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辛亥革命前後 における注精衛の

国家観 につ いての一考察

土 屋 光 芳

は じ め に

辛亥革命が起きる以前の1905年8月 に日本で結成 された中国同盟会は,

それまで別個 に活動 していた三つの革命団体,す なわち孫文等の興中会,章

柄麟,察 元培等の光復会,黄 興,宗 教仁等の華興会が大同団結 してできたも

のであ為。涯精衛は,こ の中国同盟会の結成に参加 し,同 時に創刊 された機

関誌,『 民報』の編集者の一人となる。1907年3月,国 外退去を要求された

孫文とともに出国するまで,涯 精衛はこの 『民報』にほとんど毎号 といって

いいほどに論説を寄稿 し,滅 満興漢のイデオローグとして積極的な言論活動

を展開することになるのである。

注精衛は,当 時,「民族主義」と 「国民主義」をそれぞれ区別 して認識 し

実行することが重要であると主張 していた。前者の 「民族主義」 とは,清 朝

政権を満州族=異 民族による漢民族の支配 とみな し,こ の支配体制の打倒と

漢民族の復興を説 くものであり,こ れを 「種族革命」 と呼んでいた。後者の

「国民主義」 とは,何 千年来つづいてきた中国における専制支配を打倒 し,

これによって 「政治革命」を実行するように説いたものである。これら 「民

族主義」 と 「国民主義」を同時に実現するためには,清 朝をして立憲君主制

を実施 させるだけでは不十分であり,そ れゆえ,も っぱら革命による以外に
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方法がないというのが涯精衛の基本的な立場であった。

その際,圧 精衛は,い かなる理念によって革命を正当化 しようとしたので

あろうか。

一つは,当 然のことなが ら,ヨ ーロッパにおいて絶対王政打倒のイデオロ

ギーとしての役割をはたしたルソーの人民主権説であった。 この人民主権説

に拠 って立 ち,清 朝を満州貴族 による専制支配と批判 しその打倒を主張 した

のである。

もう一つは漢民族中心主義の理念をあげることができようbす なわち,清

朝の政治体制の本質を満州族=異 民族 の支配と規定 し,異 民族支配の打破と

漢民族の復権(=「 滅満興漢」)を 唱え,漢 民族のナショナリズムに訴えたの

である。

ここではとりあえず,滅 満興漢のイデオローグのとき,圧 精衛には,西 洋

流の人民主権説 と漢民族中心主義の二つの思想的基盤があったことを指摘 し

ておこう。

ところで,辛 亥革命に際 して圧精衛が果たした役割について,こ れまでの

通説は衰世凱と結託 して革命を裏切ったとするもの(い わゆる 「内好」説)

であった。 しか し,最 近の涯精衛研究によれば,こ の通説は次第に否定され

つつあるようである。当時,涯 精衛は,決 して衰世凱に篭絡され,か れの意

のままに動 いたというのでなく,南 北和議の方針を決定 した中国同盟会を代

表する資格で,「共和」に賛成するように衰世凱の説得にあ#つ たというの

が真相だとするものである(1)。

辛亥革命の始まった1911年10月10日 の当日,涯 精衛は,清 朝要人の暗

殺計画が露見 した前年の4月 に,逮 捕 されており,死 刑だけは免れたものの,

無期刑で獄中にいた。革命の勃発後,1ヵ 月 も満 たない11月6日 に釈放 さ

れ,そ のまま北京にとどまって衰世凱に排満を促 し民主共和に賛成するよう

に働き掛けるのである。11月15日,日 本留学中の同窓で衰世凱の腹心となつ
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ていた楊度 とともに 「国事共済会」を結成,南 北停戦と,国 民会議を開いて

政体を決定するよう訴えている(z)。また,12月 初めには,ア ナキス トの李石

曾 とともに天津で 「京津同盟会」を組織 し自ら会長に任 じ,『民意報』 を発

刊 し,南 北和議の世論作 りを しょうと試みている。

一方,湖 北省の武昌か らはじまった革命の波は中国各地に広が り,2ヵ 月

あまりの間に全国18省 中14省,さ らに上海が清朝か らの独立を宣言するに

至 った。 こうして,革 命派は11月30日,漢 口で各省代表者会議を開いて臨

時政府組織大綱をまとめ,12月2日 には制圧 した南京を首都 に定めるので

ある。一方,革 命軍 と清朝軍 との戦闘は,ま もなく膠着状態に陥り,南 北の

いわば二重権力状態が生 まれていた。 こうした状況下,12月2日,漢 口の

イギリス総領事の斡旋で,南 北間で停戦の協議に入 ることになるのである。

南北和議をはか る公式会議は12月18日 に上海で始まるのであるが,注 精衛

は,こ れに加わ り,衰 世凱の代表に対 して次のような内容の説得工作を行なっ

たのである。衰世凱には民国大総統のポストを提供する代わりに,清 朝に迫っ

て皇帝を退位させ,.「共和」,す なわち 「民国」の成立に賛成するように説い

たのである。

実際,こ の時の説得工作は成功 したかに見えた。衰世凱は,既 に.11月10

日,内 閣総理大臣に任命されており,・12月7日 には,南 北交渉における清

朝側の全権を委ねられている。その後,1912年1月1日 の 「中華民国」成

立で臨時大総統に就任 していた孫文の,大 総統ボス ドをゆずる意志を慎重に

確認 して初あて,清 朝皇帝の退位を迫 り,2月12日,清 朝は,260年 の歴史

に幕を閉じることになったか らである。 ところが,衰 世凱に,「ナポレオン,

ワシントンの功績」を建てることを狂精衛等の革命家たちが,期 待 していた

にもかかわ らず,蓑 にまさか皇帝になろうという野心があろうとは,予 想 も

していなかったようなのである③。

さらに,孫 文 もまた衰世凱をコントロールできると信 じていたかに思われ

(37).37
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る節がある。孫文は,『清朝皇帝が退位を宣言 した翌 日の2月13日,臨 時参

議院に宛てた臨時大総統職辞職を告げる文書の中で,辞 職にあたっての次の

3条 件を載せている。すなわち,第1に 南京を首都 とする,第2に 衰世凱に

は南京で新総統に就任させる,第3に 「中華民国臨時約法」(責 任内閣制 を

採用 し,こ れで大総統をコントロールする)の 遵守を誓約させる。これらの

3条 件が満たされれば,衰 世凱を押さえることができると考えていたような

のであるω。ところが,衰 世凱は,そ の後,こ れら3条 件の一つも守 らず,

革命派はいっぱい喰わされる結果となるのであるが,そ れがわかるの もそれ

ほど長い時間はかか らなかった。

それでは,な ぜ,圧 精衛を含めて革命派は衰世凱を簡単に信用 して しまっ

たのであろうか(5)。何 といっても衰世凱 は,軍 事力を背景としなが ら列強の

支持を取 り付けていたばかりでな く,そ れまでの外交,政 治経験 もまた豊富

であった。その意味でかれは,孫 文等の革命家たちよりも,い わば役者が何

枚 も上であったということを指摘 しなければならないであろう。それにもか

かわらず,と りわけ涯精衛が,衰 世凱に対 して何 らかの幻想,な いし期待感

を抱いた背景 として,江 自身の国家観 にその謎を解 く鍵があるのではないか

と私は考えるのである。例えば,衰 世凱も漢人であり,清 朝皇帝を退位させ

ることができれば,「民族主義」→ 「種族革命」は成功であるという論理が

'成り立
つのではなかろうか。

それでは,辛 亥革命以前,狂 精衛は,ど のような国家観をもっていたのか,

その特徴はどこにあるのか。また,辛 亥革命の成功と失敗という経験を経て,

圧精衛の国家観に変化があったのかどうか,も し,変 化があったとすれば,

それはどのような変化であったのか。 こうした問題は,涯 精衛の,そ の後の

政治イデオローグとしての活動を規定する重要なファクターではなか ったか

と考零るのである。それゆえ,本 稿では,辛 亥革命前後にお一ける狂精衛の国

家観の特質を検討するつ もりである。

38,(38)
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注

(1)察 徳金 『圧精エ評侍』,四 川人 民出版社,1988年,52～54ペ ージ。察徳金 が

江精衛=「 内好」説 を否定 す る証 拠 としてあげ るの は,当 時 の北 方側 代表 の ひ

と り,張 國湿 が回想 す る圧 の衰世 凱 との交渉の場面で ある。注 は 「中國非共和

不可,共 和非公促成不可,且 非公指任不 可」 と迫 って いる。 この場面 は張國湿

『辛亥革命史料』(龍 門聯合書 局,上 海,1956年)の115ペ ージにのって い る。

また,彰 明 ・張 同新 「民国史二十i井』(天 津人 民出版社,1991年)に よれ ば,

革命後,同 盟会組織 が四分五 裂 とな って いた ことを指摘 し,と りわ け,「 南北

侠 和,政 枚"統 一"千 重世凱手 中,黄 巣負有一 定 的責任 。」(64ペ ー ジ)と 述

べて,同 盟会 の軍事 指導者,黄 興の責任 を重視 して いる。黄興が正式 の 「南北

講 和」 に先立っ非公式 のそれ に参加 し積 極 的 に関与 した こ とは,藤 岡喜 久男

「衰世凱の総統就任」(『東洋学報』第48巻 第3号,1965年12月)が 明 らか に

してい る。一方,涯 精 衛=「 内好」説 は,た とえば,刻 民山 「圧 精エ 在辛 亥革

命前后 的叛変 活動」(「房史教学』1985年 第4期,1985年4月5日)を みれば,

当時の討 蓑の立 場で戦 った胡郭公の 「辛亥革命北方實録」(中 国 史学 会主 線 中

国近代史 資料叢 刊 「辛 亥革 命』(六),上 海人民出版社,1957年 所 収)に よ っ

ている。 なお,以 下,本 文中 にあ る歴史上の出来事 とその年月 日につ いて は薬

徳金 ・王升編 『圧縮 エ生平 妃事』(中 国文史出版社,1993年)を 参考 に した。

(2)同 少年 「注精エ与"国 事共済会"」(『南外 学扱 』,1985年 第3期,1985年5

月)は,当 時,パ リに いた孫文が1911年n月16日(国 事共済会結成の翌 日),

武 昌軍 政府にあてた電報を 「息統 自当推定黎君。開黎有精推蓑之悦,合 宜亦善。」

(同電報 は広 東省社会科 学院坊 史研究室 ・中国社会科学院近 代史 研究 所中 年 民

国史研 究室 ・中山大学厨史系弥中山研究室合編 『弥中山全集』第1巻,中 年 布

局,北 京,1981年,546～547ペ ージ所収)を 引用 し,孫 文 に も衰世 凱 と清 朝

との矛 盾を利用 しようという意図が あった ことを指摘 し,さ らに,注 精衛 の国

事共済 会結成 は 「不是出干涯的介入行動,至 少是符合当吋革命党領早人的意圏,

也 可概 児」(23ペ ージ)と して いる。同少年 も狂精衛 の 「内好調」 を否定 す る

立 場であ ることは明 白であ る。

(3)1911年10月10日 の武昌起義 には じまる辛亥革命 は,計 画 的 とい うよ りは

偶発的 に起 きた もので あり,孫 文です らアメ リカにいて新聞 でそのニュースを

知 った というほどであ る。孫文が12月25日 に上海 に到着 するまでの同盟会 の

事 実上 の指導者の一人であ った黄興 は,「中華民国軍政府戦 時総 司令官 」 の名

義で衰世凱 にあてた1911年11月9日 付 けの書簡 のなかで 「以傘破合,.年 盛 頓

之資格,出 而建章破合,年 盛頓之事功」 とい う表現 を してい る(葦 牙況'・林 増

平 主編 「辛亥革命這劫史稿』,中 国人民 出版社,1988年,363ペ ー ジ)。

(39)39
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(4)孫 文 「盗参侠院辞御 寸大息統取文」(1912年2月13日),前 掲編 『弥 中山 全

集 』第2巻,84ペ ー ジ。

(5)注 精衛が,何 故 に 「挙蓑以実現共和」の方針 を一貫 して堅持 したかにつ いて

王 美果(『 狂精]1侍 』,安 徽人民出版社,1993年)は お お よそ次 の3点 を指摘

してい る。第1に,注 精衛が出獄す る以前 に,同 盟会指導部の一部 にあった方

針 であ る,第2に,帝 国主義 諸国の側に清朝崩壊後,衰 世凱 によって事態 の収

拾 を図 る方針が固 まりっっあ った,第3に,注 精衛が衰世凱 に篭絡 され たと し

てい る。 この3番 目の指摘に も注精衛 の裏切 り説が依然 と して色 こ く残 って い

る ことが窺え る(42～44ペ ー ジ)。一方,こ の辛亥革 命の時期の注精衛 につ い

ての 日本 側の研 究 は波多野善大 「辛亥革命期 の注兆 銘」(愛 知 学 院大学 文学 部

紀要,第12号,1982年,18～38ペ ー ジ)が 関連す る資料を丹念にあ たった も

のといえ る。波 多野 は衰世凱 と注精衛 との間に一定 の利 害の一 致があ った とみ

て いる。 すなわち,衰 世凱 は第1代 大総統 にな る野心 を実現す るたあ に涯精衛

を革命派 との交 渉に利 用 しよ うと したのであ り,圧 精衛 は衰世 凱を利用 して共

和 を実現 しよ うと考 えていたので,衰 と圧 の両者 間では戦術 的 目的,す なわ ち

清朝打倒 で一致 し,そ の結果,彼 らの協 力関 係 が実現 した とみ なす ので あ る

(20～24ペ ージ)。 こうして注精衛 は 「衰世凱側 ・革命 派側 双方 の首 脳 と密 接

な関係 を もっている ことによ って,南 北両代表 と接触 して両者 の秘密 の主張 を

疎通す る役割 を したのである」 と断定 して いる(37ペ ー ジ)。 したが って,当

然,注 が一方的 に衰世凱 に篭絡 され たとい うのではな く,む しろ,「 衰 が策 謀

に富 み,時 流 の趣 くと ころに身 を投ず る人間で ある」 ことを知 った うえで,衰

世凱 に満廷 を裏切 らせ たとい う判断を下すので ある(39ペ ー ジ)。さ らに波 多

野 によれ ば,革 命派 の 「その時 その時 の情勢 に対す る悲観的判断」 が 「衰世 凱

に頼 って共和 を実現 しようとす るという策謀 に走 らせ た」(39ペ ー ジ)と 断定

す る一方,辛 亥革命 の革命派 にはまだ 「伝統的価値 やそれを基礎 に した社会 ・

経済体制」 に対す る尊敬の念が あり,そ れ によって立憲派 を革命側 に引き入 れ

ることに成功 したと もみな し,結 論的 には,'衰 世凱 に頼 って共和 を実現 する戦

術が 「当時 と して は当 を得た ものであ った」(42ペ ージ)と して いる。 波 多野

の以上の分析 は的確 な もので はな いか と考 え る。 しか し,私 は,さ らに,革 命

派 の いかな る 「伝統的価値」 が,涯 精衛をふ くむ革命派 に 「挙蓑以実現共和」

の戦 術を とらせ たのか を問わな ければな らな いと考え、るのであ る。なお,最 近,

出版 された横山宏章 『孫文 と衰世 凱:中 華統 合の夢」(岩 波書店,1996年)で

は,孫 文が権力を委譲 したの は,蓑 を信用 したか どうか というよりも,む しろ

「孫文 みずか らの指導力のな さと,そ の指導力 を発揮 す るこ とを不 可能 に した

一連 の分散 的権 力構造」(57ペ ー ジ)に あ った として いる
。

40(40)
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1.立 憲派 との論争

1898年,光 緒帝の着手 した戊戌の 「変法」は西大后等の保守派のクーデ

タによって失敗 し,光 緒帝の理論的 ブレーンであった康有為は日本に亡命す

る。『民報』が論敵 とした 『新民業報』 は,こ の康有為の弟子であ った梁啓

超が亡命先の日本で1902年2月8日 に創刊 したものである。梁啓超 は,康

有為が日本を離れたあと一時,革 命思想に傾 くこともあったようではあるが,

特に1903年 のカナダ,ア メリカ旅行か ら戻 ったあ とは立憲君主制(梁 は

「君主立憲制」 と呼ぶ)支 持の立場を鮮明にし,ま ず清朝の体制内改革が先

決であると説 くようになった。一方,『 民報』 は,1905年11月26日 に創刊

されて以来,梁 啓超や康有為等の立憲派の主張を批判の姐上に載せ,改 革で

なく革命の必要性を説いていた。こうして,革 命か,改 革かをめぐる両派の

はげしい論争は,1907年8月 の 『新民業報』停刊まで続 くことにな るので

ある。

注精衛は,『民報』の創刊号に 『民族的國民』を載せ,そ れ以降,ほ とん

ど毎号のように論説を発表 し,:革命派の代表的な論客の一人として脚光を浴

びるようになる(')。涯精衛は 『新民業報』で論陣をはる梁啓超を直接 の論敵

として次々に論説を発表 し,こ のなかで,革 命の必要性を主張する立場から

自らの国家観を明確にするのである。涯の国家観を検討す る前に本節では狂

精衛 と梁啓超 との論争内容について,特 に次の4点 に絞 ってま とめてお こ

う②。第1に,中 国人は 「民主立憲制」を実行できるかどうか,第2に 清朝の

体制内改革は可能かどうか,第3に 革命は内乱や植民地分割をもたらすかどう

か,.第4に 君主は利益対立の調節者として必要不可欠な存在かどうか,で ある。

第1に,中 国人に民主立憲制を実行できる能力があるかどうかという問題

である。涯精衛は人民主権説(ル ソー)に 依拠 してその能力ありと主張する
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のである。

梁啓超 によれば,中 国は専制が長 く続き,国 民には自治の習慣がないし,

公益にも関心がないので,当 面は,「開明専制」ならば可能であり,同 時に

君主立憲制を要求するのが適当であると主張する。 これに対 して,涯 精衛は,

人民主権説に立?て,中 国でも民主立憲制が可能であるとして次のように主

張する③。人民主権説の説 く 「自由,平 等,博 愛の三つは人類に共通 する本

性である」。民主立憲制はこれ らの人間の本性を育てるものである。 なぜな

ら,民 主立憲制 とは,国 家が人民に対 して権利義務を有すると同時に,人 民

も国家に対 して権利義務を有する制度だからである。一方,中 国人 もまた自

由,平 等,博 愛の精神をもっており,他 方,民 主立憲制 は,本 来これ らの精

神に基づ く制度である以上,民 主立憲制は中国人の本性に合っていることに

なる。これらの普遍的精神は 「民族主義」 と 「国民主義」を通 じて中国人の

国民心理に急速に普及するはずであり,そ れを普及 させる主要な方法が教育

と革命である。

狂精衛は,革 命が成功するかどうかは,こ の 「民族主義」 と 「国民主義」

を明 らかにでき.るかどうかにかか っていると指摘 し,革 命家は国民心理に対

応 して行動すると同時に 「約法」を明確にする必要性 も主張するのであるω。

「約法」 とは,民 権の獲得のために,革 命に際 して,「兵権」と 「民権」 との

関係を定めておくものである(5)。この約法に基づいて,人 民は,地 方議会を

組織 して,軍 政府が約法を守るかどうかを監督すると同時に,自 らも国家権

力を運営する能力を養 うこ・とができるというのである。

第2に,清 朝の体制内改革は可能かどうかという問題である。涯精衛はそ

れは不可能であるとしてその理由を幾つかあげている。

その中でも最大の理由は,お そ らく,清 朝政府は,た だ一つの機蘭が大権

を総損 し,だ れも国民のことを真剣に考えない,無 能なものでしかないとい

うものであろう⑥。圧精衛は,そ もそ も国民の能力の方が政府の能力よりも
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結局はすぐれているといっている。 このように人間性に信頼を置く啓蒙思想

に依拠 して,改 革を進める場合には国民の能力を高めると同時に政府の能力

をも高める必要があるが,結 局のところ,国 家という機械の善 し悪 しは部品

である国民の能力にかかっていると断言するのである。 にもかかわ らず,満

州政府は,国 民の能力を尊重 しないばかりでな く,そ の国内政策は 「家賊を

防 ぐ手段」,対 外政策は 「列強の嫉妬心を利用する」 もので しかない。 それ

ゆえ,冒異民族政府はもはや国民の敵で しかな く,国 民の助けとはなりえない

と結論づけるのであるの。

ただし,こ のように異民族政府の無能力を非難する一方で,か りに漢民族

の政府ではあったとしても,そ れが専制であるならば打倒 しなければならな

いとも主張 している。 したがって,清 朝の貴族政府を打倒 して 「民族主義」

を実現するばかりでなく,六 千年来の君主専制を打倒 して 「国民主義」を実

行することをも強調するのである(8)。

もう一つ付け加えるならば,西 欧近代の歴史をみても,君 主立憲制は,国

民が革命によって政府に迫り,君 権と民権とが妥協 しあって初めて実現でき

たものであったと指摘することによって革命の必要性を強調 していることで

ある(9)。

第3に,革 命が内乱や植民地分割(「瓜分」)を もたらすかどうかという問

題である。革命が起 きれば外国が干渉 し,内 乱→瓜分→亡国のプロセスをた

どるという立憲派の説 に対抗するためであった〔10)。

まず最初に,革 命と内乱との関係についてである。

本来,革 命は必ずといっていいくらい1こ破壊現象をともなうものであると

いう認識から出発する。「内乱」 とは 「破壊の時に生 じる悪い現象である」

とし,し たがって,破 壊現象のよい側面ではなく,悪 い側面を内乱というと

定義 している(1')。同時に破壊現象の善 し悪 しは革命家が自ら選択するもので

あるとして,「建設の目的」 と 「破壊の手段」の二つの側面か ら`内 乱 は生
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じない'理 由を説明.している。

前者の建設の目的 としては 「民族国家」,「民主立憲政体」,「国家民生主義1

をあげている。 これらの目的に共通する精神は自由,平 等,博 愛であり,こ

れらは正義と人道にかなったものである。それゆえ,革 命は,中 国の歴史に

みられるような,帝 位をめぐって軍雄が割拠 し政権争奪を繰 り広げる類の闘

争 とは異なることを強調するのである(12)。

後者の破壊の手段については革命家に選択の自由があるとして,フ ランス

革:命の場合,外 国の干渉と党派闘争の激化が内乱の原因であったと指摘する。

こうして,今 日では 「瓢専制,申 民権(専 制を退け民権を伸 ばす)」 と掲 げ

れば,革 命が列強と同 じ体制をめざすものでう.るか ら列強の干渉を招かない

と述べると同時に,党 派闘争が激化 しないように党内の調和に努めることを

主張す るのである(13)。

このように,内 乱 になるかどうかは革命家次第であるという見方は,既 に,

指摘 した 「約法」 とも深い関係があるといえるであろう。というのも,狂 精

.衛は,約 法によって革命家の間に規律が生 まれ,そ れによって秩序が保たれ

れば,内 乱は避けられると考えているからである⑯。』

次に,革 命 と.「瓜分」(植 民地分割)と の関係についてg

革命と中国の 「瓜分」 との間には何 ら関係がないと涯精衛 はきっぱり言 い

切 っている。むしろ中国が 「瓜分」される根本原因は,中 国が自立できない

ことにある,な ぜなら,中 国が自立できなければ世界の平和が維持できない

か らであるとしている㈹。

庚子(義 和団事件の起 きた1900年)以 前は 「瓜分」説が有力であったが,

それ以降は 「門戸開放 ・領土保全」説が確定 した。 こうして,中 国が今だに

「瓜分」を免れているのは,列 強の勢力均衡のお陰なのである。 この時期を

生か.し中国が自立す るためには,革 命によるしかないと涯精衛は断言する。

なぜな ら,清 朝政府の外交政策は,あ いもかわらず列強の嫉妬心をあおり,

44(44)

ノ



辛亥革命前後における圧精衛の国家観についての一考察

列強相互の衝突を促すというもので,こ れでは列強の勢力均衡を破壊 しかね

ないし,そ の結果,中 国は分割を免れないからであるというのである㈹。

注精衛の論旨か ら判断すれば,革 命が起 きても外国に分割 されないように.

するのは,何 はさておき,列 強の意図が勢力均衡にあると認識せよというこ

とであろう(17;。さらに,革 命が成功 した後,「 外国,及 び外国人 に対 して国

際法の規則を守る」 と主張するならば,列 強に干渉 される口実を与えないと

も述べている⑯。

第4に,君 主は人民の利益対立を調整するたφに必要かどうかという問題

であるQ

梁啓超によれば,君 主は国家の主体,国 民は統治の客体であり,君 主がい

なければ,国 民の利益対立を調整する主体がいな くなるという。 しか し,狂

精衛によれば,今 日の立憲君主国においても,君 主は 「国家の総撹機関に過

ぎず,国 家機関を構成する人」で しかな く,む しろ,国 民(ま たは人民)こ

そが,通 常は国家⑱主体であると考え られている。かりに人民相互間に利益

対立が生 じた場合には,国 家機関が人民の利害関係の外にあって,そ の調整

にあたることになっているとみるのである。狂精衛は,ル ソーの人民主権説

に拠 って,「国民」は決 して統治の対象ではなく国家の構成要素であり,「国

民全体」が国家の最高機関であると主張す る。同時 に,モ ンテスキューの

「権力分立論」に依拠 しなが ら,君 主がいなくて も,国 民全体 を代表する

「国会」が国家の統括機関となることによって国民の利益対立は調節で きる

と主張するのである㈹。

以上の立憲派との論争の中で,江 精衛が中国における革命の必要性を正当

化するために掲げた次の二つの理念に注目する必要があろう⑳。一つは,西

欧の人民主権説に依拠 して 「専制」の打倒を主張する 「国民主義」を掲げて

いる点である。これはきたるべき中国の革命を西欧近代の市民革命 と同列に

おこうとしているばか りでなく,民 主立憲制を指向 している点にも特色があ
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るといえるであろう。 もう一つは,清 朝を異民族による貴族政府とみな し,

漢民族の復権を説 く 「民族主義」を強調 している点である。 したがって,涯

精衛の説 く 「国民主義」 と 「民族主義」の意味,同 時に 「民族」,「国民」の

意味をも解明することによって,こ の時期,涯 精衛が国家をどのようにとら

え て いた か 明 らか に な.るで あ ろ う。

注

(1)こ の 『民族的國民』を若干22歳 で発表 して以降,注 精衛 の イデ オ ロー グと

して生 涯 は1944年 に死去す るまで続 くことになる。論説家 と して の涯精 衛 に

つ いて,戦 後,最 初 の頃の 圧精 衛研 究者 で あ るJamesR.Shirleyは,そ の.

Po醐oα ♂Conflictin跳 θKπoη吻`αη9JTheCareer(ゾW伽gCん 勿9・ω切to1932

(Ph.D.DissertationtotheUniversityofCaliforniaatBerkeley,1962)で,

「他 の人 が展開 した考えをま とめ る起 草者」であ るとみ なし,か れの 「文章 は,

大家 の論客 がそ うで あるよ うに,多 くの場合,美 しく,ほ とん どいつ も練 り上

げ られ,滑 らかで,し か も流麗 であ った」(14ペ ージ)け れ ども,理 論 家 で は

なか った と断定 して いる。 これが今 日の注精 衛の論 文 に対 す る一 般の比較的公

正 な評価 とい ってい いであろ う。

(2)王 美果,前 掲書,20～28ペ ー ジ参照。 なお,革 命派 と立 憲派 との論争 は,

湖 錐革 ・干秀芹主編 「共和道路在近代 中国』(京 北師萢大学 出版 社,1991年)

によれば,三 段階 に分 ける ことがで きる(115～117ペ ージ)。1895年 か ら1903

年 まで の革命派(1895年,孫 文 は興 中会結成,広 州起義) .と立憲 派.(1895年,

康有為 は清朝 に変法維新 を要求)と の間 で政治路線 の違 いが明確 にな る第一段

階。1903年 か ら1905年 までの孫文 と康有為 ・梁啓超 の間で論戦 が戦 わされ た

第二段階。1905年11月 の 『民報』創刊 と ともに 『民報』 と 「新民業報 』 とで

論争が交わ され,1907年8月 の 『新民業報』停刊 で両 詰問 の論 争 が おわ る第

三段階 である。 また,論 争 の内容 につ いて は,同 上,胡 ・干主 編,117～126

ペ ージ,お よび前掲,章 ・林主編123～133ペ ー ジも参考 に した。 他 方,-日

本の研究 と しては,永 井算 巳 「清末 における在 日康梁派の政治動静(そ の二)一

新民業報 と民報 の論争」(信 州大学人文学部文学科 「人文科学論 集」 第2巻,

1967年12月),堀 川哲男 「『民報』 と 『新民業報』 の論争の一側面 一革命 は瓜

分を招 くか 一」'(「田村博士頒寿東洋史論叢」,1968年)が 代表的 な ものである。

(3)江 精衛 「駁新民業報最近 之非革命論」(『民報』第四号,.1906年5月1日),

中華民國開國五十年文献編 纂委員會編纂 「中華民国開國五十年文献第一編第十
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五冊,革 命之 侶導 與蛮民:中 国同盟會五』(台 北,正 中書 局,1974年 第二 版)

所収,90～91ペ ー ジ。注精衛 が,近 代啓蒙思想 家 と同 じ く,普 遍 的 な人 間の

本性(人 間性humannature)に 対す る全面的 な信頼 の もとに 「民 主立 憲」

が可能 であると主張 してい るのに対 して,梁 啓 超は,「 答某報 第四 號封 於新 民

叢報之駁論」(『新民業報』七十九号,同 上,99～134ペ ージ所収)に お いて,

特定的 に中国国民 に 「共和 國民之 資格」 があ るか どうか という問題設定を し,

「10,20年 内」 は不可能 であると断言す るのであ る(同 上,102ペ ー ジ)。 こう

して,梁 は 「然則彼所言胃共和國民之資格,殆 即以 自由,平 等,博 愛,公 法観念

國家観念等爲標準也。夫彼謂我國民既有此等等,吾 固不能 爲絶封的承認,然 比

較的可以承認。」(103ペ ー ジ)と,普 遍 的な人 間性を認 めな い反啓 蒙主 義 の立

場を表明す るので ある。

(4)同 上,82～83ペ ージ。狂精衛 の約法論 を梁啓超 は次 の よ うに批判 す る 〔梁

注(3)論文同上,108～113ペ ー ジ〕。梁啓超 は,軍 政府 と人民 との間で締 結 され

る約法 は,個 人 と個人 との契約,も しくは国家 間の条 約 と同 じものであ るとみ

な し,そ の場合,軍 政府 は正式 な政府 ではないに もかかわ らず,「 而云 國民 背

約,則 軍政府可以強制,試 問可以 強制之権利,從 何 而 來?」(111ペ ー ジ)と

いう疑問が 出て くる とい っている。梁啓超 の涯 の 「約 法」批 判はこ こに集約 さ

れて いるので はないかと考 える。 こうした疑 問 はおそ らく約法を 「国法」 と同

一視 とす ることか ら生 じた ものであろ う
。 しか し,社 会契約論の論理か らすれ

ば,約 法 は人民 と支配者 との公然,ま たは暗黙 の統 治契約 に相当す るものであ

る。 したが って,約 法違反 とは,統 治契 約 で保 障 され た はず の人 民 の 自然権

(生命,自 由,財 産)を 支配者 が侵犯 する場 合に相 当す るわ けで,約 法違 反 に

対す る人民 のいわゆ る 「抵 抗権」 とは,こ の 自然権(naturalright)を 回復

す る権利 と通常考 え られる ものである。 なお,梁 啓超 の約法論を理解する上で,

坂出祥伸 「梁啓超 の政治思想 一 日本亡命 か ら革 命派 との論 戦 まで」(『関西大学

文学論集』第24巻 第1号,1974年12月)の,梁 啓超 は 「民 主政 を人 民主 権

め観念 よ りも,む しろ法 の普遍 的支配 とい う面 に重 点をお いて と らえて いるの

で ある」(12ペ ー ジ)と い う指摘 は傾聴 に値 す るものであ ろう。

(5)注 精衛 「民族的国民」(『民報」第二号,1906年1月22日),悔 如 編 『注精

衛集』第1巻(光 明書局1929年),52ペ ー ジ。

(6)注 精衛 「再駁新民業報之政治:革命」(「民報』 第六 号,1906年7月25日,同

第七号,1906年9月5日),前 掲,「 中國同盟 會五』,155ペ ージ。 一 方,梁 啓

超 は 「開明専制論」(『新民業報」 〔七十三号,七 十五号,七 十七号〕,飲 泳室文

集之十七,13～83ペ ー ジ。梁啓超 『飲 泳室 合集』第二巻,中 華善 用,北 京,

新年露店印行,1989年 所収)に おいて 「開明専制」 を提 唱す るが,そ の理 由
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は,清 朝の体制内改革の可 能性があ ると判 断 したか らというより も,国 民 に議

会政 治を行 なう能力が欠如 してい ることを重視 し,そ のため革命が もた らす も

のは共 和立 憲制で はな く専 制にな るに違 いないか ら,現 政府に 「開明専制」 を

実行 す るよ う勧告す るとい うものであ る。

(7)圧 精 衛 「駁新民業報最近 之非革 命論」,同 上,90ペ ージ。

.(8)「 民族 的國民」(『民報』第一 号,1905年11月26日),中 華 民國 開國 五十 年

文献編 纂委 員會編 纂 『中華 民國開國五十年文献第一編 第十六 冊,革 命之侶導與

登展:中 國同盟會六』(台北,正 中書眉,1974年 第二版)所 収,93ペ ージ。梁

,啓 超 は,圧 精 衛の 「民族主義」 と 「国民主義」 について,「 答 某報 第四 號封於

新民業報之駁 論」(同 上所収,113～115ペ ー ジ)に おいて次 のよ うに論評 して

いる。注精衛 の 「民族主義」 とは 「排黒旗」 であ り,民 族主義 と愛 国心 との間

に何 ら因果 関係がないとみ な し,「吾認民族主義為國家成立維 持之 不 必要,故

排斥種族:革命論」 と主張す る。他方,注 の 「国民主義」 とは 「排専制」であ り,

「吾認國民主義爲 國家成立維持之必要,故 主張政治革命論」 と論 じ,涯 精 衛 と

同意見 であると している。 ただ し,梁 啓超の政 治革 命 の 目的 は 「君主 立憲 」

(同上,126ペ ー ジ)で あり,注 精衛 の場合 は 「民主=共 和立憲」 である。

(9)圧 精衛 「再駁新民業報之政治革命」,前 掲,『 中國同盟倉石』,161ペ ージ。

(10)こ の 「革命瓜分論」 につ いて は寺広映雄 「革命瓜分論 の形成 をめ ぐって一保

皇 ・革命両派 の対立 一」(小 野川秀美 ・島田度次編 「辛亥革命 の研 究』 筑 摩書

房,1978年 所収)が 当時の政治的思想的背景 に照 らして解明 している。

(11)注 精衛 「駁革命可以生内齪説」(『民報 」第九号,1906年11月15日),同 上

299ペ ージ。

(12)同 上,303ペ ージ。

(13)同 上,309～310ペ ージ。

(14)注 精衛 「再駁新民業報之 政治革 命」,前 掲,『 中國同盟會五』,159ペ ージ。

(15)注 精衛 「駁革命可以召瓜 分説」(『民報』 第六 号,1906年7月25日),同 上,'

270ペ ージ。梁啓超 はこの論 説に対 す る反論を書 いて いる(「暴動與外 國干 渉」

.〔1906年 〕,飲 泳室文集之十九,52～67ペ ー ジ。 前掲 「飲泳室杏 葉」 第二巻 所

収)。

(16)同 上,,273ペ ージ。涯精衛 も梁啓 超 も義 和団事 件以後,「 瓜 分説 」 か ら 「勢

力均衡 説」 に変化 したとい う認識 では一致 す るC列 強間の勢力均衡が保 たれて

い るこの時期 に,注 精衛は革 命を実行 せよ と主張 す るの に対 して,梁 啓超 は,

中国国内で 「暴動」が起 きれば,列 強は国際法上 の正 当防衛をかか げて武力干

渉 しそれぞれの勢力範囲に駐兵 す ることは明白であ ると して,清 朝の改革 に力

を合 わせ るべ きだ,と い うのが注(15)の 論説 の要 旨であ る。
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(17)同 上,274ペ ージ。

(18)同 上,278ペ ージ。他方,梁 啓超 は,国 際法 は各国 がねL"ま げて解釈 す るか

らあてに な らないとい うので ある 〔注(15)の 論説,58ペ ー ジ〕。 この こ とか ら

すれば,国 際法 につ いで の認識 は一見 したところ革命派よりも梁啓超の方がクー

ルで鋭い ように思われ る。何故 に注精衛 を含 む革命派 たち が このよ うに国際法

の遵守を重視 したのか につ いて考え るためには,当 時 の中国 の知識人 炉国際法

(最初は 「万国公法」 と訳 され た)を どのように認識 し珪解 して いたか に まで

遡 って考察す る必要があ るようであ る。実際,佐 藤慎一 はその著書 『近代 中国

の知識人 と文明』(東 京大学 出版会,1996隼)の 第1章 で 「文明 と万国 公 法」

とい う視点か ら革命派め論説(特 に胡漢民の それ)の 検討 を企 てている。佐藤

は,今 日の中国の歴史学会 にお いて この 当時 の革 命派 の国 際法遵 守 の主 張 が

「帝 国主 義に対 す る投降的な い し妥協的態度 と して低 く評価」 され て い るが,

それを 「おそ らく誤 った評価であ ろう」(146～147ペ ージ)と 断定 し,そ の理

由を次 のよ うに説 明 して いる。 当時の革命派 たちは 「国際法 に対す る盲 目的信

頼」 を置いていたわけで はな く,か れ らが 日本で国際法の新 しい知識 や理解 を

獲た ことによ って 「列国か らすれば,革 命軍を交戦団体 と して認 めた上 で,外

国人 の生命 や財産 の侵害に対す る損害賠償を革命軍 に求め る方が,干 渉 を行 な

うよ りも遥 かに得策 」(145～146ペ ー ジ)で あ ること承知 して いたか らとい う

ものである。 しか も 「梁啓超が強調す る 『優勝劣敗の理』 に基づ く限 り,旧 説

・ を淘汰 して登場 した新学説 こそ,『 優れた』理論 にほかな らな い」(149ペ ージ)

とい う確信 が革命派 たちにあ った としてい るが,こ れ らは適切なものと考 える。

(19)注 精衛 「駁新民叢報最近 之非革 命論 」,前 掲,『 中國同盟會五』,78～79ペ ー

ジおよび涯精衛 「再駁新民業報之 政治 革命」,同 上,137～153ペ ージ。

(20)な お,革 命派 と立 憲派 の論争 の全体 的評価 として は,本 節の注(2)で あげた

堀川論文 の次 の一節 が簡 に して要 をえてい るといえよ う。 「革 命派 の論 理 が と

もす れば希望 的判断 の上 に立脚 していたのに対 し,梁 啓超のそれ は遥か に冷徹

な現状分析 の上 に組 み立 て られていた。 あ る意味で は辛亥革命後の軍閥割拠の

混乱 と列強 の干渉 を予見 していた ともいい得 るであろ う。 …帝国主義の脅威を

知 り,し か も自国民 の力 をあま りに過小 評価 す るが故 に,自 らの行動を封 じ,

ためにその政策 はせいぜ い現状維持 の範 囲を出ず,積 極的抵抗の姿勢 と未来へ

の展望 は生 まれて こよ うはずがなか った」(532～533ペ ー ジ)。
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2.民 族,国 民,国 家

さて,以 上の立憲派との論争の中で,狂 精衛が 「国民主義」と 「民族主義1

の用語をどのような意味で用いていたか,ま た,そ の中で国家がはたす役割

をどのようなものと考えていたかを検討することにしよう。

その前に,「民族」 と 「国民」 は通常,英 語 のnationに あたる訳語であ

り,そ れらは本来的に不可分の概念であることを踏 まえるならば,ま ず注精

衛のこれ らの概念の定義を確認することから始めよう。民族 と国民について

の見解を注精衛が展開 したのは,『民報』の第一,・第二号に掲載された 「民

族の国民」(「民族的国民」)と題す る論文においてで.あるω。 この論文の主

たる意図は,満 州族は漢民族と同化 しているという立憲派の説を否定するこ

とにあった。

まず,民 族 とは,「同気類の継続的な人類団体(同 氣類之縷縷的人類團謝 」

と定義 している。「同気類」とは,血 統,地 域,言 語,習 慣,宗 教,肉 体的 ・

精神的気質を同じくすることであり,「継続的」とは民族 の結合が決 して偶

然的なものではなく,歴 史上,先 祖代々受け継いだ共通の関係を持っている

ということである(2)。

次に,国 民,お よび,国 民 と国家 との関係について次のように述べている0

国民とは法学用語であり,事 実上,国 家の構成要素である。立憲国家の場合,

国民は 「国法上の人格」を有し,個 人 としては独立 自由であり,国 家に対 し

ては権利義務を有する点が重要である。一方,専 制国家の場合,個 人は 「国

法上の人格」を持たず,奴 隷と変わらないと述べてい る③。(ど うや ら涯精

衛の 「国民」 とは,通 常,nationに 含ま一れる民族の要素を持たない概念 で

あることが明白である。とすれば,そ れはnationで はな く,む しろcitizen

〔=市 民 〕といったほうが適切であろうと考えるが,こ こでは注精衛の用
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語どお りに 「国民」を使用することにしよう。)

以上の定義づけによって,圧 精衛の民族 と国民の概念 は,前 者の民族が社

会学的概念であり,後 者の国民が法学的概念であることが確認できる。その

上で民族(単 一か,複 数か)と 国民(単 一)と を組合せて民族国家を二つの

類型に分けている。一つは,同 一の民族が同一の国民になる場合,も う一つ

は,さ まざまな民族が同一の国民になる場合である。前者はいわゆる単一民

族国家が形成される場合,後 者はいわゆる多民族国家が形成 される場合'に相

当するといえよう。それぞれ次のように説明している。

まず最初に,一 民族が一国民になる場合(単 一民族国家の形成)。

涯精衛は,民 族が同 じならば,同 じ感 じ方,同 じ考え方で生活 しているの

で,「政治能力に富んだ民族な らば,民 族国家を形成するという考 えを持た

ないものはないのであり,こ の考え方を民族主義 と呼ぶのである」 と述べて

いる(4)。そして,こ の民族国家の特徴を 「自由と平等」 と特徴づけている。

すなわち,同 一の民族が国家を形成す るとすれば,民 族国家の国民は全員が

兄弟であって,生 まれなが らにして平等であり,各 人がすべて自由を有 して

いるというのである。狂精衛によれば,ヨ ーロッパの民族主義は,ロ ーマ帝

国が解体 したのち,「世界主義」 に代って台頭 し,最 初はイギ リス,フ ラン

スで始まり,19世 紀以降,ド イツ帝国,イ タリア帝国に広がり,今 や全 ヨー

ロッパをおおい,そ の結果,「 民族帝国主義」へと発展 したといっている(5)。

次に,複 数の異なる民族が同 じ国民を形成す る場合(多 民族国家の形成)。

これは,さ らに 「民族同化」の観点か ら次の二つの類型に分けることができ

るといっている⑥。

一つは,異 なる民族がそれぞれ変化することなく同一の国民となる場合。.

つまり,民 族同化が生 じないで多民族国家が形成 される場合であり,こ れは

さらに次の2つ に分類できるとしている。最初に,諸 民族の言語習慣 は従来

のままで,政 治的に統一される例(ス イス),次 に,征 服民族が被征服民族
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を力づくでその支配下におく例(ロ シアの支配下のフィンランド,ポ ーラン

ド)で ある。後者の場合,被 征服民族に能力があれば,民 族主義を発揮 して

独立国家になるといって いる(た とえば,ベ ルギーのオランダか らの分離独

立,ギ リシアの トルコか らの独立)。

もう一つは,同 一 とはなりえない民族を同化させて一民族の一国民とする。

つまり 「民族同化」が生 じる場合であ り,こ うした 「民族同化」には四つの

類型があるとしている。

一つは同等の勢力の民族が融合 して一つの 「新 しい民族」1を作る場合(ア

ングロ・サクソン,ゴ ー ト,チ ュー トン等の民族が融合 してか ら生まれたア

メ リカ合衆国)。 この類型 は,異 なる民族が自由,平 等の立場か ら融合する

場合であるのに対 して,そ れ以外の 「民族同化」の三類型は征服民族と被征

服民族の関係であるとして,以 下,中 国の歴史に適用 して説明 している(8)。

二つ目は多数の征服者が少数の被征服者を吸収 して同化させる場合。中国

の四千年来の歴史は,一 時,蒙 古人の支配を受けたこともあったが,明 末 ま

でがこれにあたり,4億 の大民族が形成 されたとしている。

三つ目は少数の征服者が途方 もない力で多数の被征服者を吸収 して同化さ

せ る場合。明が滅亡 して以降の中国は,こ の第三の類型になったとしている。

清朝を起 こした満州人は漢人に同化 されないために,独 自の習慣(「堂子 〔=

清朝皇室が神を祭 るところ〕」の崇拝,満 州文字を作 る等)を 維持 し,八 旗

の軍制によって 「兵権」を独占 した。その一方で,満 州人は漢人を同化させ

ようとして,辮 髪を強制 し思想統制を行なった。 このように言語,習 慣を満

州人が維持 しようとした点を重要視することによって,圧 精衛は,満 州人を

漢人 と同化 していない別個の 「民族」であるとみなしたわけである。

四つ目は少数の征服者が多数派の被征服者に同化される場合である。歴史

上,漢 民族 は他民族を同化するのが常であったことを強調する一方,清 朝の,

立憲制を進める政策 は単 に漢民族を満州族 に心か ら従属させる方便にすぎな
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いのであり1こ の手に乗 ってはならないと主張する。 こうして,涯 精衛は,

民族対立の観点から次のように述べている(9)。「たいていの場合,民 族が同

じでないのに,国 民 となるものが争 うのは,政 治上の勢力においてはなはだ

しく,政 治上の勢力が優勢である場合,民 族の勢力 もまた優勢である」とい

う。さらに,満 州族が漢民族よりも 文化の上で著 しく劣 っていたに もかか

わらず,清 朝国家が長期間にわたって繁栄を享受できたのは,政 治上の勢力

を独占してきたからであると主張するのである。ここで圧精衛は,国 家を,

階級支配ならぬ,民 族支配の機関とみていることが指摘できるであろう。

論文の結論 としては,清 朝の立憲制提案に漢民族が心動かされるのは,国

民主義 と民族主義 とが未成熟のままに交ざり合 っているか らであるとし,そ

れゆえ,国 民主義は政治上の観念か ら,民 族主義は 「種族(=民 族をさす)」

上の観念から生 じたものであり,両 者は密接に関連 しあっているが同 じ観念

ではないことを認識するように主張する。 こうして,民 族主義によって異民

族政府を打倒する 「種族革命」を実行すると同時に,国 民主義によって専制

を打倒す る 「政治革命」の実行をうったえるのである。

ここで,涯 精衛の民族と民族主義,国 民と国民主義の概念の特徴をまとめ,

そこで想定されている国家観について考えてお こう。

狂精衛によれば,民 族とは,血 統,地 域,言 語,習 慣,宗 教,肉 体的 ・精

神的気質を同 じくする集団であり,民 族主義とは,こ うした民族がその政治

力にようて民族国家を形成 しようという考え方のことである。 この民族主義

の定義か ら指摘できる特徴は,「民族の国民」という論説の表題に も見 られ

るように,国 民の帰属意識が国家よりも民族にあるということであろう。 し

たがって,近 代 ヨーロッパのように諸民族が 「国民」 となって国家を形成す

るという意味での 「国民国家」の形成ではなく,あ くまでも 「民族国家」の

形成を江精衛が強調 していたといえるであろう。そ・れゆえ,具 体的には満州

族と漢民族 とを区別 し,そ のうえで,満 州族の政治支配の打破と漢民族の政
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治的復権(す なわち 「滅満興漢」)を訴えたわけである(u)。

次に,国 民 とは,法 学上の用語であ り,事 実上,国 家の構成要素であると

定義する。立憲国家において国民は 「国法上の人格」を有 し,個 人としては

独立自由であり,国 家に対 して権利義務を有するものである。国民主義とは

「専制の打倒」(政治:革命)を さしている。 この意味の国民主義は,字 義通 り

の 「≠ショナ リズム」ではなく,デ モクラシーと同義でいってよく,お そ ら

く孫文の三民主義の一つ,「民権主義」に相当するものといえるであろう。

ちなみに,孫 文が三民主義を 「民族主義」,「民権主義」,「民生主義」 として

定式化するのもちょうどこの頃,す なわち 「《民報》発刊詞」(1905年10月

20日)に おいてであった(11)。おそらく,こ の時期の涯精衛は 「民権主義」

を 「国民主義」 という用語で表現 していたといえよう。それゆえ,そ の後 は

次第に 「国民主義」 という用語は使わなくなり,そ れに代えて 「民権主義」

という用語を使 うようになっていったのではなかろうか。

以上,民 族と国民の二つの概念か ら導きだされる国家は次の二つの顔を持

つものとなっているといえよう。

一つは,民 族がその政治力を駆使 して民族国家を形成するという側面であ

る。 この民族国家を単一民族国家と多民族国家とに分類 し,中 国を,後 者の

多民族国家で,し か も 「民族同化」が生 じる場合に位置付けている。さらに

清朝国家の民族同化は,少 数者の満州族が多数者の漢民族を民族同化 してき

た例 とみな し,清 朝国家の性格を満州貴族による独占的な支配と特徴づける

のである。 この意味の国家は,西 欧近代国家のように各民族が同 じ 「国民」

として法的に対等の地位 にある`nation-state'(民 族国家r国 民国家)で は

なく,あ る民族による他の民族の支配,い わば`民 族の支配機関'と しての

特徴をもっていることが指摘できるであろう㈹。

もう一つは,国 民が国民主義 によって君主専制を打倒 し 「民主立憲国家」

を実現するとい う側面である。 この部分は,当 時,梁 啓超の提唱する 「開明
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専制」を批判する論説の中でさらに展開されることになる㈹。開明専制の基

準として梁啓超は 「客体の利益」を計 ることを挙げているが,専 制とは客体

の利益を踏み躍 り 「自己の利益」を計 る人治であるか ら,こ れを法治に変え

ていかなければならないと圧精衛は主張する。それゆえ,立 憲国家において

初あて,国 民は一定の権利 ・義務が憲法によって保障され自由に共同事業を

営むことができるというのである(艮4)。この立憲国家における最高機関は,国

民全体,具 体的には 「国会」であり,こ の国会が,国 民の利害関係の外に立 っ

て国民の利益対立を調節する役割を果 たす ことがで きると主張す るのであ

る㈹。 ここでの国家は,国 民の`利 益対立の調節機関'と して特徴づけるこ

とができると考えられる。

要するに,こ の時期の涯精衛の国家観 は,門 方で`民 族の支配機関'と す

る見方と,他 方で`利 益調節機関'と いう見方 とが混在 したものだったこと

が明 らかであろう。

注

(1)国 民 も民族 も英語で はnationで あ る。 この ことに こだわれば 「民族 の国民」

とは日本語 と してど こか奇妙 な表現 であ る。 そ こで 「民族的國民 」(民 族 の 国

民)と はいかな る意味か,考 えてお くの も無駄で はあ るまい。 まず旺精衛 の民

族 と国民 の組合 せによれば,「 民族 の国民」に は単一 民族国 家の 国民 と多 民族

国家 の国民 の二種 類があ ると考え られ る。 し牟が って,文 字通 りの意味 は 「民

族国家 の国民」 にな るであ ろう。 しか し,た だ単 にそれだ けの政治的 に中立 的

な意 味だけではないの も当然であろ う。別の論説 の次の ような用例 をみる と,

満州族 を駆逐 し専 制の打倒をめざす 「漢民族国家の国民」,つ ま り国 民革 命 の

担 い手 をさ してい るともいえ るのであ る。た とえば,「 駁新 民業報 最 近之 非革

命論」 の最 後の部 分で,「 吾之 目的,欲 我民族 的國民,創 立民権 立 憲政 腔(普

通語之民主立 憲政 艦)者 也」(前 掲,「 中國同盟會五」,95ペ ージ)と 述 べて い

る し,ま た,「再駁新 民業 報之政治革命」 にお いて,「 駆 除黒旗 顛 覆専 制」 が

「民族 的國民」 の 目的であ るとい ってい る(同 上,157ペ ージ)。

(2)狂 精衛 「民族 的國民 」,前 掲,「 中國同盟會六』,78～79ペ ージ。同書 で は,

「民報」 の第一 号の部 分 しか載録 されて いないが,民 族 と国 民 の定義 に つ いて
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はとりあえず これだけで十分であ る。 なお,第 二号 の 「民族 的國民(二)」(前

掲,悔 如編 『注精衛 集』第1巻,31～52ペ ージ所収)で は漢民 族 と満 州族 の

政治的不平等 の検討 にあて られて いる。す なわ ち,両 民族 の政 治 的不 平等 を

「公権」(「以構成國家機関之資格而獲之槽利也」 と 「私権」(「以 箇人 之 資格 而

獲之椹利也」)の 両面か ら検討,批 判 し,前 者 の 「公権」 については 「政権」,

「兵権」,「爵賞刑威」 の不平等 に,後 者 の 「私権」 について は特 に土 地 所有 権

の不平等 にそれ ぞれ言及 して いる。

(3)国 民nationの 概 念は,本 来近代 ヨー ロッパにおいて絶対王政 と主 権 国家 体

制 の成立 とと もに乳 国家stateに 共 同体性 を付 与 す る概念 と して使 用 され た

もので ある。 こうしてできた国民国家 は 「一 民族,一 言 語,一 国 家onena-

tion,onelanguage,onestate」 が理想 とされた。 市 民革 命 に よ って絶 対 王

政 は打倒 され,こ れ によって主権 は究極的 には国民 にあるとされ(国 民主権,

人 民主権),国 民 は,単 に民族 というだ けで はな く,政 治 の担 い手 と しての責

任を もつ公民,な い し市民を も意味す る概念 となった。涯精衛 の国民概念 は,

民族 と区別 して使用 され,ま た,か れ じしん法学用語 と限定 しているよ うに,

公 民,な い し市民を さ してい る。なお,当 時の孫文の国民概念 は注精衛 のそれ

とは異な り,「英雄」の反対 概念であ り(「軍政府宣言」,前 掲 『弥 中 山全集 』

第一 巻,296ペ ージ),「 平民」 と同義 にも用 いて いる(「 在 京京 《長 根》 創刊

周年 疾視大会演説」,同 上,326ペ ージ)。

(4)圧 精衛 「民族的國民」,前 掲,『 中國同盟會六』,79ペ ージ。 ここで狂精 衛 が

民族 主義=ナ シ ョナ リズムを`民 族が国家を形成 しよ うとす る態度'と い った

意 味で使用 して いることに注意 しよう。今 日,ナ シ ョナ リズム とは,「 自分 の

国へ献身,す なわ ち,宗 教的帰属意識を含む他の諸 々の集団へ の帰属意識 に も

優越 す るほどに強 い帰属意識 」(マ テイ ・ドガ ン著,櫻 井陽二監訳,『 ヨー ロッ

パ の民主政治;類似点 と相違 点』,芦 書房,1995年,35ペ ー ジ)等 と定義 され

るのが普通であ る。 したが って,注 精衛の いう 「民族的国家」 では,国 家 に対

す る帰属意識 よりも民族に対 す る帰属意識の方が強 いことになるで あろ う。 こ

の ことは,注 精衛が 「民族の国家(民 族的国家)」 という言 い方 は して も 「国

民 の国家(国 民的国家)」 という言い方を して いな い ことに も表 れ て いる と考

え られ る。

(5)な お,梁 啓超 は 「論民族競争之大勢」(「飲氷室文集之十」,梁 啓 超,前 掲所

収)に お いて,「 民族主義」 を 「實製造近世國家之原動力」 と定 義 し,注 精 衛

と同 じように,「 世界主義」 か ら 「民族主義」 へ,さ らに'「民族 帝 国主 義」 へ

と発 展す るという歴史認識を示 して いる(13ペ ージ)。

(6)涯 精衛が,西 欧の近代国家が民族国家 と して形成 され た事実に注 目したとき,
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個 々の民族 を超越 し対等 の権利義務 を もつ 「国民」 とい う共通意識 が出現 した

点 よ りも,個 々の民族 のアイデ ンテ ィテ ィの行方(=「 民族 同化」)に こだわ り

す ぎた嫌 いがあ ったといえ る。 その結 果,中 国は漢民族 国家でな ければ な らな

いとい う大前提 の もとに 「民族 同化」 の問題を探 るとい う論理展開に なったと

考 え られ る。 これによ って,満 州族 が漢民族 に民族同化 した と主張す る立憲派

を批判 し,漢 民族 のナ ジョナ リズムに訴え ることには成功 した といえ るのか も

しれないが,そ の一方,近 代国家 と しての中国の担 い手 となるべ き新 しい 「国

民」 の形 成 とい う側面 は事実上,忘 れ去 られて・しまったといえ る。

(7)涯 精衛1ま 「新 しい`民 族 」 と表現 して いるが,こ れ は`国 民'と い う方 が

適切であ ろう。 なぜな ら,「民族」 とい う概念が,注 精衛 自身 も定義 して い る

ように血統等の共通の 出自に力点 を置 いて いる以上,ア メ リカ民族 とい うのは

あ りえな いか らで ある。 と もあれ,ア メ リカ民族 はな くて もアメ リカのナ シ ョ

ナ リズムが存在す ることは間違 いのないと ころであ り,そ れは`民 族 の出 自'

で はな く 個 人の 自由 な自決 に基づ く 「開 かれ たナシ ョナ リズム」(Hコ ー

ン,前 掲,マ テイ ・ドガ ン著,43ペ ー ジ参照)と 呼ば れ る もの で あ る。 ただ

し,「自由の自決」 で生 まれたはずのアメ リカ 「国民」 も,最 近,ま す ます そ

の 「普遍 的市民理 念universalcitizenship」 の負 の側 面が 顕著 とな り,排 除

された勢力(女 性,黒 人,老 人,低 所得者,障 害者等)が 公開討議 と政策決定

に参加 す るのを保 障す る 「集 団代表制」の機 構が必要だ とい う主張 もなされ て

いる(ア イ リス ・M・ ヤ ング 「政治体 と集団の差異 一普遍的 シティズ ンシ ップ

の理 念に対 す る批 判」,『思想』第867号,1996年9月,97～128ペ ー ジ)。

(8)注 精衛の 「民族 同化」論 は,中 国文化 と異民族文化 の関係 につ いての,従 来

か ら吸収同化説 を,「 文化」で はな く 「民族」 に当て はあて考察 した点でユニー

クだ った といえ るので はなか ろうか。 しか し,梁 啓超 も 「申論種族革 命與政 治

革命之得失」(『新民業報』七十六号,「 飲泳室文集之十九」,梁 啓超,前 掲所収)

で指摘す るように,先 の民族 の定義 め6指 標(血 統,地 域,言 語,習 慣,宗 教,

肉体的5精 神的気質)に 照 らして みて も,漢 民族 と満州族 は(血 統 と肉体 的 ・

精神的気質 につ いて は断定 で きない としてい るが)殆 ど同化 してい るとい って

いる(29～30ペ ー ジ)。 しか も,狂 精 衛が,満 州族 が同化を拒 否 して きた とす

る点,す なわち 「習慣」(言 語)と 兵権 について も,前 者 は康煕,雍 正,乾 隆

帝 までの こと,後 者 は太平 天国の乱 以降,湘 准の漢人 の手に移 った と梁啓超 は

い ってい るが,こ れは的確 な指摘 であろ う(31ペ ー ジ)。 したが って,圧 精 衛

の 「排 満」 は 「復讐主 義」 だ とい う批判 も的外れ とはいえな いように思わ れる

が,そ れゆえ,漢 民族 のナ シ ョナ リズムを呼 び起 こす には十分だったのである。

(9)圧 精 衛 「民族 的國民」,前 掲,『 中國同盟會六』,91～92ペ ージ。

(57)57



政経論叢 第66巻 第1号

(10)こ の 「民族 主義」 に対 しては,当 時,「 復讐主義」で はないか とす る批判 に

対 して,注 精 衛は,満 州貴族 の政治的独 占に反対す ると同時 に,「 国民主 義 」

を掲 げてあ らゆ る 「専制」 に反対 す る姿勢を示 して いた。一方,孫 文 も,「 在

京京 《長根》創 刊周年庚祝大会演説 」(1906年12月2日)に お いて,.「民族 革

命」 によ って満州民 族を絶滅 させよ うというのではな く,「我 伯井 不 是恨満 洲

人,是 恨害 双人 的満 洲人。」 と述 べて いる(前 掲 『弥 中山全 集』 第 一巻,325

ページ)。 それに もかかわ らず,漢 民族 中心主 義の色彩が濃 い こと は否定 しよ

うがないであろ う。 ちなみに 『民報』第13号(科 学 出版社影印,1957年)に

掲載 された涯精 衛の論 文,「 研 究民 族與 政 治關 繋之 資料 」 で は,民 族 主義 を

「使諸民族 同化爲一族以 爲一國民即此 策也」 と定義 し,さ らに 「中國他 日若 言

民族同化必以漢族爲模 範而使他族悉以漸醇 染焉」(31ペ ージ)と し,漢 民族 こ

そが中国 の中心 とい う主張が は っき りと出てい る。 さらにいえば,こ のよ うな

漢民族 中心 の色彩 が濃い民族主義概念 の結果 と して,同 じ漢 民族の衰世凱に対

す る警戒心が薄 れてい ったこと も指摘 で きるであろ う。

(11)同 上,288～289ペ ー ジ。

(12)'「 満州立憲與國民革命」(「民報』第八号,1906年10月8日)に お いて,主

権を 「國家之権力最高且搦立者也」 と定義 し,革 命 は漢 民族 の主権 を回復 す る

唯一の方法で あ り,こ うして 「民族 の国民」 の目的は達成 で きる とい ってい る

(前掲,『 中國同盟會六』,353～355ペ ージ)。

(13)梁 啓超 の 「開 明専制論」 とは統治 の 「客体 の利益」 をはか ることを基準 とす

ると して いた。「飲泳室文集之十七」,22ペ ー ジ,梁 啓超前掲所収。

(14)注 精衛 「駁新民業報最近之非革命論」,前 掲,『 中國 同盟會五』,89～90ペ ー

ジ。

(15)注 精衛 は同上論説 で 「人民之利益衝突,國 家之機関當調和之,以 謀其嚢達,

蓋國家機関常超然於利害關係之外,故 能得平衡 的正義,若 君主則不過某国構成

某機關之人耳,無 君主則人民利益不能調和之説 已失 其立 足地 也。」(同 上,79

ペ ージ)と 述べ ている。なお,涯 精衛 の国民主義 につ いて扱 った論文 としては,

楠 瀬正 明 「辛亥革命期 にお ける江精衛の 『国民主義」」(広 島史学研究会 「史学

研 究』 第152号,1982年)が あ る。 ここで は,伝 統 的 王朝 体制 を否 定す る論

理 として 「国民主義」 の革新性が高 く評価 され ているが,そ れは,す でに指摘

したよ うに,注 の国民主義の意味が ナシ ョナ リズムで はな く 「民権主義」 と同

義 であ ったことか らも明らか といえ るで あろう。 しか し,同 時 に,圧 精衛 の国

家観 が検討 され,国 家 が個人の意思 とは別個の 「合成人格」 と して私人間 の利

害 を調 整す ることがで き,そ の結果,「 国家権力 によって人 権 を制約 す る こと

を正 当化 した」(26ペ ージ)と いう批判 もなされて いるが,こ れ は,注 精 衛 に
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特有 のそれ とい うよ りも,む しろおそ らくル ソーの国家観 その ものの矛盾 した

性格(民 主主義 と全体主義 の2っ の側面 をあわせ もつ)を 反映す るもので はな

かろ うか。

3.国 家観の深化

辛亥革命以前,す でに指摘 したように,圧 精衛の国家観には,「 民族の支

配機関」と 「利益調節機関」という二つの見方が混在 していた。こうした不

整合は,ほ とんど確実に,当 面の政治論争を戦 うために必要だったからであ

ろう。すなわち,前 者の論理(「民族支配の機関」)に よって 「滅満興漢」を

正当化する一方で,後 者の論理(「利益調節機関」)に よって立憲派の君主制

擁護論を否定するためだったといえるのである。

ところで,圧 精衛は,中 華民国の成立で共和国が実現 した以上,次 に重要

なことは 「民生主義」の研究であるとして1912年 の8月 初め頃にはフラン

スに渡ってい'る(1)。フランスに留学するまでのほぼ半年余りの間に涯精衛は,,

呉稚暉,李 石曾,張 継等のアナキス トたちとともに1912年2月 中旬,「進徳

会」を結成,旧 体制の腐敗を一掃するための新 しい道徳の確立一とりわけ淫

売,賭 博,蓄 妾の一掃一を説いた。同じ2月 には察元培(新 教府の教育総長

に就任),呉 稚暉,李 石曾等とともに 「留仏倹学会」を組織 し,青 年の中国

人を外国に留学 させることで中華民国建設の人材育成を企てた②。 この留仏

倹学会は,前 後2回(11月 に40名 ほど,翌 年6月 に40名 ほど),合 計80

人余 りの学生をフランスに送 りだす とい・う成果を上げたが,翌 年9月,孫 文

等の第2革 命の失敗とともに,国 民党弾圧を決めた衰世凱政権によって閉鎖

されるのである。 しか し,留 仏倹学会は,そ の後,中 国共産主義の源流の一

つとされる 「勤工倹学運動」に繋がっていく〔3)。ちなみに1997年2月19日

に死去 した中国の最高実力者,郡 小平 もこのフランス留学生の一人であった。
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フランスで涯精衛は主に文学 と社会学を研究 したようである。その最中,

第一次大戦が勃発 し,こ れをきっかけに大勢の中国人(約15万 人にのぼる)

が戦時労働力として送 り込まれ,注 は在仏の中国人労働者のたあの社会教育

活動に従事するのであ'る。1916年3月29日,「 フランスと中国 の学術 ・文

化交流を促進する機関」として中仏教育会を設立 し,中 国側の会長には察元

培が,副 会長に江精衛が就任 しているω。中仏教育会は,中 国人留学生の受

け入れ体制を整える一方で,か れらに対する社会教育活動の一環として,同

年8月15日,月2回 発行の 『旅欧雑誌』を創刊する。江精衛はその編集者

の一人として毎号,論 説等を載せて,こ の雑誌で 「吾人封干國家之観念」お

よび 「吾人封子中國之責任」 という2本 の論説を発表,か れ独 自の国家観を

展開することになるのである。

これら2本 の論説で,涯 精衛が,国 家を人類進化の発展過程の中に位置付

けている点が大きな特色 となっているといえよう。すなわち,数 人の人間の

集 まvが 基礎となって拡充 されたものが村(「 部落」),こ の村が基礎 となっ

て拡充されたものが都市(「 邑」),さ らに都市が基礎となって拡充 されたも

のが国家である。 しか し,人 類の集まりは国家で終わるというわけではなく,

世界にまで広が り,さ らにそれ以上に拡大 し 「大同」に至るという基本仮説

を立てている。

こうした人類進化の過程という基本仮説のもとに,圧 精衛は,前 者の論文,

「吾人封干國家之観念」で次の二つの信念を語るのである〔5)。一つは,「 国家

が進化線上において退歩することがないようにすること」,も う一つは,「国

家が進化線上においてさらに進歩するようにすること」,こ れである。

これら二つの信念の内,前 者の中で語 られる国家の進化線上における 「退

歩」とは何なのであろうか。それは2っ の側面か らなる。・

第1に 世界と国家との関係についての退歩がある。それは,い ったん成立

した国家が複数の強国によつで 「瓜分」されたり,他 国に併合されて国家が
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国家以前の状態にならないことである。

第2に 国家組織についての退歩がある。すなわち,「国体」 は君主制か ら

共和制に進化 し,「政体」は専制から立憲制に進化 しているとし,こ の1順序

が逆になることを退歩と呼ぶのである㈹。

次に,後 者の信念にいう国家の進化線上における 「進歩」とは何か。それ

は,「国家の組織をさらに進めて世界の組織にす ること」 であるというω。

なぜそうする必要があるのか。それは,「世界のあらゆる国家 は利害が一致

できない」か らである。つまり,国 家間においては利害が同じならば協力で

きるが,利 害が一致 しなければ互いに競争するのが当然のことだからである。

それゆえ,国 家間における共通の利害として 「世界組織」を作 るように努力

しなければならないと主張する。第一次大戦は,列 強がそれぞれ国家のこと

しか眼中になく,国 家を越える 「世界組織」 という認識がなかったから起き

たのだといっている(8)。

それでは世界が一つの国家になるにはどのような方法があるのか。その一

つは最強国が世界を併合するか,も う一つは,世 界の諸国が国家 レベルにお

いて力を尽 くすと同時に世界組織へと進めてい くか,で ある。前者では果て

しない戦争が繰 り返 される恐れがあると考えられるので,前 者よりも後者の

方が望ましいと結論づけている。

以上の2つ の信念と関連 させて,無 政府主義者と国家主義者を批判 してい

る。前者の無政府主義者は,国 家を否定するため,国 家を退歩させないよう

にす る努力を怠 っているのであり,後 者の国家主義者は,国 家を絶対視する

ため,さ らに進化 させようと努力 していないと批難するのである(9)。

要するに,涯 精衛の立場は,人 類進化の発展を大前提に据えて,一 方で,

国家の独立の維持をはかるばか りでなく,他 方で,国 家が世界の組織へと発

展するようにも努力すべきであるというのである。

ところで,「吾人封干國家之観念(二)」 の部分では国家の特徴に言及 して
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いる。

まず,人 類の道徳観の進化についての議論か ら始めている。

人間の集まりが,家,国 家,世 界へと進化 していくにつれて,人 類ρ道徳

観 もまた,家 本位の道徳(「身 に害あって家に利ある」)か ら国家本位の道徳

(「家に害あって国に利ある」)と へ進化 してきたと想定する。 しか し,こ れ

までに家本位の道徳と国家本位の道徳はあったが,世 界本位の道徳(「 世 界

に利あって嗣に害ある」)は まだ明確な形をなしていない。 ということは,

人類にとって国家は切実なものであるとしても,世 界はまだ程遠い存在であ

るということを意味するのであろうか。涯精衛によれば,そ うではな く,

「ただ利害が一致するかどうか ということに他ならない」 と断言 している㈹。

国家の中では,た とえば,貴 族 と平民,資 本家 と労働者の間で利害が一致

しなくても,対 外関係については利害が一致す るという場合がある。すなわ

ち,強 国の圧迫を受 け,併 合 されるという恐れが共通するとすれば,希 望 も

一致 し,希 望が一致すれば,力 を合わせることもできる。まさに,人 類が団

結 してきたのは国家を作 るためだったわけである。

それでは,一 国のなかで利害が一致 し,し か も,世 界においても利害が一

致するということはあるのか。それはありうるとしている。たとえば,あ る

国の学者が新 しい発明をし,他 の国の学者 もこれを利用 し,各 国め人民がそ

の恩恵を受 けるといった場合である。 これこそが 「世界の進化」であり,世

界の人民が利害をともにすることだというのである。 したが って,も し,世

界の中で,人 民の利害が既に一致 しているのであれば,互 いに助け合 って競

争はしないはずである。人類が競争するのは,ま さに利害が互いに相反す る

か らにほかならないのであると言 い切 るのである㈹。

こうして,狂 精衛 は,国 家を 「利害の同じ人々が集 まって一つの団体をな

す ものであり,そ の他の利害の異なるものと対抗するものである」 と定義す

るのである働。 ここから,国 家が成立 した理由を知 っているがゆえに,利 害
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の共通するものは互いに団結するのであり,世 界の先導者 となるという説が

導きだされる。

同時に,国 家は,互 いに争奪 しあって消滅することがあるという点では,

「非永久の機関であり,し か も過渡的な機関である」とい っている(13)。それ

故,「非永久の機関」であることを知れば,「争奪は有害であって利益な し」

であることがわか り,「過渡的な機関」であることを知れば,団 結 の力はだ

んだんと世界へと広が っていくことがわかるとも主張するのである。

結論的には,世 界の団結に向けて努力する一方で,国 家以前の状態に戻 ら

ないようにも努力する必要を訴えている。

ところで,も う一本の論文,「 吾人封子中國之責任」 は,「 中国必亡」 と

「中国必不亡」 という二つの説を論評 しなが ら,後 者の説に立 って,前 の論

文の二つの結論,す なわち世界の団結に向けて努力すること,そ して国家成

立以前の状態に戻 らないように努力すること,に ついて説明を加えている。

まず,「吾人封子中國之責任」では,中 国が危急存亡のときにあり,「中国

必亡」説と 「中国必不亡」説があるが,注 精衛は,後 者の立場に立つことを

主張する㈹。

ここ数十年,中 国は,西 欧諸国 と出会 って以来,最 初は自信過剰のせいで,

相手の富強のおそるべ きことを知 らずにやり過 ごし,次 は,怯 えすぎたせい

で,相 手の富強のおそるべ きことを知 って,　 然 自失の体であった。 ここか

ら,「中国必亡」説が生 まれ,そ の反動か ら,「中国必不亡」説を唱えるもの

がでてきた。

狂精衛は,rこの中で 「中国必不亡」説をあえて唱えるというのである。そ

の理由を説明する前に,国 家 とは,「併呑の性質がある」 と主張すると同時

に,「国民たるものは力を尽 くして国が滅びないようにす るものである」 と

いうのである㈹。 これは,「吾人射干國家之観念」で 「国家の進化線上の退

歩」と呼んでいたものである。
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次に,「中国必不亡」説を支持する理由を二つあげている。一つは,列 強

が相互に牽制 しあって勢力均衡の状態にあるか らである。ただ し,こ うした

情勢 も世界大戦(第1次)が 終われば大 きく変わるかもしれないと付け加え

ている。 もう一つは,中 国が蒙古や満州族に支配 されても滅びなか った例を

挙げ,相 手の文化が劣 っていたことをあげている。つまり,漢 民族の文化的

優位が決め手 と考えているのである。

最:後に,「中国必亡」説は意気沮喪をしめし,も う一方の 「中国必不亡」

説は運がよか っただけのことと結論付けている。

ところで,「吾人封子中國之責任(二)」 では,二 つの方針一すなわち世界

の団結に向けて努力すること,そ して国家成立以前の状態に戻 らないように

努力すること一を,世 界において中国のおかれた位置という観点か ら説明 し

ているQ

第1に,何 故,世 界の団結に向けて努力するというのか。

人類は 「大同」の理想には程遠 く,人 種間に優劣あり,国 家間に強弱あり,

人々の間に貴賎ありというように,け っして平等ではないbし か し,こ うし

た違いは自然のものではなく,人 類の知識の不平等によるものといっている。

また,生 物の進化 も一様ではなく,そ の中でもはなはだしいのは,人 類の知

識の進化であり,こ れが人類の進化の鍵を握 っているのである。歴史上,貴

族な り,君 主なりの権力 も,そ れぞれ平民の知識 人民の知識が進むととも「

に,自 然淘汰されていった。涯精衛は 「人類の知識の平等になる日が,す な

わち人類が平等になる日であり,世 界の大同,こ れ以外に道はない」 と断言

する(16)。一方,中 国人の知識と世界人類の知識 とを比べてみると,中 国人の

それは劣弱であるとし,こ れを改める必要があると説 くのである。それにも

かかわ らず,優 れたもの,強 いものに取 って代るというのではない。つまり,

「弱肉強食」 になるのではなく,「己立立人,己 達達人」を心がけ,人 類の知

識が平等になれば,人 類 もまた平等になれる。教育 と文化によって世界の団
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結に向かって努力することの必要性を説 くのである。

第2に,国 家成立以前の状態に戻 らないこと(17)。

ここ数十年の中国における 「外患」の進行と中国人の進歩とを比べてみる

と,中 国人の進歩は遅々として進 まず,中 国人の知識の進歩は世界の知識の

進歩に後れ,亡 国の時を迎えているかのようである。ここで,一 大決心をし

て愚かなままで滅亡 しないことである。そもそも中国人の知識は既に進化線

上にあり,い わゆる国家をなしている。 も'し国家以前の状態に戻 るような退

行が起きるようなことがあれば,「亡国の民」となるよりは 「殉国の民」 と

なる決意で,革 命に訴えるように主張 している。

以上二本の論文か ら,辛 亥革命後の圧精衛の国家観について,こ こではと

りあえず次の3っ の主な特徴を指摘 しておこう。

第1に,こ の時期の特色は涯精衛の国家観を覆っている進化論的色彩であ

る(18)。すなわち,国 家を人間集団の拡大の歴史の一段階としてとらえ,村,

都市,国 家,さ らに世界へという人類歴史の進化論的な発展過程を描 く一方,

国家を特定の利害の集合体 と規定 し,そ れゆえ,「非永久の機関」,か っ 「過

渡的な機関」であると把握 していることである。それにもかかわらず,圧 精

衛は,進 化論の陥 りがちな一種の運命史観(社 会 ダーヴィニズム)に 行 き着

くことなく,む しろ,人 間が国家のさらなる進化を阻止するのではなく,国

家か ら 「世界組織」へと進化を促す方向で積極的に歴史に関与すべきことを

主張するのである。 こうして,'国 家は相互の利害の争奪によって消滅するこ

とのある 「非永久な機関」であることを認識すれば;国 家間での争奪が有害

無益であることがわかる。他方,国 家は,村,都 市,国 家,そ して世界への

進化過程における 「過渡的な機関」 と認識することができれば,国 家を越え

た 「世界組織」を追求するなかで国家が相互に団結することの必要性がわか

ると説いたのである。

第2に,注 精衛のこの時期の国家の定義によれば,国 家は特定の集団の支
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配機関というよりも,「利益調節機関」であると規定 されている点で,辛 亥

革命以前のときにみられたような国家観の分裂がなくなっていることである。

ただ し,こ のように国家観が整理されたにもかかわ らず,国 家機構(state)

についての考察はあまり深められないままに終わっているといえる。とりわ

けこのことは,近 代国家の国家機構が,国 体 は君主制か ら共和制に進化 し,

政体は専制から立憲制 に進化するとしか述べ られていないことに顕著なので

はなかろうか。かりにこの進化論的 トーンを消 したとして も,中 国の伝統的

な君主専制の政治文化の中に近代的な政治制度を導入 し定着させるにはどう

すればいいか,さ らに,こ の近代的な政治制度の担い手となるはずの 「国民」

ない し 「市民」についてさらに検討 しなければな らなかったのではなかろう

か。

第3に,辛 亥革命が失敗に終わったせいであろうか,中 国国家が解体する

のではないかという危機意識が一層強まったかに見えることである。この危

機意識の源泉は,漢 民族の優位性を主張 しなが らも,世 界の文化(=知 識の

進化)の 前に中国人の文化(=知 識の進化)の 方が劣っているのではないか,

という根本的な懐疑だったのではないかと考え られζ。それゆえなおさらの

こと,ヨ ーロッパ列強の勢力均衡のうえになんとか中国の領土保全が維持さ

れているという従来か らの国際認識 に基づいて,中 国が列強と対等の自立を

めざすためには,ど うしても中国の何千年の歴史にさかのぼって漢民族の誇

りに訴えかけざるをえなかったのではなかろうか。 しか し,こ うした試みは,

逆説的ではあるが,'中 国人に 「中華帝国」復活の願望を呼び覚ます働きをす

ることになったのではなかろうか。

注

(1)「 注精衛致弥中山函」(1912年8月9日),黄 彦 ・李伯新編 『弥中 山蔵相 逸鏑

(辛亥革命前后)』,中 年南扇,1986年,625ペ ー ジ。 この書 簡 の中 で注精 衛 が

辛亥革命で得 た名声 につ いて,非 常 に冷静 に 「現時弟所有者只社会上之虚名,
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此等 虚名,自 俣 俣人,不 可久　」 と見て いたことは注 目に値す る。狂 がその数

ヵ月前に,孫 文の広東都督就任要請や,衰 世凱の高等顧問 の就任要請 を固辞 し

たの も不思議で はなか った(前 掲,王 美果 『注精エ佳』,46ペ ージ)。

(2)「 進 徳会」 は会員に8つ の項 目の 自戒を もとめるもので 「八 不会 」 と も呼 ば

れていた。 普通 会員 は,遊 廓通 い,賭 博,蓄 妾の禁止項 目を誓約 し,特 別会員

は甲乙丙があ って,甲 部会員 はさらに官吏 にならない』ことを誓約 する,乙 部会

員 は さら.に議員にな らな い,喫 煙 しな いことを誓約す る,丙 部会員 はさ らに飲

酒,肉 食を しない ことを誓約 した(ス カラ ピーノ ・ユー 『中国の アナキズム運

動」 丸山松 幸訳;紀 伊國屋書 店,1970年,75～9ペ ージと嵯峨隆 『近代 中国 ア

ナキ ズムの研究』 研文出版,1994年,239～249ペ ージ参照)。 注精衛 は特別乙

部会 員であ り,そ の ことが官職 に就か なか った理 由の一 つ で もあ る。 他方,

「留法 ・[仏ユ倹学会」 につ いて は,同 上;ス カ ラピーノ ・ユ 一著91～93ペ ー ジ

と,森 時彦 「フラ ンス勤工倹学運動小史(上)」 『東方学報』第50冊,,1978年2

月,195^20(ペ ージ参 照。 さらに森の同論文 によれば,前 者 の進徳 会 は 「傳

統 的な請書 人階級 が,奮 悪か ら脱 して新生 共和國の指導者 に恥 じない人 間に生

ま れかわろ うとす る道 徳改良運 動」,後 者の留 法倹学会 は 「まだ奮 悪 に染 ま っ

て いない無垢 な青 年に期待す る活動」 と特徴づ けて いる(196ペ ージ)。

(3)河 長工(河 田悌 一 ・森時彦訳)『 フランス勧 工倹学の回想 一中 国共産 党 の一

源流』(1976年,岩 波新書,原 本 は1958年 初版)の 本文 には察元培,呉 稚 暉,

李石曾 の名 前は出て くるが,狂 精衛 は まった く出て こな い。 しか し,今 日の大

陸 の研究 で も注精 衛の 「勧工倹 学運 動」への貢献を認めて いる。 たとえば公称

旬 「李石 曽与留 法勧工位 学道劫 」,「近 代史研究』1992年7月 第4期,157ペ ー

ジ。 .

(4)前 掲,森 時彦 「フランス勤工 倹学運 動小史(上)」,203ペ ージ。.大戦 中に大

量 の中国人 が フランスにや って きたの は,フ ランス国内の労働力不足 を補 うた

あであ り,1917年8月 に中国 が参戦 した あ とは,派 兵 にかわ る代償 と して

「華工」 が前線 に送 られたのであ る。 いずれにせ よ中仏教育会の最大 の事業 は,

これ ら参戦 華工 に教育 を施す ことだ った。 もっとも,人 員 の不足か らその事業

・もパ リ周辺 に限 られた ものであ った(森 ,209ペ ージ)。

(5)注 精衛 「吾人割干 國家之観念 」,「旅 欧雑誌』,第 四期,1916年10月1日,

1㌣7ペ ー ジ。

(・6)戦 後 の 日本 では 「国体」 とい う用語 は,戦 前の 「国体明徴問題」 を連想 され

るためか,ほ とん ど使 われな くな って いる。注 精衛 が この よ うに 「国 体」 と

「政体」 とを概念 的に区別 して もちいて いるの は,日 本留学時代 に,・'ドイ ツ国

法学 を模倣 した戦 前の 日本の国法学上 の用語法(穂 積八束,上 杉慎吉 の説)を
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踏 襲 したもの と考え られ る。つ ま り,国 体(Verfassungsform)は 主権 の所

在(主 権iが君主 と国 民 のい ずれ にあ るか)に よ って決 ま り,政 体(Regie・

rungsform)は 主権 の行使方法(専 制 と立憲 の いず れか)に よ って 区別 され

るとい う考え方であ る。

(7)江 精 衛 「吾人射干國家之 観念」,4ペ ージ。

(8)同 上,5ペ ー ジ。

(9)こ こでは圧精衛が アナキ ス トたち と 「進徳会」 結成 に加わ ったか らといって,

注 がアナキズ ムに全面的に賛成 していたわけではない ことに注意 したい。

(10)注 精 衛 「吾 人封干 國家之観 念(二)」,『 旅 欧雑誌』,第 五期,1916年10月15

日,2ペ ー ジ。

(11)同 上,4ペ ー ジ。

(12)生 物進化 の原 則を肯定 しなが ら,生 存競争 よ りも相 互扶助を重視す る考え方

は,ク ロポ トキ ンが1902年 に出版 した 『相互 扶助論(互 助論)』(日 本 語版 は

大杉栄 の翻訳 で1917年,春 陽堂 か ら出版 された)で 展開 したそ れ と同 じであ

る(ク ロポ トキ ンについては,た とえば,.G.ウ ッ ドコック 「アナキ ズム1』

紀伊国屋書店,1968年,261～314ペ ー ジ参照)。 この本 の一 部を中国人 アナキ

ス トの李石曾 は雑誌 の 『新世紀』 に翻訳 して掲載 した。 前掲,ス カ ラピー ノ ・

ユ ー 『中国 のアナキズム運動』 によれば,「疑 い'もな くクロポ トキ ンの 「相 互

扶助論』 ほど,一 冊 の書物 で,若 い中国人 のアナキス トたちに巨大 な影響 を与

え たものは,ほ かにない。 もし彼 らの運動 にバイブルがあ った とすれば,こ れ

が そうであ った」(丸 山松幸訳,19ペ ー ジ)と されてい る。 なお,李 石 曾 につ

いて は前掲,嵯 峨隆 『近代 中国アナキズムの研究』所収 の 「第4章,科 学 とア

ナキズムー李石曾」参 照。

(13)江 精衛 「吾人射干 國家之観念(二)」,『 旅欧雑誌』,第 五期,5ペ ー ジ。

(14)涯 精衛 「吾人射干 中國之責任」,「旅欧雑誌』,第 八期,1916年12月1日,

1～7ペ ージ)。

(15)同 上,3ペ ー ジ。

(16)注 精衛 「吾人射干 中国之責任(二)」,『 旅欧雑誌』,第 九期,1916年12月15

日,3ペ ージ。

(17)同 上,5～6ペ ー ジ。

(18)洋 の東西 を問 わず進化論が政治社会思想 に及 ぼ した影響 に.は図 り知 れない も

のがあ る。社会進化論 は国際社会 を諸国家 間の 「生存競争」 と捉え 「優勝劣敗」

の法則が貫徹 してい るとみ る ものであるが,中 国 においては 日清戦争 以後,一

世 を風靡 して いった。 その理 由と して重要 な点 は,佐 藤慎一前掲書(123～124

ペ ージ)も 指摘 するよ うに,第1に その理論枠組 みが当時の中国を取 り巻 く国
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際環 境の特質 を説明 し,第2に 中国社会 の抜本 的改革 を正 当化 し,第3に 改革

しな い場合の中国 の運命 を予告 する理論 だ った ことであろ う。また,中 国にお

いて厳復が最初 に体系的 に進化論 を紹介 した ことはよ く知 られて いるが,中 国

の社会進化思想 の普及 に大 き く貢献 したのは厳 復ではな く,梁 啓 超だ ったとい

う点 も忘れて はな らないであろ う。 とい うの も,竹 内弘行 『中国の儒教的近代

化論』(研 文 出版,1995年)も 指摘 す るよ うに,厳 復がスペ ンサ ーの 「任 天」

説 に立 って中国 には進化 の芽はない とみな したのに対 して,梁 啓超がハ ックス

レーの 「勝天」説 に立 って中国の進化 の可能 性を肯 定 して いたか らで ある。 そ

れゆ え 「梁啓超 に とって中国が進 化す る以外 に中国を救 う道 はなか った」(竹

内,217ペ ー ジ)と い う論 理的帰 結にな るのであ る。 この結論 は注精衛 に もそ

のままあてはまる と考 え られ,注 もまた梁啓 超の影 響の もとにあ ったことを証

明す るものといえ るであ ろう。 ただ し,辛 亥革命以前,梁 啓超の 自由観 と革命

派の それとは異 な るものであ った ことも否定で きな いであ ろう。梁啓超 は,た

とえ ば,そ の 「新 異説」 の第8節 の 「恰枚利思想」(王 徳峰編選 『国性与民徳一

梁后超文逸』,上 海近家出版社,1995年)で 「枳利何 自生?日 生干強」(52ペ ー

ジ)と い ってい るよ うに,進 化を絶対的公理 とみなす以上,人 間 の生得 的権利

など無意味 であ り強者の権利 しかあ りえなか った。 その一方,革 命派 に とって

天賦人権(自 由 と平等)は 専制君主を打倒す る根拠 と して無 くてはな らない も

のであ った。L

む す び

民 族主 義,な い し国 家 主 義 と訳 さ れ る ナ シ ョナ リズ ムは,一 般 に,18,19

世 紀 の初 頭 に ヨー ロ ッパ で生 ま れ,そ の後,世 界 に広 ま った もの と され て い

る。 現 代 ヨー ロ ッパ 政 治 の研 究 者 と して著 名 な フ ラ ン スの 政 治 社 会 学 者,ド

ガ ンは,世 界 にお け る 「諸 ナ シ ョナ リズ ムの非 同 時性 」 を 指 摘 しなが ら,ナ

シ ョナ リズ ム誕 生 の地 で あ る ヨー ロ ッパ で は今 や ナ シ ョナ リズ ムが 衰 退 す る

傾 向 に あ り,そ れ に か わ って 「ヨー ロ ッパ人 意 識 」 が 誕 生 しっ っ あ る と い っ

て い る。 そ の背 景 は,ヨ ー ロ ッパ で は,第 二 次 大 戦 後,米 ソ間 の冷 戦 が 激 化

す る に伴 い軍 事 的 独 立 の不 可能 性 と い う共 通 認 識 が 生 まれ る一 方,ヨ 一 口 ッ
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パ諸国の間では経済的な相互依存が深まってい くに伴い,社 会成層が類似化

し,人,も の,観 念の往来によって文化の融合 と混合が進み,排 外主義の政

治用語 も影を潜めっつある,と いうものであるω。一方,中 国では,ヨ ーロッ

パに1世 紀以上 も遅れて,よ うやく20世 紀初頭の頃に芽生えたナショナ リ

ズムは,冷 戦の終結で社会主義が魅力を失 った今,中 国人を団結 させる最後

のイデオロギーであるかのようである②。

本稿で取 り上げた涯精衛は,20世 紀初頭,中 国人のナシ・ヨナ リズムの芽

生えを敏感にとらえ革命家を志 した青年のひとりであった。カ「れは,中 国の

近代化には革命が不可欠であるとして,清 朝の体制内改革を主張する立憲派

に論争を挑み,さ らには,自 らも 「革命の決心」を実行するため清朝要人の

暗殺を企てもした。 ζうして実際に革命が起 き,清 朝の打倒に成功するので

あるが,よ うやく 「民国」が誕生 したに・もかかわ らず,再 び皇帝をめざす人

物が出現ずる始末であった。この人物が共和革命の定着に貢献 してくれるこ

とを期待 した涯精衛等にとうて,こ れはまさに青天の露塵だったといえよう。

しか し,何 故にこのような結果になったのか。その謎を解 く鍵はおそらく涯

精衛のナショナ リズムの構造にあるのではあるまいか。 こうした問題意識の

下 に本稿では,辛 亥革命前後における涯精衛の国家餌壷検討 しよづとしたの

である。

・辛亥革命以前
,涯 精衛は,立 憲派との論争において,「民族主義」 と'「国

民主義」の違いを認識 し,前 者によって 「種族革命」を,後 者 によって 「政

治革命」を同時に実行せよと主張 していた。この主張からかれの次のような

国家観が読み取れた。

圧の 「民族主義」は`民 族が国家を形成 しようとする態度 を意味 し,か

れは中国の歴史を 「民族同化」 の観点か ら整理 しながら,中 奥は多数派の漢

民 族の国家であるとし,清 朝出現以降,漢 民族は少数民族の満州族の支配下

におかれているので,「 種族革命」を実行 し政権を漢民族の手 に取 り戻す ご
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とを主張する。 ここで清朝国家を満州貴族の独占的支配と規定 したとき,圧

精衛が国家を 「民族の支配機関」とみていることが明白となった。

他方,「国民主義」は何千年来の中国の専制の打倒(「政治革命」)を 説 く

理念であり,そ れは文字どおりの国民主義(ナ ショナ リズム)で はなく,後

の 「民権主義」(三民主義のひとつ)と 同義であった。 ここでは人民主権説

の立場にたって君主主権説を否定 しなが ら,「国会」を国家の最高機関と し

てう国民の諸利益 を中立的な立場か ら調節する機能を持 っているとみな した

とき,国 家を 「利益調節機関」と見ていたことが明白となった。

このよ'うに,辛 亥革命以前の涯精衛の国家観は 「民族の支配機関」 と 「利

益調節機関」との二つの見方が混在 したものだったのである。 このような不'

整合は,お そらく,当 面の論争のため,西 洋啓蒙思想を未消化なまま借用す

るより仕方がなかったことを暗示す るものといえよう。それゆえ,西 欧の近

代国家が 「民族国家」として成立 してきた事実に注目しながらも∫民族の違

いを乗 り越えて 「国民国家」をも形成 したという重要なポイ ントを見落とし

てしまったのではなかろうか。一般に西欧の近代国家が民族国家=国 民国家

として成立 したといわれる場合,国 民の帰属感のもっとも重要な対象が 「国

家」であって,涯 精衛の主張するような 「民族」ではなかったはずである。

衰世凱に対する警戒心の欠如はこうした国民よりも民族を重視 した点に由来

するものだったのではなかろうか。 さらにいえば,当 時の中国は列強の勢力

均衡によって領土保全が保たれ植民地分割を免れているという国際認識か ら

も窺われるように,『その国家観は 「民族主義」の主張に阻まれて,中 国中心

の世界史的,'国際的な認識(中 華思想)に 止まっていることが指摘できるで

あろう。

辛亥革命以降,涯 精衛 は,そ れまでの政治論争とは離れて,ヨ ーロッパに

おいて文学 と社会学を研究するかたわ ら,フ ランスで働 く中国人の社会教育

活動に従事 し,こ の時,再 び国家についてのかれ独自の見解を展開する機会
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が訪れる。 ここでは,国 家を村,都 市,国 家,世 界,そ して大同に向かう人

類の組織の歴史的進化の過程のなかに位置づける一方で,利 害によって集まっ

た集合体としてとらえているのである。ここでは今や辛亥革命以前に見られ

たような,国 家観の不整合が無 くなり,国 家は 「利益調節機関」であるとい

う見方で統一されていることが指摘できるであろう。また,国 家が利害関係

によって結成 された存在であるとすれば,国 家は,人 類史における進化過程

の中で,国 家間の競争によって消滅する可能性があることを指摘 し,そ れ故,

国家を・「非永久の機関」かっ 「過渡的な機関」であると特徴づけるのである。

同時に,諸 国家 は世界組織へと発展進化する過程において初めて相互の利害

が一致できるとみな し,国 家を国家以前に退歩 しないように,国 家をさらに

世界組織に進歩 させるためには,「国家中心」の倫理を越えて 「世界中心」

の倫理を確立す る必要があることを主張 したのである。

辛亥革命後,涯 精衛は,以 上にように,国 家を 「利益調節機関」 とする見

方で統一 し,さ らに,そ れ以前の国際的な勢力均衡を前提とする民族中心の

国家観を改め,同 時に世界中心の倫理の確立と世界組織の樹立によって諸国

家間の競争を克服で きると主張 したといえるであろう。 とすれば,辛 亥革命

前後で国家観の断絶があったというよりも,涯 精衛の国家観は,辛 亥革命以

後,さ らに整理され認識を深あていったといえるであろう。辛亥革命以前,

圧精衛 は,西 洋の近代啓蒙思想家,と りわけルソーやモンテスキューの政治

社会理論を借用 したとしても,そ れはもっぱ ら立憲派との論争を目的するも

のであった。 しか し,辛 亥革命後は,む しろこうした論争か ら離れ,し か も

第一次世界大戦の教訓に学んで,か れ独自の国家論を展開できたといえそう

である。それは,当 時流行の社会進化論の影響のもとにあったことは否定で

きないとしても,第 一次大戦以降の国家の将来の行方を相当正確に見通 して

いたのではなかろうか。とりわけ,諸 国家は国家を越える世界組織によって

しか共通の利害の一致が得られないとする指摘は,第 一次大戦後に誕生する
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国際連盟の意義を的確に認識 していたことを示 しているばかりでなく,中 国

の当時の知識人や今 日の知識人に特有の 「文化主義(=忠 誠心の焦点を中国

文化 とす る)」を止揚 していることの証明で もあるからである(3)。

それにもかかわらず,辛 亥革命以前,江 精衛が,ヨ ーロッパの 「民族国家」

の着想を,「国民国家」の側面を落としたまま中国に適用 した点は,辛 亥革

命以後 も一貫 して残 り,そ のため少な くとも次0～2っ の重要な課題を残すこ

とになったと考えられるのである。

第1に,近 代民族国家二国民国家を,民 族を乗 り越えた 「国民」の形成と

して理解するのではなく,「国民」が形成 される際の民族のアイデンティティ

の行方にこだわりすぎた結果,近 代国家(涯 のいう 「民主立憲」)の 担 い手

である『べき 「国民」(つ まり 「市民」)の 理解が深められないままで終わった

といえることである。それゆえ,・この国民=市 民が担い手 となる近代国家の

機構論 も,辛 亥:革命後 も 「国体」は君主制から共和制へ,「 政体」 は専制か

ら立憲制へと進化するように努力することをうったえるだけで,そ れ以上に

重要な課題,す なわち共和制 とか立憲制 といった近代的な政治制度を,専 制

の長 くつづいた中国に移植 し定着させるためにはどうすればいいかという重

要な課題は提起 されないままだったといえるのである。

第2に,民 族国家の形成を 「民族同化」の視点か ら歴史的に把握 しようと

した結果 として,`近 代民族国家'の 重 代'の 部分が抜 け落 ち,何 千年来

の中国が`漢 靴民族国家であったとする漢民族中心主義の理念が甦ったとい

えることである。 しかも,辛 亥革命後,国 家は世界組織へと進化するという

強い確信を表明するようになればなるほど,中 国の知識の進化が世界の知識

の進化よりも遅れているのではないかという懐疑が生 じ,中 国滅亡の危機意

識はますます強まっているかに見えるのである6こ うした危機意識の深まり

は,逆 説的なことに,圧 精衛自身が何千年来の専制 として 「国民主義」によ

る政治革命の対象として打倒すべきはずであった 「中華帝国」の再生を人々
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の潜在意識か ら呼び覚ますものとなっていったといえるのではなかろうか。

注

(1)前 掲,マ テ イ ・ドガ ン,68～74ペ ー ジ。

(2)冷 戦 の 終 焉 で,国 民 国家 の 枠 組 み は内 と外 の 双 方 か らそ の 問 い直 しが ます ま

す迫 られ る よ うに な った が,『 思 想』(第863与,1996年5月)の 「民 族 と 自

家 」 特 集 は 時宜 に か な った もの で あ った 。 国民 国 家 の 枠 組 み を 内 か ら問 いな お

す 出来 事 が,冷 戦後 の 民族 紛 争ethnicconflictの 激 化 に 象 徴 さ れ る 「エ ス ノ

ナ シ ョナ リズ ム」 の 台 頭 で あ り,外 か ら問 い な お す動 きがEUの 政 治 統 合 の 行

方(EU連 邦 に な る か)で あ る と い え る。 特 に同 特 集 あ な か の浜 下 武 志 「海 国

中 国 と新 た な周 縁 ナ シ ョナ リズ ム ー地 域 主 義 と一 国 史 観 を越 え る試 み」 で は,

中 国 の ナ シ ョナ リズ ム のな か に大 民 族 主 義 と小 民 族 主 義 との 対 立 軸 が あ る こ と

を 指摘 して い るが(158ペ ー ジ),そ れ は現 在 の 中 国 の 「国 民 国 家 」 そ の も の

が,エ ス ノナ シ ョナ リズム か ら中 華 帝 国 に到 る まで 忠 誠 心 の 対 象 が 揺 れ 動 く不

安 定 な状 態 に あ る こ と を暗 示 して よ うに 私 に は思 わ れ る。

(3)「 文 化 主 義culturalism」 と はJosephRLevensonが,1967年 の 著 作

刮 伽gCh'i-chatandtheMindofModernChinaで 使 ら た 用 語 で あ る が ,

JonathanUnger(ed.)ChineseNationalism(NewYork;M.「E.Sharp ,1996)

にお いで も,中 国のナ.ショナ リズム の独 自性 を的確 に表現 す う概念 と して 使

用 されて いる。 ア ンジャーは同書 の序文 において 「中国 の文化主義 は現代 の国

家 ナシ ョナ リズムに完全 に敢 って代 らた とい うわけで はな く,今 日の中国人 の

ナ シ ョナ リズムに固有 の複雑 さを添 える もので ある。 なぜ な ら,中 国人が愛 国

主 義を語 うのを聞 く人 はだれ もが, .今日で さえ も,そ の愛国牢義が政治的ナショ

ナ リズ ム,漢 民族の一体感,文 化的誇 りの混合物か らなって いることに気が付

くし,こ う・した特徴 は中国文明に言及す る際,自 己一体感の核心1とあ るもの と

して観察 され るので ある」(p,画)と 述べ ている。 この ことか ら も圧精 衛 の ナ

ショナ リズムが,と くに辛亥革 命後,「文化主 義」を止 揚 してい た点 は特筆 に

値 する と考 え るのであ る。
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