total　 disregard　 of

their　 different　 stages　 of　cultural　 and　 economic　 development,　 some　 of

them　 Will　 invariably　 become　 the　 Victims丘rst　 instead　 of　gainmg　 any

economic　 benefit.　 This　 is　so　because　 the　 developed　 economies　 will

always　 come　 off　with　 flying　 colors　 under　 the　 principle　 of　comparative

interestS　 in　free　 economic　 competitions.　 They　 will　always　 reap　 a　great

abundance　 of　fiVits　 from　 free　 competitions　 while　 the　 less　competitive

economies　 will　 inevitably　 be　 comered　 and　 lorded　 oveL　 These　 poor

countries　 will　 always　 remain　 in　a　disadvantageous　 position,　 not　 to

speak　 of　the　 ever-widening　 gap　 between　 rich　 and　 poor　 co皿tries.　 Look

a七theeconomicgapbetweentheNorthemandSou七hem　 Hemispheres

and　 you　 w且1　 have　 a　clear　 picture　 about　 everyt]hing.　 Besides,　 the　 so.

called　 econo皿ic　 globalization　 and　 liberation　 in　 the　 concept　 of

advanced　 economies　 demand　 that　 the　 developing　 countries　 lay　 down

their　 spiritual　 economic　 weapons　 and　 blindly　 follow　 the　 tempo　 set　by

them　 and　 comply　 with　 their　 economic　 interests.

　 Modern　 neo-Confucianism　 attaches　 great　 importance　 to　 the

orientation　 of　liberalizing　 the　 market　 economy.　 It　is　absolutely

impossible　 to　go　 without　 market　 economy;　 market　 economy　 is　not

oInnipotellt　 either.　 Moderll　 neo-Confucianism　 does　 not　 regard

govemment　 economy　 as　 everything;　 but　 it　is　also　 impossible　 to　go

Without　 government　 economy　 altogether.'"　 The　 basic　 spirit　 is　a　small

but　 e伍cient　 govemment　 and　 a　large　 and　 vital　 market.　 Therefore

govemmental　 orientation　 and負mctions　 are　 equally　 indispensable.

The　 secret　 is　that　 the　 government　 must　 know　 the　 past　 and　 the

present　 in　making　 economic　 policies　 and　 refUse七 〇　be　 colonized　 by

foreign　 economic　 ideas.　 Therefore　 in　 the　 course　 of　economic

910ba五zation　 a　m・odera槍protection　 pohcy　 is　natural　 and　 indispensable.

　 Modern　 neo-Confucianism　 is　in　favor　 of　religious　 freedom.　 It

respects　 the　 values　 of　al　 religions,　 and　 stands　 fbr　peacefUl　 coexistence

ofallreligionsandeventheirmu七ual　 integration.　 That　 was　 why　 there

were　 no　 religious　 wars　 in　Chnese　 history　 On　 the　 other　 hand血the

histOry　 of　European　 culture　 there　 were　 many　 deplorable　 disasters　 in

the　 Crusade　 EXpedition　 (1054～1240)　 and　 a　thirty-year-long　 religious

war　 (1618-1648).　 Such　 mutually　 exclusive,　 Inonopolized　 religious

concept　 of　Heavenly　 God　 wrought　 havoc　 t`'　the　 world.　 But　 was　 that

the　 original　 intention　 of　the　 religious　 creeds?　 For　 example,　 despite　 the

repeated　 protests　 ffom　 the　 international　 community,　 the　 religious
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regimeinA鱈hanistan　 obsthlately　 destroyed　 the　 two　 giant　 statues　 of

Buddhaerectedj皿the　 5th　century　 in　that　 country　 The　 two　 statues,　 53

meters　 high,　 were　 the　 largest　 in　the　 world.　 But　 Afghan　 Moslems

considered　 them　 as　detrimental　 to　the　 dignity　 of　Islam　 religion.　 While

Islamic　 believers　 considered　 them　 as　somethng　 they　 did　not　 worship,

thespokesmanofthereligionallegedthatordeingtOdestroythem

was　 an　 action　 to　accomplish　 the　 Prophet's　 will.　 Such　 a　view　 fully

showed　 its　disrespect　 fbr　 the　 freedom　 of　other　 religions・'5Many

Islamic　 countries　 in　the　 Middle　 East　 stood　 for　political　 and　 religious

combination.　 This　 would　 easily　 lead　 to　political　 aristocracy　 and

economic　 dictatorship　 that　 were皿favorable　 tO　the　 enforcement　 of

political　 democracy　 and　 the　 perspective　 of　market　 economy　 Hence,　 it

was　 difficult　 fbr　 the　 region　 to　 realize　 political　 and　 economic

development.

2.　Idle　 talk　 on　 Zhuang　 Zi　and　 Empty　 Talk　 on

　 ConfUcianism　 and　 Mencius　 Doctme

　 One　 of　the　 reasons　 for　aecusations　 of　traditional　 ConfUcianism　 was

that　 it　spread　 the　 idea　 to　pursue　 a危er　 o伍cial　 posts　 at　the　 imperial

court,　 an　 ideological　 trend　 that　 went　 against　 the　 democracy　 process.

Han　 and　 Song　 ConfUcianism's　 were　 the　 most　 prominent　 of　a11.

Besides,　 ConfUcianism　 was　 also　 criticized　 fbr　its　empty　 talk　 It　was

accused　 of　ma㎞1g　 high-sounding　 statements　 and　 giving　 empty　 talk

on　 the　 rationalistic　 approach.　 This　 phenomenon　 was　 similar　 to　the

i(lle　talk　 in　the　 Wei,　 Jin　 and　 Northern　 and　 Southem　 dynasties.　 The

contents　 of　idle　talk　 were　 Zhuang　 Zi's　Doct血eat　 the　 time　 wh且ethose

of　empty　 talk　 were　 ConfUcianism　 and　 Mencius　 Doct血e.Asaresultof

thementalcultivationapproachmademuchofbyMingCon血cianis叫

people　 were　 vying　 tO　become　 sages;　 hence　 a　multitude　 of　sages　 every.

where.　 While　 idle　 talk　 on　 Zhuang　 Zi　in　the　 Northem　 and　 Southem

Dynasties　 led　tO　national　 failure,　 the　 Ming　 ConfUcians'　 empty　 talk　 of

Confucianism　 and　 Mencius　 Doctrine　 led　 to　national　 failure　 too.

Another　 potential　 factor　 fbr　 which　 early　 Qing　 criticized　 Ming

ConfUcianism　 was　 itS　anti-Manchurianism.

　 Hence,　 early　 Qing　 Confucians　 stressed　 the　 study　 of　Confucian

classics,　 contendmg　 that　 classics　 would　 salvage　 the　 people.　 But　 they

also　 stressed　 evidencing.　 Such　 a　style　 went　 rampant　 so　 much　 as

eVidencing　 for　the　 sake　 of　evidencing.　 Such　 being　 the　 case,　 could　 there

be　 any　 difference　 from　 Song　 and　 Ming　 Con舳cianism's?　 So　 they

substituted　 the　 classics　 =　rationale　 fbrmula　 fbr　the　 temperament　 =

rationale　 and　 the　 mental　 cultivation　 =　rationale　 fbrmulas　 and
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regarded　 such　 substitution　 as　 a　new-emerging　 ConfUcianism .　The

result　 was　 that　 Confucianism　 was　 not　 as　 pragmatic　 as　 it　was

imagined　 to　be　in　its　special　 features・ 　 Early　 Qing　 emperors　 such　 as

Kangxi,　 Y{)ngzheng　 and　 Qianglong　 were　 deeply　 aware　 of　the　 essence

of　Chinese　 culture　 and　 the　 absolute　 necessity　 fbr　 exotic　 tribes　 to

identify　 Chinese　 culture・ 　especially　 Confucianism・ 　That　 was　 why

early　 Qing　 attached　 paramount　 importance　 to　the　 collection　 and

storing　 of　classics.　 This　 was　 most　 concretely　 manifested　 in　 the

erection　 of　seven　 large　 libraries　 (the　 Wenyuan,　 Wenyuaan,　 Wenjin
,W

enshuo,　 Wenyan,　 Wenzong　 and　 Wenlan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I・ibraries)　the　Complete
Collection　 in　 Four　 Treasuries　 and　 relevant　 documentation .　The

Complete　 CoUection　 hl　Four　 Treasuries　 was　 compiled　 by　 thousands　 of

scholars　 organized　 by　 Qianlong　 Emperor.　 The　 voluminous　 work

血tegrated　 all　the　 classics　 of　ancient　 Chma.

　 These　 included　 the　 Four　 Books,　 namely　 The　 Great　 Leaming,　 The

Doct血eoftheMeaエ1,　 The　 AnalectS　 of　ConfUcius　 and　 The　 Mencius;

the　 Five　 Classics,　 namely,　 The　 Book　 of　Poetry,　 The　 Book　 of　History ,

The　 Book　 of　Changes,　 the　 Book　 of　Rites　 and　 The　 Spring　 and　 Autumn

Annals.　 They　 also　 included　 The　 Twenty-f()ur　 Histories　 (dynastic

histOries　 from　 remote　 antiqUity　 till　the　 Ming　 Dynasty),　 the　 works　 of

all　schools　 of　thought　 and　 relevant　 works　 of　poems　 and　 songs　 and

literary　 art.　 It　took　 ten　 years　 to　complete　 the　 enormous　 pr()ject .

Completed　 in　1781,　 the　 gigantic　 work　 was　 worth　 to　be　 hallded　 down

to　the　 posterity.　 Besides,　 there　 was　 the　 Collection　 of　Wbrks　 since

Ancient　 Times,　 which　 started　 compiling　 in　 1700　 (the　 39th　 year　 of

Kangxi's　 Reign)　 and　 was　 completed　 in　1706.

　 The　 Collection　 was　 also　 very　 rich　 in　contents.i6　 0f　 course,　 there

were　 still　many　 other　 relevant　 works.　 From　 these　 we　 can　 see　 the

importance　 early　 Qing　 had　 attached　 to　the　 restoration　 of　Chinese

culture,　 and　 also　 appreciate　 the　 prevailing　 pursuit　 of　Confucian

studies　 in　early　 Qing　 Dynasty.　 Perhaps　 this　 was　 also　 one　 of　the

reasons　 that　 accounted　 fbr　the　 fact　 that　 early　 Qing　 ConfUcians　 were

as　unpractical　 as　 their　 predecessors　 in　past　 dynasties.　 Hence,　 the

studies　 of　Confucian　 classics　 advertised　 were　 virtually　 reduced　 to

empty　 talk　 on　 rationalism.　 This　 caused　 the　 emergence　 of　Hui　 Dong

and　 Dai　 Zhen,　 both　 of　the　 Jinagsu-Zhejiang　 Wu　 School,　 Hui　 Dong　 was

35　years　 older　 than　 Dai　 Zhen.

　 They　 became　 close　 friends　 of　mutual　 respect　 and　 admiration

despite　 their　 age　 disparity　 They　 opposed　 the　 rationalistic　 approach　 of

Chengs　 and　 Zhu　 and　 countered　 their　 ideology　 with　 evidencing

Confhcian　 classics.　 By　 combing　 through　 and　 verifying　 ConfUcianism

with　 Mencius'　 diction　 and　 with　 the　 ancient　 meanings　 of　its　classics,
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Dai　 Zhen　 also　 substantiated　 the　 concrete　 contents　 of　ConfUcianism.

Dai　 and　 Hui,　 scholars　 of　the　 Qinglong　 and　 Jiaqing　 reign　 years,

revered　 Han　 ConfUcians　 and　 tried　 their　 utmost　 tO　verify　 and　 denote

the　 true　 implications　 of　ConfUcianism　 without　 blindly　 worshipping

them.　 They,　 among　 others,　 were　 bent　 on　 becoming　 erudite　 and

infbrmed.　 App1)dng　 the　 ideas　 prevailing　 at　the　 time,　 they　 tried　 to

become　 the　 predominating　 school　 of　thought　 or　the　 orthodox　 of　the

day

　 Another　 reason　 accounting　 fbr　 their　 opposition　 to　rationalistic

Confucian　 philosophical　 school　 was　 that　 they　 opposed　 the

Manchurian　 invasion　 of　the　 Central　 China　 Plain　 as　the　 ruler.　 Under

the　 pretext　 of　oPPosing　 the　 rationalistic　 apProach,　 they　 aimed　 at

utterly　 discrediting　 the　 rationa五stic　 school　 for　the　 doom　 of　the　 Ming

Dynasty.　 This　 could　 be　 counted　 as　 an　 effort　 of　the　 intelligentsia　 of

those　 days　 to　ellgage　 in　self二examination　 or　 introspection.　 They

stressed　 the　 app五cation　 of　bOok　 knowledge　 and　 emphasized　 necessity

tO　correct　 the　 erroneous　 tendency　 of　Ming　 ConfUcians.　 They　 were　 also

c㎡tical　 of　the　 three　 Cor血cian　 proponents　 in　early　 Qing,　 Gu　 Yanwu,

Huang　 Zongxi　 and　 Wang　 Fuzhi,　 contending　 that　 they　 were　 oppOsed　 tO

rationalistic　 empty　 talk　 only　 in　surface,　 but　 actually　 were　 unable　 to

depart　 fro皿the　 hollow　 approach.　 That　 showed　 that　 the　 three

Confucians　 in　early　 Qing　 were　 different　 from　 and　 yet　 similar　 to　the

rationalistic　 school　 in　the　 Song　 and　 Ming　 dynasties.

Although　 opposing　 the　 Song　 and　 Ming　 adv㏄acy　 to　do　 away　 with

human　 desire　 and　 preserve　 the　 heavenly　 rationale,　 Dai　 Zhen　 and

other　 Qing　 Confucians　 could　 hardly　 depart　 from　 the　 outlook　 of　the

universe　 and　 the　 Heavenly　 Way　 as　taught　 in　the　 Book　 of　Changes,

and　 the　 Doctrine　 of　the　 Mean.　 The　 Song　 and　 Ming　 Rationalistic

School　 was　 Neo-ConfUcianism.　 It　spelt　 the　 Cor血cianRecomaiss{mce

after　 Wei,　 Jin　 Northern　 and　 Southem　 as　 well　 and　 Sui　 and　 Tang

dynasties.　 It　breathed　 new　 air　of　Vigor　 intO　 ConfUcianism　 and　 made　 a

great　 contribution　 tO　it.　For　 sure　 it　remained　 tO　be　fUrther　 e)叩o㎜ded

and　 carried　 forward　 by　the　 successors.

　 The　 Song　 and　 Ming　 Rationalistic　 School　 maintained　 its　 pre-

don血ance　 fbr　over　 600　 years.　 It　had　 made　 great　 contributions　 tO　the

history　 of　Chnese　 academic　 thought.　 Qing　 Confttcians　 featured　 stress

on　 the　 pragmatic　 side　 of　ConfUcian　 classics.　 This　 indicated　 that　 the

Song　 and　 Ming　 School　 was　 already　 impregnated　 with　 the　 Qing

ConfUcian　 classics　 tendency　 That　 was　 why　 Qing　 ConfUcianism　 also

criticized　 the　 mental　 cultivation　 theory　 of　that　 rationahstic　 school　 as

merely　 the　 Buddhist　 apProach.　 As　 the　 proponent　 of　Qing　 ConfUcian

eVidencing　 theory,　 Dai　 Zhen　 said　 that　 human　 nature　 was血essence
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rational,　 but　 humans　 first　 of　all　had　 feelings　 and　 desires.　 So　 he

argued　 that　 feelings　 and　 desires　 were丘iherent　 in　the　 rationale　 and

that　 there　 would　 be　 no　 rationalism　 without　 human　 emotions　 and

desires.　 Such　 a　method　 of　interpreta-tions　 was　 of　the　 same

significance　 of　the　 era　as　that　 of　[1]ang　ConfUcians　 in　their　 times.　 Mixed

with　 Tang　 Confucianism　 was　 Buddhism,　 or　 virtually　 Buddhist

inte叩retations　 of　ConfUcianism.　 That　 Buddhism　 was　 mixed　 with

rationalis皿had　 its　significance　 of　the　 day.　 Ih　annotatmg　 rationalism

with　 human　 sentim、ents,　 Qing　 Con血cians　 of　course　 contributed血eir

share　 of　era　 value.　 This　 apProach　 was　 very　 practical　 as　it　expounded

the　 imctions　 of　classics　 application　 from　 the　 starting　 point　 of　natural

human　 nature.　 It　was　 the　 substantiation　 of　 the　 essence　 of

materialism　 contrary　 to　the　 overemphasis　 of　the　 Song　 alld　 Ming

rationalistic　 approach　 on　 rationalistic　 empty　 talk.　 Things　 had　 also

tumed　 out　 tO　be　 so.　It　was　 too　 demanding　 that　 the　 Song　 and　 Ming

apProach　 should　 have　 wallted　 everybody　 to　be　 as　virtuous　 as　Yao　 and

Shun　 the　 legendary　 emperors.

With　 everybody　 Vying　 tO　become　 a　sage,　 plus　 the　 ideal　 of　traditional

Ch血ese　 ConfUcian　 scholarly　 o伍cialdom,　 the　 Qing　 society　 was　 tinged

with　 a　superficial　 and　 showy　 style　 of　work　 Hyp㏄rites　 who　 acted　 in

an　 affected　 way　 were　 rampant,　 groaning　 and　 heaving　 sighs　 without

any　 ailments　 at　a1L

3.　Qing　 Con血Icianism,Jiangsu-ZhejiangWu

ConfUcianismandModernneo・Co㎡ucia皿ism

　 It　is　human　 to　be　 emotiona1.　 Nobody　 but　 has　 emotions.　 It　is

necessary　 to　keep　 emotions　 within　 bounds.　 Emotions　 need　 to　be

regulated　 by　 morality.　 But　 they　 should　 not　 be　infieXibly　 fixed.　 It　is　up

to　the　 moral　 integrity　 standard　 tO　regulate　 the　 human　 feelings　 and

desires　 in　a　social　 organization.　 Qing　 Confucians　 confirmed　 the

practicality　 of　human　 emotions.　 This　 was　 similar　 to　the　 egoistic

approach　 of　the　 Western　 economies.　 In　 his　 thesis　 on　 National

Prosperity,　 founder　 of　Western　 economics　 Adam　 Smith　 emphasized

the　 fUnction　 of　the　 material　 incentive　 of　"an　 inVisible　 hand"　 which,

according　 to　him,　 was　 the　 satisfaction　 of　man's　 egoistic　 goa1.　 That

incentive,　 according　 to　him,　 would　 drive　 man　 to　fully　 develop　 his

potentia1,　 which　 would　 be　 strong　 enough　 to　create　 world　 prosperity

and　 progress.　 This　 was　 a　very　 important　 economic　 standpoint　 and

also　 an　 important　 basis　 of　Western　 capitalism　 after　 the　 18th　 century

The　 values　 of　emotions　 emphasized　 by　 Dai　 Zhen　 were　 essentially　 in

line　 with　 the　 spirit　 of　capitalism　 as　 the　 main　 axis　 of　Western
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civilization　 championed　 by　 Adam　 Smith.　 But　 Qing　 Confucian

em.phasis　 on　 economic　 ideas　 never　 received　 adequate　 attention丘om

their　 co皿trymen　 or　the　world　 community,　 not　 tO　speak　 of　making　 any

contribution　 to　mankind.　 In　 his　 work　 "Original　 Merit"　 Dai　 Zhen

expoullded　 fbelings　 and　 desires,　 emphasizing　 them　 as　 the　 focus　 of

Qing　 Confucians.　 Where　 was　 the　 demarcation　 line　 between　 the

rationale　 on七he　 one　 hand　 and　 feelings　 and　 desires　 on　 the　 other　 This

was　 the　 focal　 point　 of　theory　 and　 practice,　 involVing　 of　course　 different

values　 and　 practicality　 in　temls　 of　time　 and　 space.　 How　 to　almotate

the　 feel血gs　 and　 desires　 of　the　 public.　 That　 did　 not　 co皿edown　 as　 a

fault　 of　Song　 ConfUcians　 though　 they　 imposed　 rationalism　 on　 others

and　 even　 caused　 them　 to　 die　 in　 its　pursuiポ7　 According　 to　 Qing

ConfUcians,　 feelings　 and　 desires　 were　 in　the　 midst　 of　the　 rationale,

alld　vice　 versa.

　 There　 was　 no　 leaning　 on　 either　 side.　 It　was　 no　 rationalism　 when

talkmg　 abOut　 rationalism　 Without　 tOuchng　 on　fee血gs　 and　 desires.　 It

would　 be　 no　 blessings　 for　an　 empire　 if　the　 ruler　 failed　 tO　understand

what　 rationalism　 and　 righteousness　 were.　 Such　 pragmatic　 ideas　 of

Qing　 ConfUcians　 were　 of　course　 widely　 different　 from　 the　 ideas　 of

Song　 and　 Ming　 rationalistic　 schooL　 If　the　 shift　 from　 Song

Confucianism　 to　Ming　 ConfUcianism　 was　 one　 from　 disposition　 to

conscience,　 then　 the　 shift　 from　 Ming　 ConfUcianism　 to　early　 Qing

Confucianism　 championed　 by　 the　 Gu　 Tinglin　 and　 the　 other　 two

ConfUcians　 was　 one　 from　 mental　 cultivation　 tO　studies　 on　 ConfUcian

classics.　 On　 the　 other　 hand,　 Qing　 ConfUcianism　 of　the　 Qianglong　 and

Jiaqing　 reign　 years　 concentrated　 on　 pragmatism　 with　 evidencing　 as

the　 main　 axis.　 Pragmatism　 was　 of　epoch　 significance,　 but　 it　was　 not

given　 proper　 attention.　 In　 China's　 modem　 histOry,　 in　the　 consistent

progress　 of　science　 and　 technology　 and　 the　 f廿equent　 exchanges　 of

Chinese　 and　 Westem　 ciViliZations,　 proper　 attention　 should　 have　 been

given　 to　Qing　 ConfUcianism.

　 But　 Qing　 Confucians　 all　through　 the　 reign　 years　 of　Qianlong,

Jiaqing,　 Daoguang,　 Xianfeng,　 Tbngzhi,　 Guangxu　 and　 Xuantong　 failed

to　expound　 and　 disseminate　 ConfUcian　 thinking,　 as　they　 ought　 to.

Later　 they　 were　 even　 su句ected　 to　f()reign　 aggression　 in　the　 Opium

恥randast血g　 of　humiliations　 from　 foreign　 forces.　 The　 Co㎡Ucian

t㎞king　 degenerated.　 For　 one　 thing,　 there　 were　 conservatives　 who

were　 bent　 on　 defending　 traditional　 ConfUcianism;　 hence　 the　 riot　of　the

Boxers.　 For　 another,　 With　 the　 sense　 of　national　 self-respect　 completely

lost,　and　 the　 nationals　 worshipping　 everything　 foreign　 and　 trying　 to

court　 favor　 from　 foreigners,　 there　 were　 people　 who　 became　 arrogant

and　 domineering　 on　 the　 strength　 of　fbreign　 aggressors.　 At　 this
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moInent,　 Chinese　 and　 Western　 cultures　 were　 confronted　 with

extremely　 serious　 con且icts.　 Such　 cultural　 connicts　 were　 both　 vertical

and　 horizontaL　 The　 fbrmer　 led　 to　alienation　 of　Chmese　 Confhcians

mt刀pedantic　 scholars;　 hence　 the　cUltural　 self-degeneration.

Thelat艇rledtotheinvasionofpollutants丘om　 Westem　 culture　 as　a

consequence　 of　the　 self二negation　 of　Chmese　 culture.　 VVith　 these　 two

types　 of　conflicts　 interacting　 on　 each　 other,　 how　 could　 China　 have

avoided　 a　national　 fiasco?　 Thus　 Chjna　 came　 to　a　crucial　 moment　 when

the　 national　 crisis　 developed　 to　a　crossroads　 of　national　 extmction　 or

national　 suMval.　 After　 the　 Opium　 War,　 the　 patriotic　 and　 r匂uvenation

movementS　 waged　 by　 the　 enlightened　 eruped　 one　 afier　 another.　 The

Westemization　 Movement　 and　 the　 Self-SupPort　 Movement,　 etc.　and

e比.,　all　failed　 tO　tum　 the　 tide　 and　 salvage　 Chna　 from　 the　 national

crisis.　 After　 the　 Revolution　 of　1911,　 due　 to　the　 deep-rooted　 evils　 as　a

consequencet　 of　serious　 cUltural　 clashes,　 it　was　 di伍culttOdissolvethe

incurable　 cultural　 crisis　 all　at　 once.　 In　 the　 early　 days　 after　 the

fbunding　 of　the　 Republic,　 the　 partial　 negation　 of　Confhcianism　 in　the

May　 4th　 Movement　 led　 to　major　 impacts　 of　Western　 culture　 on　 the

Chinese　 culture.　 Soon　 afterwards,　 China　 was　 su切 ㏄ted　 to　domestic

trouble　 and　 fbreign　 aggressions.　 National　 misery　 was　 only　 to　be

expected・ 　Al　 these　 had　 to　be　 traced　 back　 to　the　 degeneration　 of　Qh19

Confhcianism.

V.　Modemization　 and　 lnternationalization　 of

　 Jiangsu・Zhejiang　 Wu　 Confucianism

1.　Feat皿esofWuConfucianism

Wu　 Co画cianism　 and　 Anhui　 Co曲cianism　 were　 most　 represen七a-

tive　 of　Qing　 Confucianism.　 They　 should　 be　 carried　 fbrward　 on　 the

basis　 of　re-examination　 and　 re-positioning　 so　as　to　find　 their　 values　 in

the　 new　 era.　 Chna　 has　 a　vast　 territOry　 extending　 for　3500　 kilometers

in　length　 and　 in　width.　 It　has　 a　long　 history　 eXtending　 fbr　as　Iong　 as

5000　 years.　 It　boasted　 several　 important　 bases　 of　ConfUcian　 thinking:

働The　 Fujian　 Confucianism　 with　 its　own　 characteristics　 in　the

　 golden　 delta　 of　southem　 Fujian's　 Zhangzhou　 and　 Quanzhou　 and

　 Guangdongs　 Chaozhou,

鰯The　 Hakkas　 Confucianism　 in　 the　 delta　 Hakkas　 area　 of

　 Dingzhou　 (Fujian's　 Dingjiang　 River　 Valley),　 Meizhou

(GuangdonぎsM剖iang　 River　 valley)　 and　 Gangzhou　 (Jiangxi's
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　 Ganjiang　 River　 Valley),　 and　 also

pt　The　 Jiangsu-Zhejiang　 Wu　 ConfUcianis皿in　 the　 delta　 area　 of

　 Yangzhou,　 Suzhou　 and　 Hangzhou.

　 They　 were　 the　 most　 typical　 of　all　Confucian　 schools.　 Comhcianism

had　 a　histOry　 of　2500　 years.　 It　e)rPerienced　 constant　 histOrical　 changes

and　 maj'or　 integration　 of　the　 Chinese　 nation,　 especially　 major　 national

relocations　 during　 dynastic　 changes.　 There　 were,　 fbr　example,

the　 Sp血g　 and　 Autu㎜ ㎞ 融sand　 the　 W齪 血g　 States　 Peri(対;

　 the　 Three　 Kingdo】ms;

　 the　 Wei,　 Jin,　Northem　 and　 Southem　 Dynasties;

　 the　 Five　 Huns　 and　 16　Kingdoms;

　 the　 Five　 Dynasties　 and　 Ten　 Kingdoms;

　 the　 Northem　 and　 Southem　 Song　 Dynasties;

　 the　 Mongolian　 and　 Manchurian　 hlvasions　 of　China　 as　rulers　 and

other　 major　 changes.

　 These　 historical　 riots　 resulted　 in　great　 tragedies　 to　the　 Chinese

nation.　 But　 they　 also　 triggered　 great辻1tegration　 of　Chjnese　 national

culture.　 It　was　 natural　 that　 there　 were　 major　 relocations　 of　Confucian

academic　 bases:　 from　 Luoyang　 and.Chanぎan　 to　Yanjing　 and　 Nanj血g,

etc.　 But　 what　 were　 thillgs　 like　about　 the　 proponents　 of皿odemneo-

ConfUcianism?　 For　 example,　 those　 of　HK　 Taiwan,　 or　Hakkas　 area,

Yangtze　 Delta　 (Wu　 ConfUcianism),　 Fujian,　 were　 all　representative

schools　 of　Con血cianism.　 But　 the　 most　 representative　 one　 was　 the　 Wu

ConfUcianism　 in　the　 delta　 area　 of　Hangzhou,　 Suzhou　 and　 Yangzhou,

all　 located　 south　 of　the　 Yangtze　 River.　 It　was　 so　 because　 Qing

ConfUcianism　 had　 a　strong　 academic　 base　 there　 and　 the　 area　 was　 the

cross　 section　 of　Asia　 and　 Pacific　 culture,　 an　 area　 of　gathedng　 Ydlow

(continenta1)　 and　 blue　 (maritime)　 ciVilizations.

　 There　 were　 gathered　 a　galaxy　 of　talents　 and　 literary　 style　 prevailed.

The　 area　 could　 well　 be　 regarded　 as　 a　new　 base　 fbr　 modern　 neo-

Con血cianism　 in　early　 Qing　 Dynasty

　 Suzhou,　 Hangzhou　 and　 Yanzhou　 were　 a　bone　 of　contention　 fbr

military　 strategistS　 during　 the　 Sp血g　 and　 Autumn　 A皿als飢dthe

Warring　 States　 Period.　 il　the　 famous　 Wu　 and　 Yue　 Strife　 during　 the

later　 Sp血g　 and　 Autumn　 A皿als,　 the　 State　 of　Wu　 first　defeated　 the

State　 of　YUe.　 Later　 Yue　 defeat]ed　 Wu　 by　 employing　 the　 strategem　 of

Fan　 Li　 and　 Wen　 Zhong.　 But　 West　 Han　 Confucian　 Master　 Dong

Zhongshu　 expressed　 disapproval;　 hence　 the　 famous　 saying:　 Rectify

飼endships　 without　 exploiting　 them　 to　grind　 one's　 own　 axe;制ly

understand　 moral　 integrity　 instead　 of　anticipating　 meritorious

performanceoutofit.
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　 The　 implication　 was　 that　 it　was　 necessary　 to　educate　 people　 to

observe　 justice　 and　 the　 rationale,　 and　 tO　refrain　 from　 making　 major

moves　 and　 taking　 trickery,　 deception　 and　 other　 immoral　 behaVior.　 It

was　 necessary　 tO　refrain　 fkom　 lording　 over　 others　 after　 gai　ling　victory.

It　was　 advisable　 to　behave　 oneself,　 identify　 oneself　 properly,　 and

re仕ain倉om　 disobeying　 one's　 superiors　 and　 making　 trouble　 or　 any

other　 misconduct.

　 These　 were　 all　profbund　 Confucian　 teachings.　 That　 was　 the

quintessence　 of　Master　 Dong　 Zhongshu's　 ConfUcian　 thinlCing　 in　the

West　 Han　 Dynasty.　 It　was　 also　 the　 profbund　 theoretical　 basis　 fbr

Chna's　 fbudahstic　 ideology　 Suzhou,　 Hangzhou　 and　 Yangzhou　 were

prosperous　 areas　 m　 ancient　 Ch血a.　 They　 were　 thriVing　 economically

and　 literary　 style　 prevailed　 through　 the　 ages.　 The　 three　 major

dynasties　 in　Chinese　 history,　 the　 Han,　 Tang　 and　 Qing,　 all　saw　 the

three　 towns　 in　thnving　 prosperity　 at　their　 height.　 Qing　 Confucianism

concentrated　 in　 Wu　 Confucianism・ 　As　 the　 saying　 went,　 Qing

Confucianism　 would　 have　 been　 dulI　 without　 the　 professional　 Wu

Schoo1,　 the　 proficient　 Anhui　 school　 and　 the　 erudite　 Yangzhou　 school.

In　 other　 words,　 without　 the　 attainments　 of　the　 Wu,　 Anhui　 and

Yangzhou　 schools　 of　ConfUcianism,　 it　would　 have　 been　 impossible　 fbr

the　 Qing　 Dynasty　 to　t㎞ve　 and　 predominate!8　 That　 was　 why　 the　 Wu

school　 was　 representative　 of　Qing　 ConfUcianism血the　 broad　 sellse.

Therefore　 Qing　 Confucianism's　 theory　 of　conscience-matter

combination　 should　 concentra七e　 on　 Wu　 ConfUcianism　 because　 Qing

would　 not　 have　 been　 prosperous　 without　 the　 prosperity　 of　the　 Wu

schoo1.

　 We　 solemnly　 recommend　 the　 Wu　 School　 as　 the　 proponent　 of

皿odern　 neo-ConfUcianism　 because　 the　 school　 was　 both　 theoretical

εmd　practica1.　 Well-versed　 in　the　 Wu　 school,　 we　 shall　 be　 erudite　 and

infbrmed　 and　 avoid　 being七he　 colony　 of　fbreign　 ideology.　 We　 should

spread　 the　 Wu　 school　 of　ConfUcianism　 across　 Chna　 and　 the　 overseas

ChnesecommunitysoastO皿ake　 contribution　 tO　the　 whole　 world.　 To

be　 more　 speci五c,　 we　 should　 make　 profbund　 researches　 on　 the　 Wu

Schoo1,　 spread　 its　amotations　 of　Con血cianism　 so　that　 the　 school　 will

be　 geared　 to　the　 needs　 of　the　 world,　 embrace　 them　 and　 make

contributionstothem.TheWuareawasaconcreteexampleofagreat

gatheringofeliteasitwasonceChna'simportantproduceroffamous

emperors　 and　 kings,　 famous　 prime　 ministers　 and　 ConfUcians,　 famous

merchants　 and　 even　 famous　 patriotic　 prostitutes.
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2.　Pragmatic　 Values　 of　Wu　 ConfUcianistn

　 The　 Wu　 region's　 Yangzhou,　 Hangzhou　 and　 Suzhou　 were　 located　 in

the　heartland　 ofJianghuai　 VaUey　 It　had　 a　rich　 historical　 culture.　 In　a

broad　 sense,　 it　was　 one　 of　Chna's　 cultural　 regions　 teemhlg　 with　 sce]㎡c

spots　 and　 places　 of　hist()rical　 interest.　 A　wonderland　 with　 a　histOry　 of

over　 3000　 years,　 it　was　 second　 only　 to　Xi'an　 and　 Luoyang　 in　Chinese

history.　 After　 Han　 and　 Tang　 dynasties　 it　developed　 all　the　 more

rapidl)たAfter七he　 opening　 up　 of　the　 Maritime　 Silk　 Route,　 its　l㏄ation,

七he　 Yangtze　 River　 Valley,　 was　 uniquely　 blessed　 with　 golden

opportunities,　 depending　 much　 on　the　 maritime　 civiization.　 This　 fhlly

demollstrated　 that　 the　 prosperity　 ill　the　 southeast　 seacoast　 region

during　 the　 Song　 and　 Ming　 dynasties　 had　 much　 tO　do　 with　 the　 canal

dugbytheYangemperoroftheSuiDynasty.Thecanalfacilitatedthe

economic　 communications　 betWeen　 the　 No曲and　 the　 South.　 Due如

i槌prime　 geographic　 position,　 Wu　 was　 accessible　 to　al　 places　 in　the

North　 and　 South　 and　 East　 and　 West,　 featuring　 close　 contactS　 among

business　 people.　 That　 was　 why　 Wu　 topped　 the　 whole　 elnpire

economically　 So　 is　the　 present　 condition　 of　Wu　 across　 the　country　 Wu

is　now　 the　 most　 developed　 area　 economically　 in　the　 count】ry,　 featu血g

the　 most　 brisk　 industry　 and　 commerce　 nationWide.　 The　 burgeoning

S&T,　 in　 particular,　 are　 most　 promising　 there.　 It　is　not　 only　 in　 a

position　 to　lead　 the　 countr}Bs　 economy,　 but　 also　 to　Iead　 the　 world　 S&T

circles　 someday　 Wu　 used　 to　be　 a　hub;　 it　is　now　 a　plaza　 with　 bustIing

activity　 among　 world　 businessmen.　 It　will　 be　 given　 still　greater

importance　 in　the　 days　 to　come.

　 The　 Yangtze　 Delta　 fbcusing　 on　 Wu's　 Suzhou,　 Hangzhou　 and

Yangzhou　 may　 become　 an　 important　 base　 for　 the　 21st　 c皿tury

economy.　 Apart　 from　 the　 prime　 geographical　 position,　 the　 cultural

aspect　 deserves　 even　 greater　 attention.　 We　 are　 of　the　 opinion　 that　 it

will　 become　 a　pilot　 ground　 for　 experimenting　 Inodern　 neo-

ConfUcianism　 and　 tum　 out　 tO　be　 a　typical　 example　 of　the　 new　 school

of　thought.　 The　 relationship　 between　 Protestant　 civilization　 and

capitalist　 spirit　 stressed　 by　 Western　 social　 economist　 Weber　 has

received　 great　 attention　 fhom　 the　 intemational　 academic　 world.　 As　 a

matter　 of　fact,　 the　 ethical　 theory　 of　Protestant　 Christianity　 was

already　 contained　 in　 the　 Confucian　 and　 Menciall　 ideology.　 The

modern　 neo-Confucian　 thinking　 has　 already　 created　 an　 Oriental

ConfUcian　 cultural　 and　 economic　 sphere.　 The　 market　 economy　 within

theCor血cian　 cultural　 economic　 sphere　 features　 ConfUcian　 capitalist

characteristics.　 As　 a　matter　 of　fact,　 such　 ethical　 neo-Confucian

capitalism　 had　 drawn　 worldwide　 attention　 towards　 the　 end　 of　the　 20th
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century.　 Different　 in　 significance　 from　 the　 contract　 Protestant

capitalist　 mode　 created　 by　 Protestant　 Chdstianity,　 the　 ethical　 neo-

Confucian　 capitalist　 mode　 seemed　 to　 show　 greater　 advantages.

Herein　 lies　the　 significance　 of　the　 modern　 neo-ConfUcian　 school.　 We

pin　 our　 hopes　 on　 Wu　 Con釦cians・ 　We　 expect　 them　 to　inherit　 the

traditions,　 assimilate　 the　 Western'　 experience　 in　modemization　 in　the

pastcentu巧and　 carry　 through　 the　 basic　 spirit　 of　Lu　 Shun's　 takeover、

ism.　 Of　course　 this　 wil　 depend　 on　 the　 profbund　 studies　 of　the　 subject

by　Wu　 Confiユcian　 scholars,　 which　 we　 anticipate　 Will　 contribute　 tO　the

welfare　 of　manlrind.　 Modem　 neo-ConfUcians　 attach　 importance　 tO　the

merger　 of　Chinese　 and　 Western　 cultures.　 They　 must　 extricate

themselves　 from　 all　 ideological　 fetters.　 They　 must　 integrate

themselves　 with　 social　 and　 natural　 sciences　 and　 S&T　 with　 a

prag皿atic　 apProach　 so　as　tO　modemiZe　 the　 country　 and　 bring　 welfare

to　mankind.

　 There　 are　 no　humall　 rights　 in　a　society　 where　 there　 is　great

dispari七ybetweentherichandthepoor.Especiallywhenthefeware

rich　 and　 the　 majority　 are　 po叫there　 is　bound　 to　be　 exploitation　 of

human　 rights.　 This　 was　 most　 typical　 of　the　 British　 economy　 after　 the

Industrial　 Revolution　 in　the　 19th　 century.　 Child　 labor　 and　 women

Iabor　 was　 found　 everywhere.　 Factory　 safety　 measures　 left　much　 to　be

desired.　 The　 workers　 welfare　 system　 was　 poor　 and　 unsound;　 so

workers　 livelihood　 and　 even　 their　 very　 lives　 were　 left　without　 proper

security　 That　 was　 the　 general　 phenomenon　 in　capitahst　 society　 and

also　the　 theoretical　 source　 of　socialist　 ideology.

3.　Economic　 FreOdom,　 E(luality　 and　 Human　 Rights

　 Another　 theory　 was　 absolute　 economic　 equalit)n　 hl　 such　 a　society

there　 would　 be　 no　 humall　 rights　 either　 because　 it　exploited　 the

human　 rights　 of　the　 wise.　 Under　 such　 circumstances　 not　 only　 the

clever　 and　 hltelligent　 could　 not　 develop　 their　 potential　 wisdom　 despite

their　 efforts,　 but　 also　 the　 econo㎡c　 resources　 were　 inVisibly　 wasted,

not　 to　say　 the　 practice　 was　 against　 the　 human　 rights　 innate　 to

廿ユa　socialisteverybody.　That　 wasaphenomenon　 that　 of艶n　 occurred

couuユtry　 or　society.

　 A　society　 rich　 with　 human　 rights　 is　mindful　 of　equality　 both

verti・ally・ndh・ri・ ・nt・11yl・ ・therw・rd・,thi・i・theeq・ ・1ity・f

standpoints.　 This　 approach,　 which　 can　 develop　 people's　 talents　 to　the

劔las　 it　distinguishes　 the　 degrees　 of　their　 intelligence,　 is　not　 only與

1ine　with　 human　 rights,　 but　 is　also　 respectfUI　 ofhuman　 rights.　 Thls　 ls

the　 only　 way　 to　develop　 the　 economy　 and　 to　 improve　 people's
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1ivehhood　 and　 the　quality　 of　their　 lives.

　 Any　 policy　 that　 jeopardizes　 human　 resources　 and　 lal)or　 」R)rce　is

血human.　 How　 tO　tap　 the　 latent　 productiVity　 of　man　 and　 how　 tO　make

皿an's　 life　 more　 significant　 and　 more　 valuable,　 herein　 lies　 the

standard　 of　human　 rights.　 From　 this　 concept　 we　 can　 derive　 many

economic　 policies　 that　 accord　 with　 human　 rights.

　 Forexample,

麟Simultaneous　 protection　 of　sovereignty　 fbr　both　 producer　 and

　 　 consumer,

磯Appropriate　 readjustInent　 between　 market　 and　 planned

　 　 economies　 so　as　tO　ensure　 a　small　 but　 efficient　 govemment　 and

　 　 large　 and　 vital　 marl(et,　 and

麟Comb廿1ing　 an　 investment　 policy　 to　encourage　 the　 producer　 with

　 　 awelfarepolicytOtakegoodcareofthepoor.

　 'll}erewouldbenohumanrightsinasocietyWithracialdiscrimina-

tion,　 with　 the　 national　 majority　 bullying　 the　 national　 minorities.

Since　 the　 16th　 and　 17th　 centuries七he　 Westem　 Powers　 colonized　 the

Asian,　 Aflican　 and　 Latin　 American　 countries.　 These　 were　 imperiahst

behaviors　 of　economic　 exploitation,　 national　 discrimination　 and

political　 extortion　 that　 ran　 counter　 to　human　 rights.　 A　 society　 is

consistent　 with　 human　 rights　 only　 when　 it　attaches　 importance　 to

equality　 among　 different　 ethnic　 groups　 and　 mutual　 integration

among　 them　 while　 helping　 the　 poor　 alld　 the　 disadvantaged.　 When

Zheng　 He　 made　 his　 trip　to　Southeast　 Asia　 du血g　 the　 Reign　 of　Ming

Chengzu　 fbr　example,　 he　 did　 not　 pursue　 the　 so-caUed　 colonial　 policy.

This　 was　 a　demonstration　 of　the　 national　 approach　 of　Chinese

ConfUcian　 culture　 (as　 i皿dicated　 in　the　 sayhlg:　 Fallen　 leaves　 back　 to

the　 root　 of　the　 tree).　 This　 was　 immensely　 different　 from　 the　 Western

Catholic　 culture　 which　 advocated　 to　take　 roots血the　 exotic　 lands　 or

the　 Westem　 Chnstian　 culture　 which　 advocated　 to　take　 a　firm　 stand

and　 dig　the　 roots　 up.　 There　 were　 fUrther　 explanatOry　 remarkS　 on　 the

d硝nition　 of　human　 rights.　 Westem　 white　 Anglo-Saxons　 criticized

manycountriesintheIslamicorConfUeiamcultUralspheresforbeing

undemocratic　 and　 lacking　 human　 rights.　 But　 such　 a　standpoint　 does

not　hold　 water.

　 Although　 freedom,　 democracy　 and　 human　 rights　 are　 world

expressions,　 yet　 due　 to　the　 dif正brent　 cultural　 backgrounds　 in　different

regions,　 there　 are　 invariably　 different　 understandings　 about　 those

concepts.　 The　 West　 imperialists　 pursued　 a　colonial　 policy　 first　in　the

economic,　 and　 then　 political　 and　 then　 even　 cultural　 spheres　 in　 an

attempt　 to　impose　 their　 subjective　 state　 concept　 on　 other　 countries

iー
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and　 regions.　 This　 was　 an　error　 that　 rall　counter　 to　human　 rights・

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 om　 Myanma　 and　 otherThis　blunder　has　aroused　strong　resistance　fr

Buddhist　 national　 countries,　 Iraq　 and　 other　 Islamic　 nationalist

countries,　 Chhla　 and　 other　 ConfUcian　 countnes　 or　reglons.　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

culture　 as　an　example.　 China　 Take　 Chma's　 Condtcian　 ideology　 and

always　 advocates　 equality　 among　 all　nations　 and　 ethnic　 groups.

a　respects　 the　nationalism　 and　 religious丘eedom　 ofExterna皿y　Chj皿

all　countries.　 That　 was　 why　 there　 was　 no　religious　 war　 in　Chmese

　 　 internally,itrespecfedtheself-aupOnom.yofethnicminoritieshistOry.

総 蹴議灘載羅灘灘
the　 rationale　 of　aid廿1g　 the　 weak　 and　 the　poor

Freedom,Democracy,hu皿an　 rights　 and　 legality　 are　 world　 issues,

　 　 　 　 　 　 　 　 ations　 obviously　 vaIy　 as　different　 regions　 widely　 varybut　 their　implic　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
e　fbsteredm　their　historical　cultural　background.　Democracy　can　b

ぎ1蠕 蠕 恐1鵠 慧鑓呈1。讐認'翻,識 艦
。d。pt。 七i・n・fd・m㏄ ・ati・ati… 皿i・i・wh・ti・ ㎞ ・wn・ ・th・th・ ・ry・f

confhcts　 between　 civilizations.

H,n,e,hum・nrightSw・ 噸 ・u{fe・m・ ・t・ln・therw・ ・d・,iti・first・f

舗 翻盤1翻 蠕鵠 鵠'1諜霊蠕 蠕蠕
七he　so-caled　 Wes由m　 freedom,　 dem㏄racy　 and　 hu皿an　 rights　 in　some

舳n,Afri・an・ndL・tinAm・ri・an・ ・untri・ ・whereth・rul・?f1・w

l翻1。離i會蠕 盟 恐蕊、蠕 蠕 繍 ゜:語
economic　 disturbances.　 Towards　 the　 end　 of　the　 20th　 century,　 many

蠕 蠕 、総 蠕 慧鑑 膿1:蠕蠕 篇瀦
this　 we　 can　 see　 that　 Obstmately　 transplanting　 the　 development　 mode

of　Westem　 democracy　 may　 stir　up　 political　 "dem㏄racy　 dys丘mction"

and　 obstinately　 transplanting　 the　 development　 mode　 of　Westem

m。,k,t　 。,。n。my　 m・y　 t・igger　 e・・n・mi・ 　"m・ ・k・t　t・・ubl・ ・"　lt　is　s°

1:牒・蠕 鼎 認瓢 嵩艦織 離 艦蠕3
SOCial　 enVirOn皿ent.

灘繰豊羅羅難 羅辮灘灘
over.　 This　 may　 well　 be　 described　 as　 eclecticism　 as　 part　 of　the
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"takeover -ism"　 theory　 that　 appeals　 to　leam飾mtheWestwithout

being　 allured　 by　 the　 Westerners　 and　 applies　 the　 Westem　 experience

withou七being　 enslaved　 by　 the　Westemers.

　 But　 an　 this　 depends　 on　 the　 wisdom　 of　the　 Chinese　 intellectuals.19　 1n

my　 view,　 Mr.　 Hu　 Shizhi　 as　 one　 of　the　 leaders　 of　the　 May　 4th

Movement　 of　1919　 was　 right　 in　his　 proposition　 "to　make　 bold　 pre-

sumption　 and　 seek　 eVidence　 tO　prove　 it　carefUlly."　 Mr.　 Hu　 adopted

Thomas　 Huxley's　 theory　 of　skepticism　 and　 John　 Deweゾs　 theory　 of

pragmatism.　 These　 were　 scientific　 approaches　 and　 philosophies　 of

behaVior,　 consistent　 with　 Dr.　 Sun　 Yat-sen's　 assertion　 that　 it　was　 more

di伍cult　 to　 know　 than　 to　 act.　 They　 were　 also　 in　line　 with　 Deng

Xiaopingis　 theoretical　 propositions　 about　 groping　 about　 the　way　 ahead

whilecrossingtheriverandabOutallcatSbeinggoodcatssolongas

they　 catch　 mice,　 no　 matter　 they　 are　 black　 or　white.20　 Their　 main　 ideal

was　 to　accomplish　 the　 political,　 economic　 and　 social　 revolution　 in　one

single　 battle.

　 Herein　 lies　 the　 significance　 of　"soft　 landing"　 and　 "absolute

p血ciple."　 [[fhe　road　 of　China's　 modemization　 has　 a　clear　 and　 definite

orientation.　 The　 pr㏄ess　 is　to　be　 carried　 through　 harmoniously　 and

progressively.　 Freedom,　 equality,　 universal　 love　 and　 human　 rights　 are

all　goals　 of　the　 Chinese　 pursuits.　 Bu七afi£rtheOpiumWar,thenation

was　 plagued　 by　 domestic　 trouble　 and　 foreign　 aggression　 for　more　 than

one　 centu】ry?　 with　 the　 people　 subjected　 to　miserable　 suffe血gs.　 We

cannot　 expect　 to　catch　 up　 with　 and　 keep　 abreast　 with　 the　 developed

European　 and　 American　 economies　 within　 a　short　 span　 of　time.　 Only

by　 taking　 a　step-by-step　 and　 orderly　 approach　 can　 we　 expect　 to

accomphsh　 the　 set　 course　 of　China's　 modemization　 as　a　democratic

republic.

}
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