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はじめに

中国の近代は、欧米列強とりわけイギリスから仕かけられた「世界史上類を

見ない、不義の戦争
(１)

」であるアヘン戦争（1840年）以降の外圧と、さらに、清

朝の制度疲労と人口爆発による貧困が生み出した
(２)

太平天国（1851年）という内

憂を抱え込んで船出した。

そして1860年代の初め、この太平天国運動の渦中から、地方の大官（督撫

層）によって担われた洋務運動が始まることになる。それは何よりも先ず、列

強からの武器の購入、そしてまた、その模倣製作を内容とするものでもあった。

曽国藩が「当面、外国の力を借りて、匪賊を除き、船運を開いて憂いを除き、

将来は、外国の知識技術を模範として、大砲・船を造り、永遠の利益を期待す

ることができる
(３)

」というように、外国の力・知恵を借りて船・大砲を作り、富

国強兵を図ろうというわけである。

こうして始まった洋務運動であったが、その成果ともいうべき北洋海軍が

1894年の日清戦争で敗北する。それは内外に洋務運動の破産を印象付けるもの

となった。そのため、「変法」が喫緊の課題と認識され、急進的な戊戌の変法

（1898年）と、改めて清朝の手による光緒新政（1901年）が行われてゆく。し

かし改革は不十分で、結局は辛亥革命（1911年）により清朝は崩壊し、共和制

が成立する。しかし、すぐに反革命の揺り戻しを受けることになり、時代はさ

らに国民革命（1924年）へと変遷してゆく。

こうした中国近代の思想全体を捉えることは、筆者の力に余るところである。

しかし、内外からの侵略・反乱の危機に直面する、この時代の知識人・指導者
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たちに思いを致すとき、漠然とだが、まずは「ナショナリズム」ということに

思い至るのである。彼らの直面する中国の政治状況こそ、外国列強からの侵略

と、その結果としての国土の分割＝瓜分の危機の時代であった。

ところで、「瓜分」は、思想というより、思潮といったところである。中国

近代を特徴づけるとまではいえなくても、中国近代を捉えるひとつのタームと

して、本稿では、この「瓜分」に注目している。瓜分は国家・国民にナショナ

リズムを生じさせる面をもつものであると考えるからである。ナショナリズム

は、日本ではさしあたり民族主義とされるが、このことばが国情の違う中国に

入り中国でも使われている
(４)

。梁啓超のところで、再び考えたいが、民族主義と

いう言葉がない時代でも、梁啓超の対外的に独立した文明論としての「国体

論」から孫文の満洲族打倒の政権樹立をめざすものまで、さしあたり、そうし

た「民族主義」というものがあり、それは日本のナショナリズムと同じでない

かもしれないが、中国の国情を反映したナショナリズムである。

本稿では、近代の思想家の、瓜分論のおおまかな思想の系譜を辿ってみる。

今、系譜としたが、瓜分は近代においては、あちこちで使われているものであ

る。それを、網羅することが本稿の目的ではない。思想の枠組みとしては、図

式的ではあるが、「上から」の改革が「下から」の改革に代わる過程として捉

えたい。単純化し過ぎていることを恐れるが、それにもかかわらず、こうした

議論を試みるのは、「瓜分」は国土が分割されることへの危機意識を反映した

ものであるが、これをただ国土の分割という外圧と捉えるだけでなく、本稿は

思想家・知識人がこれを国内の問題として捉える視座に注目するのである。そ

の視点の論理的帰結、あるいは継受を見据えて、近代思想の中にナショナリズ

ム、とりわけ「瓜分」をめぐる共通項、「瓜分」論の系譜を探ってみたいと思

うのである。

1「積弱」の克服―国内不統一への危機感

（１）瓜分論の枠組みとしての康有為と厳復の思想

近代の思想家はそれぞれに広い領域の思想を展開しているけれども、本稿で

は「瓜分」の系譜ということで、「瓜分」の枠組みを、まずは変法論の中にみ
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てゆく。その代表として厳復と康有為をみる。まず康有為であるが、康有為の

思想としては大同思想をはじめ幅広いけれども、ここではそれらをひとまず措

いて、彼の「上書」を追う。1895年の４月、科挙の受験のために北京にいた康

有為は、いわゆる「公車上書」を清朝に提出した。下関条約による台湾分割。

そのこと自体は小さいことだが、そうした分割を放置することで、列強は日本

に倣って侵略してきて、結局は国を滅ぼす。こうしたことは国の恥であり、そ

れを防ぐ（雪ぐ）には変法による自強だという論理を展開する。同様の論理が、

「瓜分」をいう「上清帝第三書」にも見える。

国の安危の大計のために、すみやかに変法し、国を富ませ、民を養い、官

吏・兵士を教導し、人材を求めて忠臣賢良を見極め、世の中の事情に通じ

て自強を図り、国恥を雪いで国土を保全することにつき、代奏を願い出ま

した。近くを干犯することとしては、朝鮮が血祭りにあげられたこと、日

本人の侵略は領土分割と賠償を齎したこと、これは清朝二百余年になかっ

た恥辱であり、臣民が憤り、心を痛めることであります。しかし国が辱め

られることは小さなことで、外国がみな𨻶をうかがい始めれば、瓜分のお

それが大きくなります。土地分割は小さなことで、辺境の民がみな自衛し

なければ、国が崩壊するおそれが大きくなり、朝廷の危機が今ほど大きな

ことはありません
(５)

。

これが朝廷に認められる。そして、引き続き、教育改革を基本に、上清帝「第

四書」以降、改めて明治維新をモデルとする新政が提起される
(６)

。康の変法の政

策内容そのものは当時にあっても正論であり、それが急進的であったわけでは

ない。にもかかわらず、変法が失敗する原因は、張之洞のところで再論するが、

保守派の禁忌に触れるところがあったのである。さらに、康自身は民衆教育へ

の指向があったとはいえ、運動自体は士大夫によるもので、民衆へ広がる視点

が欠けていた。康有為自身も変法失敗の反省から会党や民衆の運動に関心を寄

せてゆくけれども
(７)

、同じ変法派でも、当初から民衆への視点をもつ一人に厳復

がいる
(８)

。中国がいわば半植民地情況におちいった根源を「積弱」とみるのは、

中国近代の危機に際しての、厳復のみかたである。厳復の認識では、当時の中

国において、外患が７内治の問題が３であり、「夷の長技を師とする」洋務運
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動により自強を図ろうとするものとみる。しかし厳復自身は逆に、外患３内治

７と主張するのである。なぜそうかといえば、そこに厳復流の「変法」を主張

するためである。

外患を論ずるとすれば、今これを治めることは、古代の叔季の世よりも容

易であります。そもそもやり易いのにできない。それは、内治が修まらな

いことが重なって、もとに戻すのが難しいからです。外患はしきりであり

ますが、しかし我が国の病いの根源がそこにあるからではありません。私

はそれゆえ、今日の積弱は、外患によるものが三、内治によるものが七、

というのです。

内治にある問題とは何でしょう。法がすでにわからなくなり、しかも変

えることを知らないことです。私は天下に万世不変の道というものがある

ということを聞きますが、百年不変の法があるとは聞きません。思います

に、道とは国があり民があることで、そのほかにはありません。三皇の時

代から今日まで、中国から世界各地まで、社会は互いに養いあい、互いに

支えあわないものはありません。互いに養い、互いに支えあっているとい

うことは、仁義、忠信、公平、廉恥が誠実に行われているからに違いあり

ません。そうでなければ、社会はばらばらになり、種（民族）も亡びます

（「擬上皇帝書」)
(９)

。

厳復は積弱の原因を「内治が修まらないことが重なって、もとにもどすのが難

し」くなったことにみている。「叔季」は左伝（昭公３,６年）では末世と読め

る。外患を為政者の失政にみているのだが、そこを批判するのではなく、内治

を問題にする。その内治とは（三綱五常の）道が行われる、ということであり、

洋行帰りにしては、意外に古めかしい精神論であるが、いずれにしても、問題

を内治に見る点に留意したい。

なお、本末論にからめて、厳復の本とは民智・民力・民徳であることが指摘

されている
(10)

。その場合、主権回復や軍隊建設などの緊急な対外的な施策は末と

なる。上記内・外に対応したものでもある。ここでの厳復が、「人民」を本と

する指摘は重要である。厳復は民智を開き、民力を厚くし、民徳を明らかにし

なければならないことを指摘している（「原強」）。しかし、内治の主体が人民
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なのか、といえば、決してそうではない。

西欧を見た厳復の目に、当時の人民は、衆愚に映ったのである。洋務は必要

であるが、何よりも、人民を改革しなければならない。彼の変法が、そこに照

準を向けたのは、蓋し当然である。ただ、言わずもがなであるが、彼にあって

は、人民自身に改革を求めたのではない。人民は「億兆」、言い換えれば、砂

のようなばらばらな存在なのである。厳復には清朝への思い入れはなかったと

される
(11)

。しかし、「皇帝」に対して、広大な民衆に応え、外交での積極策を打

ち出すことを提起しようともするのである（「擬上皇帝書」）。民衆の期待に応

えて改革する、その改革の主体はあくまでも「皇帝」である。

康有為・厳復という変法家は、「瓜分」の情況に対して、図式的ではあるが、

ともに皇帝を中心におく「上から」の改革である。しかし、一方は制度改革

（新たな官僚機構構築）により、一方はそれよりも先に、「人民」の意識改革

によって思想を正そうとする。ここに以後の展開の―核心とまではいえないが

―枠組みがすでにある。思想論としては、次節でまとめて考察するが、ともに

中体西用論に立ち、その立場から、西学をもって清朝支配体制を補完しようと

するものであった。因みに、皇帝と朝廷を分けるという研究者の意図を康有為

に即していえば、西太后の影響からの脱却と、皇帝個人の「開明専制」の英断

を期待するということになる。そのことも、次の張之洞・梁啓超のところで、

一方の「民権」の主張と比較検討することとしたい。

（２）変法への対抗軸―実務派官僚の体制内改革と「会通」

張之洞（1837-1909年）は、変法派とはいえないが、思想としてはそのよう

な面が多分にあり
(12)

、また、康有為への対抗軸としても、この洋務官僚の改革論

をみておきたい。中国滅亡への危機感は張之洞も同じであった。『勧学篇』

（1898年）は、いわゆる「中体西用論」を基本にするものであるが、康有為へ

の批判の書でもある。張の場合は康有為のような制度局という行政改革はない。

しかし、「江楚会奏変法三摺
(13)

」をみれば、内容的には細かく具体的で、かつ康

以上に踏み込んだ改革のプログラムが見えるし、現にそれ（変法）を実行した

のは康や、次に見る梁啓超などの変法派ではなく、張之洞であった。しかし、
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改革のプログラムの内容検討はひとまず措いて、ここでは張之洞の「中体西用

論」を取り上げたい。張之洞のなかに厳としてあるのは、中体・「中学」であ

る。『勧学篇』内篇「循序」・外篇「設学」にも同様の記述がみられるが、ここ

では次のものをみる。

中学は内学、西学は外学、中学で心身を治め、西学で世事に対応する、必

ずしもすべてを経文にその根拠を求める必要はない。しかし、経義に背く

ものであってはならない（『勧学篇』外篇第13「会通」)
(14)

。

張之洞は『勧学篇』において王朝の体制維持することと「中体西用」を主張す

ることの両面性を持っている、とされる
(15)

。ここで、西学、「西用」については、

技術だけでなく、政治学なども含め全面的な受容をいうのであり、一方、中学、

中体、「三綱五常」は王朝維持のための、神聖なる宗教であると強調したもの

であり、中体の「体」とは、民族倫理でもあること。「三綱五常」をいっても、

彼は天子（西太后）と朝廷を同一視していたわけではなかったともされる
(16)

。

確かに張は、中・西を内・外、いいかえれば体用として、プラグマチックに

西学をとらえ、柔軟に西学を学んでよい、としている。体用兼備であり、経義

に背かなければ、ということであるが、厳復の場合は、一方で西洋の制度を優

れたものとみており、この時期、天賦人権論、社会契約論などを異質なものと

して紹介している
(17)

。従って、「東西相通ずる所を見抜く
(18)

」というが、東西をど

う「会通」させようというのか、といえば、張之洞もやる付会以上のものでは

なく、実はそれほど明快ではない
(19)

。翻って、張之洞において経義に背かないと

はどういうことか。それは、“体制”を否定しない限りは、柔軟に受け入れた、

ということなのである。

聖人の心を心とし、聖人の行いを行い、孝悌忠信を徳目とし、主人を尊重

し、人民を庇護することを政治とするなら、朝に汽船を運行し、夕べに鉄

道を走らせても、聖人の徒であることになんらさしつかえない（「会通」)
(20)

。

見識が狭く、驕り・プライドを捨てずに、座して国家が倒れ、聖教が絶滅する

のを待つくらいなら、聖人の徒たるもの、商工・産業を卑しまずに振興して中

国を富強にしてゆこう。それが張之洞の「会通」の意味内容である。さきにも

みたとおり、主張は変法派と同じなのであり、彼の変法派への厳しい対応は、
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それを皇帝への配慮というか朝廷というかはともかく、清室を支える体制ない

しは禁忌（逆鱗）に触れたからである
(21)

。張之洞は「国権は敵国を防げるけれど

も、民権にはそれができない」と、民権を否定して国権をいうのであり（「正

権」）、彼を体制変革者などにしてしまわないとすれば、つまるところ従来の張

之洞観と変わるところはなく、「三綱五常」を倫理的・宗教的に狭く解釈して

おいて、一方で西欧政治学なども積極的に取り入れた、といっているにすぎな

い。しかし、それは国権を重視する張之洞の中国滅亡・瓜分の危機のあらわれ

であり、張に「瓜分」への危機をみる点では本稿も、ここでの論者に同意する
(22)

。

しかし、「瓜分」論を追う本稿では、そこをさらに一歩踏み込んでみたいので

ある。

張之洞は、『勧学篇』で中国の困難の根源は「四海之外」にあるのではなく、

「九州之内」即ち国内にあると訴える（「序」）。国内の不統一は、外国に「漁

夫の利」を与えてしまうと、危機感をもつ
(23)

。その九州内の問題とは何か。

聞くところでは、アジアの極西にユダヤがあり、トルコに滅ぼされ、人々

は散り散りになって欧州各国に住み、……各国の人は皆、ユダヤ人をさげ

すむ。それはなぜか。国が亡び、君主がいないからである。ああ、国家の

多難ここに極まる。しかし、国が弱くても強くなれる、政治が乱れていて

も、正道に戻れる。もし会党によって内部から腐れば、各国に瓜分され、

中華はここに亡ぶ
(24)

。

国が弱いという問題よりも、国内の不統一こそが「瓜分」の原因であるといい、

内部の争い、という以上に、内部の腐敗、と彼の眼に映る会党を問題にする。

張は会党の実力を知っており、当初は期待を寄せていた。しかし最終的には敵

としたのである
(25)

。こうした会党に対する評価の揺らぎに不徹底さは残るが、逆

にいえば、それゆえに内なる問題なのであり、それを「内なる腐敗」とみると

ころにこそ、以下でみてゆく、本稿での「瓜分」の論理が（厳復以上に）はっ

きりと表れている。

（３）梁啓超の変法論

張之洞は変法を実質的に担った洋務官僚の一人であり、張の変法はラディカ
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ルではある。しかし、民衆（民権）への視点はなく、あくまでも高級官僚によ

る体制内改革論であった。逆に、民権への視点からここで「瓜分」といわれる

ものを思想的に深めているのは、張と袂を分かった変法派梁啓超である。

梁啓超は『積弱遡源論』（1898年
(26)

）で「積弱」論を展開する。積弱という見

方は、厳復にもみられたが、「民権」という視点で見ると、梁啓超の思想には

さらに興味深いものがある。梁は、国が亡ぶのは当局者が滅ぼすのではなく、

国民が亡ぼす、と「積弱」の根本原因を国民に求めるのである。国民の（知

的）レベルを問うものになっており、そのことは同時に、国民のレベルの低さ

からくる倫理の低さ、いわば奴隷根性を問題にするものともなっている。この

ような認識を持つ梁啓超にも「瓜分」の言説がある。

梁は、瓜分というものには土地分割という有形の瓜分のほかに、無形の瓜分

もある、という。そしてその無形・有形の瓜分について、次のように述べる。

無形の瓜分とは外観の毛皮が残っていることで欺かれているに過ぎない。

有形の瓜分であれば、人はそれを知り、救おうとするが、無形の瓜分はそ

れとわからないので、救えない。これは彼らが最も危険で、最も巧みなと

ころである。わたしが無形の瓜分は有形の瓜分よりさらに惨めであるとい

うゆえんである（「瓜分危言（1899年)」)
(27)

。

梁啓超の趣旨は、無形の瓜分への警戒である。無形の瓜分とは、身体でいえば

毛皮（土地）だけは残っていることである。しかし、脈絡（鉄道）、骨格（鉱

業）、肉（財政）、手足（軍事）、咽喉（港湾）は瓜分されている。ここでは、

国土の分割という目に見える形の列強の侵略はすぐにわかるが、国家機能の浸

食情況は見えないから余計その侵略が深刻であることへの危機を訴えるのであ

った。具体的には、のちに見る外債・不平等条約批判などに通じる。しかし、

ここで注目したいのは、この梁啓超の次のような発言にみられるように、「瓜

分」される原因を、自己の内にみる点である。

孟子はいう「国、必ずみずから伐ち、しかるのちに人これを伐つ」（離婁

篇上）と。インドを亡ぼしたのはインドの酋長であり、イギリス人ではな

い。ポーランドを亡ぼしたのはポーランドの貴族であり、ロシア、プロイ

セン、オーストリアではない。これを人身にたとえるなら、元気が内側に
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充満し、肌が外に向かって充満していれば、風邪をひくことはない。もの

のけに遇って、疫病に感染するのは、必ずまずそれが内にあって、自分で

それを招き寄せる（同上）。
(28)

梁啓超は同じところで、「人必ず自ら侮りて、然る後人之を侮る」（離婁篇上）

という『孟子』と重ね、自ら奴隷に甘んずるのでなければ、決して奴隷にさせ

られることはない、ともしており、ここでもインド・ポーランドなどを例に、

国家の亡びる原因を自己の内にみている。ここに、変法論の思想、そして『孟

子』以来の思想を承けた梁啓超の瓜分論がある。これは先の張之洞の議論とほ

とんど同じである。このようにみてくると、洋務（派）と変法（派）の違いは

なく、民権を除けば、世代差でしかない、というみかたも成り立つ
(29)

。しかし、

民権への見方の違いこそが、“逆鱗”であった。もっとも、梁啓超自身は人民

を信じていない。とりあえずは厳・康変法論者同様に「開明専制」論者であっ

て、プロイセン王フリードリッヒ二世のような「国家の公僕」たる開明なる首

長（君主）の専制に期待するのである（「開明専制論」）。また、朱子流の「新

民（民を新たにする）」論者であって、依然として三千年前と変わらない国民

の「腐敗堕落の根源を探求し」てこれを「救い、治そう」（「新民議」）という

のである。なお、先に見た通り、中国に「民族主義」をもちこんだのも梁啓超

である
(30)

。特に本稿でみる「瓜分」の論理構成は、その核心を梁啓超にみている。

そして、瓜分、というより「民族主義」を革命家孫文に架橋したのが梁啓超で

ある。ではその思想を受け取る当時の革命家はどのような観点を形成していっ

たのだろう。そこで、軸となる民族主義も、本稿では特に「瓜分」という側面

で見るものの、国民、民権への視点への移動も含め、その後さらにどう展開す

るか、しばらくその展開を追ってみたい。

2 国権から民権へ―革命家たちの「瓜分」論

（１） 国民革命と孫文

孫文の思想は膨大であり、ここでは、代表的な『三民主義』を基本にみるが、

梁啓超の思想を、さらに、次に見る陳独秀と李大 、とりわけ李大 へ架橋す

る面から、瓜分・民族主義に絞って、これを孫文にみてゆきたい。
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孫文の民族主義は、当初「韃虜を駆除し、中国を恢復し、合衆政府を創立す

る
(31)

」という、排満主義であった。それも、目的のためには外国とも手を結ぶこ

とをも厭わぬ、矛盾したものであった
(32)

。孫文の民族主義は漢民族のそれであっ

たが、しかし一方で孫文も「積弱」をいい、中国分割が目前に迫っていること

に危機感を露わにする
(33)

。それは、時期的には変法派と同時期である。孫文も、

「瓜分」の思潮を共有するのであった。

しかし、孫文の革命蜂起（恵州蜂起が1900年）が屡々失敗している間に、中

国の情況も変わってきた。光緒新政（1901年）下で、各地に新軍が編成され、

皮肉なことに、1911年の辛亥革命の引き金を引いたのは張之洞の育てた湖北新

軍であり、各地で蜂起したのも新軍であった。そして清朝政府下での地方議会

である諮議局での議決によって、各地の革命政府が成立してゆく。そして、こ

こからは、改めて外からの「瓜分」とともに、地域社会の分断情況をどう克服

するか、ということも課題とならざるをえない。地域のことは、後に軍閥を見

る機会に考えることとして、ここでは、国民革命期、1924年の孫文の民族主義

をみてみたい。

帝国主義の圧迫により、領土分割が進む。威海衛・旅順・大連・青島、九

竜・広州湾。こうした政治的な圧迫により、中国は半植民地に堕ちた。植民地

なら宗主国が面倒も見てくれるが、多数の主人がいる半植民地ではそれすら期

待できない。半植民地は、実は植民地以下の、“次”植民地だという周知の議

論に続けて、次のように言う。

以前の列強の心理では、中国は永遠に振るわず、自分ではもう管理できな

い。だから中国の沿海地方……を占領し、これを根拠地にして、中国を瓜

分しよう、と考えた。後に中国に革命が起き、列強は前途に見込みがある

ことを知り、中国を瓜分しようという心づもりをやめた（『三民主義 民族

主義』)
(34)

。

列強のいわゆる「保全・分割」の議論の再説である。中国の統一により、列強

の瓜分はなくなる、という見方である。「瓜分」そのものへの見方は楽観的で

ある。しかし、孫文もそう単純に考えていたわけではなく、半植民地・次植民

地というとき、政治的な圧迫だけではなく、経済的な圧迫を当然含むものであ
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る。梁啓超ばりに「経済力の圧迫は無形の」圧迫という見方をする。外国製品

の流入、外国銀行の進出、海関が外国に乗っ取られていること、租界の地租・

地価、関税自主権のないことからくる不利益など、問題点を指摘する。そうし

た状況に対して、「抵抗」しようという。砂のようにばらばらな中国人だが、

三四百におよぶ宗族を「連合」して大団体をつくり、この「国族団体」を通じ

て帝国主義に抵抗していこうと、民族の団結、民族主義を訴えるのである
(35)

。団

結に責任を負うべきは「我々」中国民族である。そして、中国民族が担うべき

は中国民族の地位の回復だけではなく、世界に対して責任を負うのである。

それゆえ、我々はまず一つの政策を決めなければならない。「弱い者や困

っている者を助ける」ことこそ、我々民族の天職を尽くすことになる。

我々は弱小民族を助け、世界の列強に抵抗する。……もしこのような願い

を立てないなら、中国民族には希望がない。我々は今日発達する前に、ま

ず弱い者困っている者を助けるという志を立て、将来強くなったとき、今

受けている列強の政治経済の圧迫の苦痛を想い、将来弱小民族がもしこの

ような苦痛を受けたなら、そうした帝国主義を消滅させてこそ「治国平天

下」といえる。我々が将来治国平天下を実現しようとするなら、先ず民族

主義と民族の地位を回復し……世界を統一し、大同の治を実現する、これ

が我々4億人の大責任であり……これが我々の民族主義の精神である（同

上）。
(36)

まさに「王道」ともいうべき、民族主義を展開する。亡国の責任を国民に帰す

どころか、世界主義を標榜して、国民に世界平和の責任を期待するのである。

ナショナリズムというより、それとは逆方向の、インターナショナルな視点で

あり、反満の後は、梁啓超から学んだ民族主義を国際主義
(37)

に発展（あるいは解

消）させている。もっとも孫文の民権主義をみると、一方に国家社会主義への

期待を寄せているし、民生主義は、一方に共産主義の理念を置き、地権平均の

理想を掲げるが、他方に資本家擁護、国家による工業振興を置くのであり、社

会主義も初歩的部分的な理解で
(38)

矛盾にみちたものである。そのうえ、志士ない

しは「先知先覚」者が「不知不覚」の人民を指導するものであり、結果的には

開明専制を唱えた梁啓超に近いものになったという見方もされる
(39)

。確かに、目
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につくのは、その国家・国体の方面である。しかし、「中国の自由と解放のた

めに労働者農民と協同した
(40)

」中国革命の指導者である。人民への視線は同一で

はない。まして、民族主義をいう場合に、三民主義を唱える孫文を外すことは

できない。とはいえ、梁啓超から継受したその民族主義（瓜分論）はどこに行

ったのだろう。実は、労農の立場に立つ李大 にみることができるのである。

（２）陳独秀・李大 の瓜分論

辛亥革命により、いったんは共和中国が誕生したものの、すぐにまた袁世凱

によるゆり戻しがはじまり、改めて「国体」が問われることになる。ここでは

思想的には孫文と系統を異にする李大 をみるが、順序として、先ず時代を代

表する陳独秀をみたい。彼は『新青年』を活動の舞台として、「憲法と孔教」

（1916年）など一連の論文で袁世凱政権に対抗する反儒教運動を展開し、「文

学革命論」（1917年）では胡適（「文学改良芻議」）の白話文学の提唱を受けて

西欧文学を礼賛し、旧文学を否定した。伝統思想を否定して西洋的な価値を

「民主と科学」とする啓蒙運動については周知のところである。それらは孫文

の民族主義から見ると「世界主義」ではあっても、決して自国を思うものでは

ない、とされる
(41)

。実際はどうだろうか。ここでは、『新青年』直前の陳独秀を

のぞいてみたい。

1914年の陳独秀は国民に愛国心がなく、その自覚のないことを憂慮する。し

かし、それを梁啓超のように国民の責に帰すことはない。国家の責任が大きい

とみる。帝国主義が跋扈する時代にあって、中国の外債にふれるところに「瓜

分」論がある。

国に起債ができないわけではないが、中国のような外債は、他国と趣が異

なる。中国の外債は、国税や鉄道を担保にし、列強はこれにより瓜分の局

面を決めるのであり、このことを中国は自ら決められない。君主共和、維

新復古でも、瓜分の閂を、ついに脱することができない。今日より、外に

起債せず、内に金をくすねないで、上下あい和すれば、歳計（収支）は倍

増し、年々外債を減らすことができ、10年もすれば、確実に財政の欠陥を

解消できる。その後の10年で子供を教育し、20年で軍隊を整備すれば、40
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年後は、ほとんど敵国外患は安らぐ（「愛国心と自覚心」)
(42)

。

梁啓超のように目に見えない瓜分をおそれるよりも、積極的に外に向かって、

外債返済を契機に国を立て直そうというのである。その場合の問題は国家であ

る。しかし現実の国家は、内外の問題に対して無力であるだけでなく、外国の

手先でさえあり、そもそも人民の敵ですらある。こんなのが国と言えるのか。

あるひとは、悪い国家でも、国家がないよりはましだという。しかし私は、

民を虐げる禍だと言おう。悪い国家は、国家がないよりも甚だしい。……

悪い国家を保とうとするものは、実際は悪い政府を保とうとするものであ

る。だからわざと人を驚かすような危言をなして、国民の自由を求めて闘

争する人の耳目を驚かせて、インドのようにならず、朝鮮のようになるな

という。それは、曲学阿世が我が民を諌めるようなものではないか（同

上）。

1914年時点での陳独秀は無政府主義者の様相さえ呈するのである。しかし陳独

秀が、そのように国民に愛国心がなく、自覚心がないというのは厭世的である

として、それを制するのが李大 であった。李は、陳が言外にいうのは「国民

に愛国心がなければ、その国は亡び、国民に自覚がなければ、その国は危う

い」ということであるとして、次のようにいう。

国家が亡びるのは、他国が我が国を亡ぼすのではない。我が国自ら亡びる

のである。亡国の罪は他国とは無関係で、自ら亡ぼすのである（「厭世心

と自覚心」)
(43)

。

メイスナーは李大 に排外主義的な民族主義から国際主義への変化をみようと

する
(44)

。しかしそれは孫文である。李は1915年の対華21か条要求を「我が国体を

辱める」ものとし、日本からの「瓜分」の危機に際し警鐘を鳴らすのである

（「国民の薪胆」「全国の父老に警告する書」）。「臥薪嘗胆」して「恥を雪」ぐ

というのは、攘夷よりも梁啓超にみられる「瓜分」の論理である。外は帝国主

義の「強盗世界」である。しかし、問題は外にあるのではなく、内なる国民の

「自覚心」だとするのである。一見立場を異にするように見えながら、李大

は梁啓超の瓜分論の構造を、ほぼそのまま受け継いでいる。ただし、労農に基

盤を置く李大 は、国家は国民が創造してゆくものであり、国家の内なる問題
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は、国民のレベルではなく、国家・政府そのものなのである。

1916年、袁世凱独裁を打倒するために早稲田大学を中退して帰国した李は、

しかし袁死去ののち、まだ確固たる政治目標をもっておらず、とりあえずは、

13年に解散した国会開設を念頭に、中国は立憲制政府を必要とするという確信

に要約できる
(45)

。軍閥支配に入ってゆく時代であるが、李は『新青年』を舞台に

活動する（1918年）一方、北京大学に奉職する。そこからは陳独秀とともに、

五四運動（1919年）を支える知識人の一人と括ることができる。第一次世界大

戦を契機に起こるロシア革命（1917年）の影響も、この運動の過程で受けてゆ

くことになる。毛沢東が1918年夏に李のもとで図書館に奉職したことはよく知

られているが、「青年と農村」（1919年）で「我々青年は農村に行くべきだ」と

いうとき、李が毛沢東に影響を与え、毛より10年以上も前に中国革命は農民革

命であることを予言したことがわかる
(46)

。しかし、李大 の中国革命への影響は、

もう少し違う角度からもみるべきである。

李大 は孫文と国共合作（1924年）を進めるが、それ以前から一方で軍事に

も関心をもっていた。第一次直奉戦争（1922年）では呉佩孚を支持。とりわけ

玉祥とは辛亥革命時（1912年１月）河北の 州起義に参加して以来の関係で

ある
(47)

。李は、北京政変（1924年）後、 が下野したのちも、ソ連からの軍事面

での援助や、 のソ連訪問を仲介し、 の帰国後は、李自身も の顧問として

政治教育を担当した。国民革命を「軍閥」にまで及ぼしているのが李大 でも

ある。しかし、こうした李大 のような革命家を排除したのもまた、張作霖の

ような、地域で軍事政権を敷く「軍閥」であった。

（３）国民革命を志す 玉祥―軍閥たちの民権論

袁世凱以後（1916年）も政権は安定せず、目まぐるしく内閣が代わり、また

南に政府ができる（1917年）など、中国は混乱状態になる。その要因を作って

いるのは各地の軍閥であった。

軍閥とは、辛亥革命後に、それが革命派の軍人であれ、清朝から革命派に投

降した軍人であれ、地方に割拠してできたもので、地域を基盤に自己の勢力を

拡充し中国を統一して、共和を打倒しようとするものである
(48)

。要は革命派にし
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ろ、投降派にしろ、共和という理念がなく、自ら皇帝になろうという野心をも

つもの、である。その意味では、張作霖は「馬賊」出身で、馬賊＝匪賊＝反革

命とみられるが、段祺瑞政権を立ち上げ、彼も一時期政権を握る（1926年）な

ど、状況判断のできる政治家でもあり
(49)

、また、人脈的に李鴻章―袁世凱という

流れを汲む北洋軍閥の正系には段祺瑞がいる
(50)

。しかしかれらは軍閥なのである。

そして、「軍閥」と言う意味では、呉佩孚（1874-1939年）こそ北洋軍閥の代表

格である。1920年直安戦争で段祺瑞を追い落としたときから22年の第１次直奉

戦争で張作霖らを排除し、1924年第２次直奉戦争で 玉祥によって逆に排除さ

れるまでが、彼の絶頂期である。特に23年に黎元洪を追放して、そのあとを襲

って曹 が大総統についた（1923年）。呉の顧問格であった岡野増次郎によれ

ば、呉佩孚は1919年以来洛陽にあって、北京政府の奥の院として文武百官銓衡

最後の裁定者たるの実権を有していたという
(51)

。第一次直奉戦争では、蔡元培や

李大 にも支持されたが、京漢鉄道総工会を弾圧する（1923年のいわゆる二七

惨案）。労働運動など、民意への理解はなかったとみるべきである
(52)

。その点か

らしても、孫文が批判するとおり、軍閥は共和を否定して「皇帝」を志向する

ものであり、いわば「覇道」なのである。

しかし、北洋系軍閥中の特異な人物として 玉祥（1882-1948年）がいる。

クリスチャンとして清教徒的、また農民的な生活態度を堅持。その上、国内の

風潮の動向に敏感に反応する性質をもっていた
(53)

。かれは、張作霖と密謀して第

二次奉直戦（1924年）で呉佩孚を裏切り、北京に軍を返して大総統曹 を捕ら

え、また、宣統帝から皇帝の尊号を奪って紫禁城から放逐した、という強権面

を捉えられるが、軸足を「軍閥」から「民衆」へ移す時期であり
(54)

、当時は以下

で見るように、理想主義だが思想的にはまだ幼稚だったのである。

もともと辛亥革命（武昌起義）に呼応して、北方軍政府に加わり、 州起義

（河北）に参加した。失敗して挫折を味わうが、後に河南（開封）で督軍とし

て「人民を主人」とする「善政」を施したのである
(55)

。その後1922年に北京で陸

軍検閲史という閑職についたときに北京大学の李大 と接触し
(56)

、「第二次直奉

戦争」（1924年）時には「国民軍」を名のる。いわゆる「北京政変」は、その

意味では にとって革命的な行動（首都革命）であった。ただ、一方に段祺瑞
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と連絡があって（大元帥に就任要請「致段祺瑞電」）、そこに軍閥としての思惑

も指摘され大失策とされるが
(57)

、一方孫文とも連絡をとり、孫文に北上を要請す

るのは であった（「致孫中山先生電」）。

まず注目したいのは、 が立ちあげた黄 を首班とする摂政内閣に示した、

いわゆる５箇条「建国大綱」である。旧来の官僚制度を打破して、廉潔な政府

を建設することとともに、「内に民主政治を実行し、全ての施策は、民衆の苦

しみを救う」といい、「対外的には友好を旨とし、人道正義を基本にあらゆる

強奪詐欺行為を排除する
(58)

」という。ここでの民主は「親民」、友好は「講信修

睦」で、ともに出典は『礼記』と古めかしいが、梁啓超のような「新民」では

なく、「親民」は「人民を主とする」ものである。さらに、孫文没後（1925年）

は、段祺瑞政権を支えたものの、5.30事件に際しては、アヘン戦争まで持ち出

し、中国人を「犬馬にように虐殺する」のを座視するキリスト教からも離れ

（「世界キリスト教徒への通電」）、その後下野してソ連を訪問。その間に国共

合作時代の国民党に入党し、帰国後は国民聯軍総司令官として、広東軍の北伐

を側面から支えた。軍閥割拠の時代、国民党も南方では武漢・南京と分裂して

いた。そうした中で、 は北方で河南を押さえていた。 は孫文を受け継ぎ、

また李大 の影響を受けた革命家であり、当時国民革命のキーマンであったの

である。次のように兵士に向かって訓示する。

なぜ革命しなければならないか。我々中国は外に帝国主義者の侵略と略奪

を受け、内に売国軍閥の搾取と圧迫を受け、国は乱れ、民衆の生活が疲弊

しているからだ。もし革命しなければ、国は滅び民族は滅ぶ。だから我々

の革命は国を救い、民族を救うのである。しかも我々の唯一の活路は革命

なのだ。（「革命とはどのようなことか」)
(59)

。

きっぱりとした革命家のものいいである。では は、革命をどのようなものと

してみているのだろう。この文章に続くのは、帝国主義及びその手先である売

国軍閥をどう打倒するか、ということであるが、この１年前（1926年）、ソ連

から戻った のフホホトでの国民革命への決意のなかにも既にある。

軍閥はなぜそうも強いのか。軍閥自身には力はなく、帝国主義者が背後で

操縦するのだ。それゆえわれわれは、軍閥に勝つにはまず帝国主義を打倒
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しなければならない・・帝国主義の経済侵略が中国を窮乏させ、また政治

的侵略が中国を危機に陥れている。……その甚だしいのが中国軍閥を利用

して、民衆を抑圧することである（「五原誓師宣言」)
(60)

。

ここでは軍閥に勝つにはその背後にある帝国主義侵略を打倒しなければならな

いという。では帝国主義は如何にして中国を圧迫しているのか。同時期に次の

ようにも言っている。

我々の今の大任の第一は、軍閥の打倒である。そして、なぜ我々の戦いが

不平等条約を取り消すことだと言わねばならないか。それは今の軍閥がみ

な帝国主義者の経済侵略の走狗だからだ。帝国主義は軍閥官僚を使って、

不平等条約で得た不当な権利を維持する。それゆえ、我々は先ず彼らの走

狗である軍閥を打倒する。しかし、我々の最終目的は不平等条約を解消す

ることである（「如何に軍隊を訓練するか」)
(61)

。

不平等条約解消こそが、民族生存の目的である。そのためには、先ず帝国主義

の走狗軍閥を打倒しなければならないと、外からの帝国主義と内なる軍閥を二

つ並べて、一体として断罪するのである。

さらに、孫文を受ける形で、当時 も「人民のために幸福を謀る」（同上ほ

か）と言い、「民衆のために利益を謀る」（「精神書」「行政精神」（1927年））と

言い、後には「為人民服務」（1945年「建国問答」）という文言もみえるし、司

馬遷を引いて「死」に「泰山より重いもの、鴻毛より軽いもの」（「在南口陣亡

將士追悼会上講話」（1928年））という区別があるというとき、これらは、ほと

んどのちの毛沢東の、よく知られる言説と同じである。 は本稿でみているよ

うな「瓜分」論を展開してはいない。しかし、不平等条約の撤廃をいい、自ら

も革命に殉ずる覚悟を述べ、また部下の将兵に説く、文字どおりの「ナショナ

リスト（民族主義者）」である。

なお、 は明確に三民主義を掲げる。彼の言う民族、民権、民生はもちろん

孫文を下敷きにしているが、必ずしも孫文そのままではない。例えば、民族主

義はほぼ満族を打倒して共和国を打ち立てたことまでであって、孫文の世界へ

向けての理想主義はない。民権主義は政治上の人々の平等であり、少数者が多

数者を圧迫せず、人々の政治的な立脚点はみな平等であること。党治の国家は、
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人民に選挙権、罷免権、立法権、再審議権を保障することまでは同じだが、孫

文が力説する政府（五権憲法）については言及しない。民生主義は、貧富を均

等にし、富める者が貧しいものを圧迫することがないだけでなく、全国を少数

の富める者から多数の富める者に変える。４億人がみな飯が食え、かつ手軽に

飯が食えるようにする。むしろここにこそ、革命家としての の、その意味で

の理想主義の展開があるようにみえる。民生主義を軸にした理想主義に昇華さ

れているのである
(62)

。しかし、孫文が多くのページを費やす政府論・政権論がカ

ットされている。 も（そして呉佩孚も）「政権を語らない」のである
(63)

。それ

は単に皇帝をめざす、という受け取られ方もするが、一方で、人民への服務へ

と転化する可能性を秘めてもおり
(64)

、それが（呉）・ にみる“政治にかかわら

ない”「軍閥」の処世のスタンスでもあるように思うのである。その意味では、

玉祥は政治家ではないが、思想家ではある。特に、外からの帝国主義の問題

を、内なる軍閥の問題として見据える視点（枠組み）はここでの問題ではない

が、毛沢東に継受されてゆく。しかし、それは「ナショナリズム」ではあって

も、必ずしも本稿でみている狭い意味の「瓜分」論ではない。李大 のあと、

内なる「瓜分」論は途絶えてしまったのだろうか。

3 蔣介石における瓜分論の展開

南北の政権分裂・軍閥割拠の時代から、1926―27年の北伐により、曲がりな

りにも中国の統一が成し遂げられてゆく。それを支えたのは 玉祥らの「軍

閥」ではあった。しかし、北伐の成就を象徴するのは、 玉祥ではなく、まし

てや孫文でもなく、蔣介石であった。蔣介石は、 玉祥らの「軍閥」を使って

北洋「軍閥」を消滅させたのである。しかし、その時には、一方で帝国主義の

中国侵略はいっそう脅威を増している、と同時に、一方では共産党の勢力が対

峙することになる。とりわけ、江西省を根拠地とする紅軍・毛沢東の存在があ

り、そうした内外の問題状況が、満洲事変（1931年）前後にあらわれており、

事変を前にした（７月段階で）、蔣介石は次のようにいう。

私はかつて「人は必ず自ら侮りて、而る後人これを侮り、国必ず自ら伐ち

て、而る後人これを伐つ。」という文を読み、わが国家と民族の無窮の憂
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い悲しみを禁じえなかった……まさに臥薪嘗胆の精神を以て安内攘外の奮

闘をなさねばならない……ただ攘外は先に安内すべきであり、腐ったもの

を取り除いてこそ虫を防ぐことができる（「全国同胞に一致して安内攘外

することを告ぐ」)
(65)

。

蔣介石も、自らを侮らなければ、つけ入られることはない、という考えに達す

る。近代の歴史を背負って、内外の問題に対処しようとしているのである。そ

して、「安内」がそのまま「攘外」につながるとみるのは、「瓜分」の本当の問

題を国内の問題とみる意識とかさなる。厳復も梁啓超も、そして李大 もその

ことを教えていた。そして、蔣介石においても、まずは国内の安定がめざされ

るのである。蔣介石は、外国を打つ（攘外）にはまず先に国内を安定（安内）

させなければならない、という。ここには厳復の見ていたような内憂外患の情

況、さらに梁啓超・陳独秀の「無形の瓜分」をいう情況を経て、曲がりなりに

も国内統一を成し遂げた蔣の立場が窺えるし、その立場からの発言にみえる。

しかし、すでに変法の時代ではない。欧米の資本主義の進歩の過程ではなく、

帝国主義・ファシズムの時代である。この時にあたって、なぜ喫緊の日本進攻

に対して「攘外」ではなく、「安内」が先だというのだろう。それに、安内と

攘外に先後をつけることで、その攘外への道筋はみえていたのだろうか。

玉祥は帝国主義と軍閥を一体として、これとの対抗姿勢をみせていた。そ

れが「瓜分」情況への新たな展開を予想させるものでもあった。蔣介石におい

てはもちろん「安内」の中身が変わっている。「安内攘外」は国内統一の論理

であると同時に、共産党排除の論理であった、とみる研究もある
(66)

。その意味で

の「剿共」すなわち「安内」に重点がかかっているというべきなのだろうか。

たしかに「安内」は国内の軍事化により共産党との対抗（消滅）をめざすも

のであり、それが、生活レベルの改善を起点に、民衆の安寧や国内建設など内

政の安定をめざす、いわゆる「生活運動」と平行するものである
(67)

。ここで蔣介

石は次のような比喩を使って説明もしている。

われわれ国民党が志を立て、国を救うには、先ず国家を統一し、力を集中

して、とりわけ後方に秦檜のような（岳飛を陥れた）漢奸がいて掣肘した

り中傷したりする、そうしたものがおらずして、はじめて侮辱させず敵を
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退けるという目的に達することができる（「内に団結し外侮を防ぐ」)
(68)

。

毛沢東を秦檜に、蔣介石自身を岳飛になぞらえているのだろう。北宋滅亡の歴

史を踏まえて、蔣介石は自身の決意を語るのである。

瓜分論の系譜を辿ってきた本稿の立場からみると、近代における瓜分論の帰

結を蔣介石にみて大過ないと考える。国民革命は蔣介石をもって成就したとみ

ることともパラレルとなる。しかし、その時は、外圧を内なる問題とみる「瓜

分」論が終焉する時でもあった。なぜなら、「瓜分」の文字自体はその後も散

見される一方、蔣介石の「安内攘外」論も、新たな展開をみせているからであ

る。しかしそれは、必ずしも 玉祥のような、軍閥・帝国主義一体論、「安内」

即「攘外」論ではないのである。

おわりに

狭い範囲の考察であるが、ここまでをまとめると、「瓜分」の思想（思潮）

は「内」と「外」との危機に際し、皇帝に期待する「上から」の改革からはじ

まり、洋務官僚や、民権思想家・革命家を経て、徐々に「下から」の改革をめ

ざすものとなる。ワク組としては国権と民権の間で揺れ動いているが、「民権」

により国権を奪取する方向が確認できる。国権論は康有為・張之洞・梁啓超・

孫文をみてきたが、国権論とせめぎ合うかたちで民権論も成長しており、その

民権論はさしあたり厳復を起点に、梁啓超を引き継ぐものとして、政治的な立

場は異なるが、実は李大 に受け継がれている、という点を本稿では検証した。

特に本稿の主張は、国権・民権という大枠はそれとして、むしろ張之洞―梁啓

超―李大 ―蔣介石という、立場は異なりながら、外からの問題を内なる問題

としてみる視点の継受を捉えたつもりである。ただ、蔣介石になると、外圧を

内なる問題と捉えるのは、実は思想的な課題であって、蔣介石自身は、そうし

た思想を受け継ぎながら、「安内攘外」という政治課題に結びつけてゆこうと

している。

それなら、蔣介石において、「安内」・「攘外」論は、どう展開されていくの

だろう。それはこの研究ノートの範囲を超えるが、改めて検討してゆきたい課

題となる。
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注

(１) 陳舜臣『実録アヘン戦争』中公新書,1971年,65頁。

(２) 吉沢誠一郎『清朝と近代世界』86頁。『新編 原典中国近代思想史』3-4頁。

(３)「目前資夷力以助 濟運。得 一時之憂。將來師夷智以造炮制船。尤可期永

遠之利。」（「覆陳洋人助 及採米運津摺」『曾文正集』「奏稿」巻３）。

(４) 福沢諭吉が「ナショナリチ」の訳語として使っているのは「国体」である

（『文明論之。概略』））。福沢からみれば、中国は異民族（満清）統治で「国

体」を失ったものである。梁啓超の使う満漢の区別は「種族」であるが、梁啓

超は、民権上の独立国家として「国体」を受け取っていた（「論中國與 洲國

體異同」『飲 室文集』第三冊,台灣中華書局）。なお、梁啓超による「民族」

という訳語の定着についてはのちにみる。因みに本稿で取り上げる梁啓超・孫

文などのナショナリズムを論ずる論考に黄斌『近代中国知識人のネーション

像』（御茶の水書房,2014年）がある。しかし、反帝国主義の視点はなく、勃

興する現代中国からみたナショナリズム論になっている。

(５)「上清帝第三書」（光緒24（1898）年）『中國近代史資料叢刊第八種戊戌變法』

神州國光社,1953年。

(６) 政策については、清水稔「康有為の変法に関する一考察」『佛教大學研究紀

要』第74号,1990年が詳しく論じている。

(７) 原田正巳『康有為の思想運動と民衆』刀水書房,1983年,97頁。

(８) 厳復の「瓜分」論については有田和夫『清末意識構造の研究』汲古書院,

1984年,126-133頁。

(９)「 上皇帝 」『 集』（中 局,1986年,63頁）。

(10) 區建英『自由と国民 厳復の模索』東京大学出版会,2009年,76-7頁。

(11) 區建英,前掲書48頁。

(12) 佐藤震二「張之洞の変法思想」『アカデミア』1957年。ただし、（守旧頑固派

ではないが）、西学と中学の二元的立場を克服できず、西学も教養的・技術的

知識としてのみ摂取しようとしたとみていた。

(13) ３つの上奏は以下の通り。「１文武学堂を設ける、２文科を適宜改める、３

武科を廃止する、４留学を奨励する（「政治を変革するにまず人材を優先すべ

きことを勅命に従い協議する上奏文」光緒27年,巻52）。「１倹約を尊ぶ、２格

式を破る、３金で官職を売買することを停止する、４成績によって高い給与を

与える、５書記官を廃止する、６下役を廃止する、７軽々しく罰しない、８官

吏の選抜方法を改める、９八旗の生計を算段する、10屯衛を廃止する、11緑営

を廃止する、12文章法（八股文など）を簡略にする」（「変法のために中法12条

の整理を起草するにつき勅命に従い協議する上奏文」,同上）。「１広く東西洋

に留学生を派遣する、２外国の軍隊様式を学ぶ、３軍備を充実する、４（欧米

日本の）農政を習得する、５工業技術を学ぶ、６鉱業法鉄道法商法関係刑法を
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定める、７銀元を使用する、８印紙税を施行する、９郵政を推進する西洋薬品

を専売する、10東西洋各国の書物を翻訳する」（「変法のために西法11条を採用

すべきことを起草するにつき勅命に従い協議する上奏文」同上）『張文襄公全

集』巻52～54,新 店首都 行所,1990年。

(14)『張文襄公全集』巻203。

(15) 王娜「張之洞における「中体西用」について」『関西教育学会紀要』28号

2004年。

(16) 古藤友子「張之洞の中体西用論」『駒澤大學外国部論集』第18号1983年。
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