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ものなりや︑またなきものなりや﹂という
の事実についてこれを見るに社会は無限に

聞いは一応立ててはいるのですが︑﹁古今
発展して行くものにあらず︑大抵はみな発
達一定の度に達するやすなわち留まりて成

六号︑一九九六年一月)が︑住藤さんが指摘
の際眼は社会構造の停止によりて来るもの

熟の有り様に立ち至るものなり︑社会発達

す(﹁梁啓超と社会進化論﹂﹃東北法学﹄五九巻

これは佐藤さんも既伝書かれている問題で

ころです︒つまり日本での進化論の問題︑

超が接した日本の進化論と決定的に違うと

iジ を 出 し て い る こ と で す ︒ こ れ は ︑ 梁 啓

座談会 東 ア ジ ア の 近 代 と 梁 啓 超

日本の進化論︑申書留の進化論
宮村梁啓超が日本をモデルにするとい
う場合に日本を一つの到達点としてみるの
かどうかについてですが︑これは梁啓超の

されているように彼の日本の進化論のお手

﹁政治的進化﹂についての考え方と関わっ
てくると思うのです︒確かに梁啓超は当面

くというイメージを元々持たない︒つまり

つの一般法則であらゆる社会が貫かれてい

で成熟するんだというわけです︒だから一

会において進化はある段階で留まってそれ

と知るべし﹂ということで︑それぞれの社

の問題として日本をモデルとして見るとい

一に非常に特徴的なのは歴史理論として見

の東大派の進化論です︒しか・し︑これは第

の意識﹂があるかどうかということが重要
た場合に一般法射性というものを徹底しな

本になったのは有賀長雄とか加藤弘之とか

です︒梁啓超に非常に特鍛的なのは︑政治
いんです︒例えば︑有賀の﹃社会進化論﹄

う考えがあったとしても︑そこに﹁過渡期

的領域における発展段階論︑﹁政治的進化

えないし︑まして君主制の位置づけという

て]進化論の類似性ということだけではい

進化論における普遍的な﹁発展段時論﹂や

こまでも発展段階の必然法別です︒だから

をみましでも︑﹁社会の発展には際限ある

立憲君主制を採用するということでも︑日

のは︑日本の場合と︑梁啓超の場合は違う

の理﹂について非常にはっきりとしたイメ

一般論としてそうであるだけでなく︑特

と思うのです︒梁啓超の場合には過渡期の

究極のイメージが有賀の中に元々ない︒
本の場合は︑少なくとも君主制は所与であ

れた立憲君主制であるのに対して︑君主制

意識とともに﹁今ここで﹂意識的に選択さ

り︑しかも究極目的であって︑これは変更
にとって︑立憲君主制というのは進化の公

する可能性も意図もない︒けれども梁啓超

つまり梁啓超が説くような専制から始まっ
て立憲をへて民主の制に至るという﹁進化

に政治に関しては非常にはっきりしていて︑

の恒例﹂というものは元々ないのです︒究

は日本の場合は﹁天壌無窮﹂なんです︒そ

だからその関に日本をモデルにしたとい

ういう意味で︑モデルにした場合もあるけ

うだけでは︑梁啓趨の思想は理解できない︒

理の中での一段階であって︑だからなぜそ

いとする一方で︑有賀の中で非常にはっき

そこは非常に日本の進化論と違うところだ

の領域では︑全ての社会は家族から出発し

進化の普遍法則性を強調します︒特に政治

極のイメージ︑つまり﹁道理一統の世﹂な

りしているのは︑そこにおいても君主制は

と思います︒だからなぜそういう読み方が

て︑生存競争を繰り返しつつ︑貴族政体か

れども︑違うという面を見ておかないと︑

保持されているということです︒だから日

できたのかということが私には興味がある

ら専制政体の段階を経て︑最終的には共和

れを今採用するのかということについての

本の進化論者は︑その意味では現状肯定論

のです︒私はやはり日本での非常に強い歴

政体に達するという政体進化論を︑洋の東

突き詰めた理論として提出されている︒

なのです︒現状を否定していく契機という

史的相対主義の傾向に対して︑梁啓超の春

西を間わずに妥当する法則として捉えてい

どというけれども︑そこでどういう﹁道

ものを少なくとも政治の領域においてち社

秋三世説なり︑大同思想なりに︑つまり普

理﹂が支配するのか今の段階ではわからな

会進化論の中に求めようとしていない︒典

遍的価値というものをどこかに前提しなけ

的類型論として分類されているものなので

けているのは︑有賀の﹃国家論﹄では歴史

説の中で梁啓超が発展段階論として位置づ

しているのとの違いというものを抜きにし

しているのと︑ 中 国 に お い て 自 明 の 前 提 に

えないのです︒だから日本で自明の前提に

があるということと関連付けて考えざるを

れば鹿史は成り立たないという自明の前提

階論の強調を連想させるところがあるほど

性の強調は︑後のマルクス主義者の発展段

は承認しているわけです︒この進化の法則

には反対したといっても︑究極目標として

る︒中国を﹁今すぐ﹂共和制に変えること

佐藤おっしゃるように︑梁啓超は社会

は思うのです︒

一方向的なものになってしまう︑とわたし

︿中国専制政体進化史論)﹂ですか︑その論

の中においてはありえなくて︑進化論はど

す︒しかしそういうことは梁啓超の進化論
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とっていたとは考えないことです︒中菌は

が社会進化の過程で一貫して西洋に連れを

ただ梁啓超のおもしろいところは︑中国

単純な車線的過程として捉えるのではなく︑

として機能したと考えるわけです︒進化を

共和制への進化についてはむしろ促進材料

つまり︑政体進化における西洋の後進性が︑

一挙に打倒して共和制を打ち建てたのだと︒

った民衆は立ち上がり︑それらの諸権力を

ものが中国と西洋では違うわけですから︑

す︒ということは︑専制体制の在り方その

とになったのだと︑梁啓超は説明していま

は倒れても専制政体そのものは持続するこ

民衆の間に蔓延し︑その結果︑個々の王朝

制の一員となることを有利とみなす志向が

するよりも︑むしろ科挙に合格して専制体

です︒

秦漢帝国成立の際に早くも専制段階に達し
後れたものが後れていたがゆえに先になり
専制体制からの脱却の仕方もまた違ってこ

つまり貴

ってようやく専制段階に達した
得るという逆説的関係を認めていたことが︑
フランス革命をモデルとするような中国革

ざるを得ないということにもなり︑それが

たのに対して︑西洋では絶対主義国家にな
族政体から専制政体への進化については︑
っています︒

梁啓超の進化認識の興味深い点だと私は思

このことを賭まえると︑中国の変革にと

す
︒

命に彼が反対する一つの論拠になるわけで

いたのだと彼は主張します︒他方で︑専制
いち早く専制段階を脱却した西洋とは逆

中国の方が西洋よりも千年以上も先んじて
政体から共和制への進化については︑フラ
に︑中国の方は秦漢以来ずっと専制段階に
っての日本モデルの妥当性という問題が出

停滞していると梁啓超は考えるわけですが︑
てきます︒章偶麟などは︑﹁封建を去るこ

ンス草命に見られるように︑明らかに西洋
彼はその原因を中国と西洋の専艇の質的相

の方が先んじている︒梁啓超が政体進化に
おける西洋の先進性を認めるのはこの限り

て︑日本や西洋をモデルとすることをきっ

と近い﹂西洋や日本の体験は︑﹁封建を去

ぱりと拒絶していますが︑梁啓超の場合は

違に求めます︒狭い政治空間に諸権力が重

大な空間を一課りの官僚機構で統治する中

どうだつたのだろうか︒彼はあまり明言し

膚する西洋の専制体制が民衆の自由を認め

屈の専制体制は︑まるで粗い網をかぶせた

においてですが︑問題は西洋がなぜいちは

て専制段階に到達した西洋は︑まだ貴族艇
ようなもので︑中国民衆は専制体制のもと

ていませんが︑政治進化という点に限れば︑

ない苛酷なものであったのと対照的に︑広

の遺産を引きずっていて︑それに教会権力
で事実上の自由︑梁啓超のことばで言えば

日本は中国よりも西洋に近似していると考

の原因を西洋の後進性に求めている︒後れ

も加わり︑それらの諸権力が︑中国と比べ
﹁野蛮の自由﹂を享受することができた︒

やく専制政体を克服したかで︑梁啓超はそ

ればはるかに狭い西洋諸国の政治空間の中
こうした環境のもとでは︑専制体制を打倒

ること遠い﹂中国には当てはまらないとし

で霊麗しあい︑民衆に対して堪えがたい正

治空間が狭小であったと考えています︒つ

ての西洋や日本は領主や大名が分立し︑政

な政治空間を持っていたのに対して︑かつ

帝と官僚制によって統一された中閣が広大

いは政治空間の広さの問題︒梁啓超は︑皇

秩序を持つ国であったと考えていた︒ある

照的にかつての西洋や日本は強固な身分制

襲身分のない﹁無階級﹂の国家であり︑対

よって社会的流動性の保証された中国は世

例えば身分制︒梁啓超は︑科挙に

そうですね︒

ることは弁えている︑その点での障措とい

すか︑天皇制は皇帝制とは違うところがあ

村さんの一一一一口われたように天壌無窮といいま

です︒同じように君主制でありながら︑{呂

一番感じたのは天皇制ではないかと思うの

日本にも問題があります︒それを彼なりに

をかけて日本︑としているのです︒しかし︑

直接学ぶわけにはいかないから︑ブレーキ

ーロッパのほうが当然進んでいる︒だけど

してなら︑彼自身言うように︑日本よりヨ

してのみだったと思います︒単にモデルと

ていたのは︑国民国家の枠組み︑それに関

する政治体制が近代国家なのだという点は︑

とおり犬猿の仲だのに︑これから作ろうと

遇進するのです︒その道筋は違い︑周知の

代を後追いしての間民国家建設へと︑みな

ての共通認識があって︑その一方で西洋近

す︒中国と他の社会の原質的な違いについ

興味深いことです︒さすがに︑摩史の国で

中国の知識人がほぼ同じことを言︑つのは︑

じ認識をもっていますね︒

超といわず︑革命派の章偶麟も含めて皆同

社会が欧州︑日本と違うというのは︑梁啓

のだろう︑としか一言えないでいます︒中国

えていたのではないでしょうか?

力となってのしかかった︒堪えきれなくな

まり︑漢字や儒教という文化的条件に仮に

ったものを最もよく反映しているのは︑彼
同時代的経験ですし︑みなその方向でやろ

の教育勅語の扱いではないかと思います︒

に︑両者同じです︒そもそも︑研究班での

社会の差違の問題をまるで忘れたかのよう

自由の歴史にたいして革命派も保皇派も︑

類似性があるとしても︑政治社会の仕組み
に違うわけで︑梁啓超は日本モデルがどこ

は中国と日本では対照的と言っていいほど

考えすぎる︑と批判されたことがなんどか

ーロッパのことを美化しすぎる︑ピュアに
一度も教育勅語について触れていない︒ド

います︑我々としては崇めて見ているので

あります︒しかし美化するのは当然だと思

議論で︑欧米人から︑ 日本人や中国人はヨ

イツのウイルヘルム二世のそれには触れて

うとしていた時だのに︑あれだけ日本の教

いるのにです︒私は'一気になりながら解決で

で︑思い込んだ部分だけを真似ようとして

すから︒こちらで勝手にこうだと思い込ん

まで中国に適用可能であると考えていたの

きないでいるのですが︑彼が意識的に無視

育を賞賛しながら︑梁啓趨は管見の限り︑

一寸︑訴の話で宮村さんの北一輝について

われたモデルになり得ない部分はあります︒

しているのは︑佐藤さんが今一一一一口われた︑中

狭間確かに︑宮村さんも佐藤さんも言

のご指摘︑あれはとっくに忘れていて︑あ

国社会の他との違いを踏まえているからな

でしょうか?

あそんなこともあった︑と感心いたしまし

いる︒オリエンタリズムと逆の膨らみをも

た︒ところでモデル問題ですが︑彼が考え
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ていく時にたいへんなズレが生じているは

明の新たな事物を違う言葉を介して理解し

解が生ずるのですから︑基盤を異にする文

りきったはずのことをしゃべっていても誤

のではないでしょうか︒同じ日本語で分か

べき目標については無矛窟的な像を結べる

れは今のところ無関係であるから︑到達す

び上がってきます︒そのさい︑現実とのず

った﹁オキシデンタリズム﹂がそこに浮か

度の世﹂から始まって︑﹁君主専檀の制﹂︑

とを言っている︒つまり︑無政府︑﹁無制

限定的な歴史意識の中での選択だというこ

だということを︑彼は非常にはっきりと︑

だから立憲君主制というのは過渡的な制度

は︑明治思想の中では例外的な人物です︒

理﹂ということを正直から打ち出した兆民

の例外は兆民です︒つまり﹁政治的進化の

ろうと思うのですが︑その点で日本の側で

進化論の相違の一つの側面を示しているだ

の理解を代表するとすると︑日中の近代の

のメカニズムの問題としてある︒ここで強

論ではなくて︑個体や集団関の競争・抗争

進化論の一番の定着する側面です︒歴史理

て弱いやつが負ける︑これが日本における

っと無隈に抗争しあって︑強いやつが勝っ

けです︒強いやっと弱いやっというのはず

﹁どこからどこへ﹂という問題ではないわ

これ天理なり﹂ですから︒ところがこれは

加藤弘之をはじめとして︑みな﹁優勝劣敗

て強調されるのは﹁優勝劣敗﹂の側面です︒

のための︑ある意味での集団的功利主義の

自らを存続させる︑自らを強くさせる目的
原理である︒どうすればそういうことがで

﹁立憲の制﹂︑﹁民主の制﹂への﹁進化﹂の

調されるのは︑﹁自存﹂とか﹁自彊﹂とか︑

にあるものを思いこみによってズレを刈り

ずなのですが︑自分たちが追い求める方向
込んだ一致が共有されるように思えます︒
紳士の出す問題です︒これがいかに日本で
きるか︑という観点です︒これは非常に顕

必然性︑これは﹃三酔人経縮問答﹄の洋学

ものであるのに対して︑日本の場合は国家
は例外的であったかと︑私は強調しておき

進化論が︑梁啓超の場合︑ずっと繋がる
分類︑一つの類型論的なものだったとの宮

れるかということですから︑これは国際政

酔人経輪開答﹄では東洋豪傑というものを

っきりしている人聞においてさえも︑﹃一ニ

究極における普遍的な価値のイメージのは

的な発展段階として捉える例外的な人間で︑

法則性を制約するとみるか︒梁啓超が中国

して見るか︑それとも歴史理論として一般

宮村進化論を発展段階的に必然法尉と

は︑その意味で歴史理論においても︑国際

肢としても出されていない︒進化論の理解

択肢として出されているかというと︑選択

に対外策における侵伐ゃあるいは併合が選

答﹂であって︑その問題と切り離して直ち

て﹁自彊﹂につなげるかという形での﹁問

いて社会進化論が必然性をもったものとし

ージがない︒もう一つの問題は︑日本にお

るかに一般的で権威がある︒終着点のイメ

前に彼の思想的骨格を作り上げていた議論

春秋三世説であれ︑彼の日本との出会い以

も中国︑梁啓超の場合だと大同思想であれ

団的功剥主義に結びついてしまう︒けれど

歴史的相対主義につながるし︑あるいは集

は非常に弱いから︑進化論が非常に簡単に

思うんです︒︑だから日本ではそういう傾向

り伝統なりがあるかどうかで違ってくると

つまり兆民のような政治的進化の理を必然

啓超と非常に顕著な対照を示すといえます︒

にストレートに出てきます︒この点でも梁

スティックな対外政策が︑進化論から非常

﹁謀略﹂とかを含めて︑どうすれば強くな

狭間私なんかはむしろ︑兆民を介して

著に出てきます︒だから︑﹁奇策﹂とか

見ているから︑例外の方を本筋︑だと思って
治の問題に適応されると非常にマキャベリ

たいと患います︒

いう類型的なものも︑梁啓超が自分なりに

すから︑・なるほどと啓発されました︒そう
しまっている︒

村さんのご指摘︑私は気がつかなかったで

整理し直して自分の役に立てる︑そのよう

登場させて﹁変弱為強の策﹂︑弱きを変じ

関係︑屈際政治の領域においても︑全く違

宮村有賀長雄の社会進化論のほうがは

て強きを・なす︑そういう﹁奇策﹂をヰ一一口うわ

う機能を果たしたのではないか︑と私は思

なモデルとして捉えさせてください︒

い物があったら遠慮なくとってしまう︑そ

けです︒中菌大陸侵伐策であって︑おいし

狭間それなら︑日本で有賀のように︑

普遍的な価値との関連においてでしか成り

デンティティーというのは何らかの意味で

の中には︑やはり自国なり自分なりのアイ

として﹁進化論﹂の論理から引き出されて

進化の序列というか歴史段階を必ずしも究

立たないと考えるべきだとする考え方が自

うのです︒

いる︒けれども梁啓超の進化論の理解の中

極の領域まで進めないのは︑やはり天皇制

して自らを強くする︒それが選択肢の一つ

にはそういうような︑つまり自彊のために

明のものとして前提されている︒その場合︑
進化論は日本にはなかったある意味で進歩

あるいは自存のために手段を選ばない集団

めと押さえていいのですか?

下の明治国家のなかで考えざるを得ないた

的功利主義の観点というのを前直に押し出

ていくし︑集団的功利主義やマキヤベリズ

の論理に非常に近い物として受け止められ
ムへの傾斜というものを抑制する形で受け

宮村それは一つの要因だと思うのです︒

とも彼が読んだ日本の論者の中のようにあ

の威圧力はあるわけですが︑しかしそれだ

天皇制を天壌無窮とするようないわば体制

すという考え方があったかどうか︑少なく
たかもそれが進化論からナチュラルに引き

入れられるという違いがあるのではないか︑
と思︑つのです︒
宮村はい︒それだけではなくて︑つま

進化を弱肉強食にだけ単純に置き換えると︑

る通りであると感じています︒というのは︑

それは︑梁の場合はほぼおっしゃ
り進化論を受け入れる場合でも︑普遍的な

梁啓超の進化論が矛盾のない発展という意

狭間

価値というものと関連させて考える習慣な

はいけないわけですね︒

狭間それだけではない︑と考えなくて

けではなくて・・・・・・︒

出 さ れ る 選 択 肢 とL て捉えられていたかど
うか︑という問題です︒﹃一ニ酔人経縮問答﹄
に相当するまうな梁啓起の問答体作品であ
る﹃新中国未来詑﹄の中に︑自撞の問題と
い う の が 緊 急 の 盟 標 とL て出されています
が︑それは﹁変法いをど︑つすることによっ
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文章として︑中富が弱肉強食的に振る舞う

る面が消えてしまいます︒彼は少なくとも

味 で の 進 歩 の 学 説 と ニ ア リiイコールであ

人が考えていなかったと思いますが︒

のところ︑革命派も含めてほとんどの中国

朝があのように簡単に崩壊するとは︑じつ

清朝は滅亡す前でしたよね︒もっとも︑清

弱肉強食主義に代わってしまうといわれて

語れば民権論も往々にして︑いいかげんな

のだった︒それが日本の場合なら︑国権を

です︒両者はパイメタルの両面のようなも

狭間ですから︑そういうことも含めて
本より二十年ほどはやくても︑知識人が中
るのに︑維新からさらに三十年くらい遅れ

います︒私はやはり中国の場合︑開国は日

考えることは必要でも︑主流は梁啓超の方
国の置かれた思際的状況をしっかり把擢す

べし︑侵伐策を採るべしというところに進
いうのでなく︑我々もやれるといったのは

んで行っていません︒露骨にこれをやれと
でしょ︑っ︒

たと思いますから︑その聞にそれだけのこ

もっとよく考えていかなければと思います︒

ことがあるけれども︑やはり思想的な伝統

宮村歴史的な政治的な状況でそういう

郷容で︑﹁黄禍の先駆け﹂云々とまで言い
佐藤中盟の場合︑弱肉強食という言葉

ます︒

狭間おっしゃる通りだと思います︒そ

とが起こってしまったのだと考えています

のことをもっと政治的に発言するのは孫文

使 わ れ る ケi スが︑圧倒的に多いと思いま

の運命から救おうという文脈でこの言葉が

ら革命なり改革なりをして中国を弱肉強食

道の話になってしまうわけです︒しかし清

東洋的道徳︑というのは要するに王道・覇

しも進化の問題と結びつくわけではない︒

んだ︑と︒それは故治的発言であって必ず

精一杯というところが︑この本の現段階︑だ

にかく︑モデルであった面を発掘するのに

狭間それは考えておくべきですね︒と

いけない問題に入るのだと思います︒

史的状況の相違ということも考えなければ

が︑おっしゃるような深い根元について︑

ことが自明の前提になっています︒弱者で

宮村私はやはり︑そういう政治的・震

の問題とも関連していると思います︒

ある中国は︑このままでいたら弱肉強食の
ですね︑われわれ中国人は平和的な民族な

が使われる時は︑中国が弱者であるという

国際社会で淘汰され滅亡してしまう︑だか

す︒都容のような踏み込んだ発言は例外的

識しながら︑しかも︑自分たちが進化を達
佐藤日本モデルということで︑狭間さ

と思っています︒

狭間そういうのがないわけではない︒

がう新しいユートピアが開かれているのだ

成した時には︑今の西洋的弱肉強食とはち

んは武士道を強調されていますね︒あれは

末の中閣の思想家は︑列強にやられている

しかし︑日本と現われ方がだいぶ違う︒と

という︑平和的な進歩の説を抱いていたの

い文章です︒若い読者で︑梁啓超について

閉さんの論文は梁一啓超入門として非常にい

中国の現実を進化の説によって肯定的に認

い︑つのは︑もう攻めに行くところがないと

啓超自身の知的営為の独自性を見るべきで

十分な予備知識を持たない人は︑まずこの

でしょ︑つね︒

い︑つことがあるでしょう︒

っしゃられたブルンチュリを取り上げるな

はないかと思います︒くわえて︑最初にお

どういう観点で?

付きます︒日本で﹁祈戦死﹂の織を立てた

精神が中関人には欠けすぎていることに気

溢する敢闘精神・犠牲精神といった尚武の

ます︒梁啓超が言いたいのは︑日本人に横

使いますから︑彼の提唱後はそれで通用し

清朝体制の下での自彊と改革に持って行く

立てようと漢訳し︑梁啓超がさらにそれを

発達也︑それを吾妻兵治が中国の維新に役

いうことがあり(﹃日本における近代政治学の

がう側面が明治国家の建設に動員されたと

ルンチユワの学説が本来持っていたのとち

も︑蝋山政道先生一が指摘されるように︑プ

士道は中国の戦国時代にも既にあったのだ

要な要素であると考え︑しかもそうした武

れる尚武や自己犠牲の精神もまた国民の重

を打ち出す︒他方で︑ 日 本 の 武 士 道 に 見 ら

要だということで︑そのモデルとして新民

めには中富人の精神構造の根本的改造が必

中国人を毘民国家を担い得る存在にするた

わってみたいのですが・:︒梁啓超は一方で︑

ところで︑新民と武士道の開題に少しこだ

武士道と新民

狭間結局︑武士道は彼の言葉に言い換
ら︑日本の側ではその翻訳は正確だとして

佐藤攻めに仔くところがないどころか︑

えたら尚武の精神ということなのです︒し

論文から読み始めるのがよいと思いました︒

壮行風景にびっくりして︑間民の備えるべ

わけですから︑そこに日本を媒介にした西

かし︑日本語と断って﹁武士道﹂を平気で

き重要な資質だとして︑提唱に務めます︒

洋と中国の関係が映し出されます︒他の大

と︑その復活を主張する︒このこつの主張

中国にそれはなかったのかというと︑今は

抵の文章も︑各位が探究されたように︑多

ないけれど昔はあったと︑﹃中国之武士道﹄
を書きます︒それはほぼ全て戦闘の話です

の関係をどう考えるかということです︒
梁啓超は中国の戦国時代に武士道があっ

かれ少なかれ︑その側面をもっています︒
ただその中で﹁新民説﹂は︑梁啓超自身

が︑日本と中国の異質性を問うことなく︑

たと主張したわけですが︑狭間さんがさき

また二千年の時間を飛び越して︑日本をモ

ほどおっしゃったように︑そもそも梁啓超

ージを完全に逆転させていますね︒つまり

の一一一一口うように﹁理論﹂の文章なので︑他の

戦国時代は︑儒者たちが主張するような混

デルに我々はやれるんだ︑と言っている︒

いてますけれど︑﹁新民説﹂ぬきに梁啓超

は戦国時代に対するそれまでの評価やイメ
の本を書くわけには行かないので︑皆さん

﹁実事﹂の文章と性質がちがいます︒です

います︒この構閣は非常にはっきりしてお

い競争状態の中で思想や制度や技術などあ

乱や無秩序の暗黒時代ではなく︑絶え間な

から︑私の論文(﹁﹃新民説﹄略論﹂)だけ浮

り︑維新モデルはこの裂なのですが︑先に

佐藤狭間さんは謙遜されましたが︑狭

の様子を見てから最後にこれを書きました︒

に相当する﹁中国魂﹂の探索もおこなって

教えてほしいといった教育勅語のように取

問時に︑武士道の核心︑大和魂(日本魂)

らないものも有るわけですから︑そこに梁

‑48‑
‑49‑

一一座談合東アジアの近代と梁啓超下一一
一一座談会東アジアの近代と梁啓超下一一

れは単に諸国家の分立状態が秦によって統

から専制への過渡期ということになる︒そ

進化論の枠組で言︑っと︑戦闘時代は貴族制

ります︒他方で︑さきほど問題にした政体

た精神というか︑エートスということにな

結果︑中屈の専制体制そのものは超長期的

して登用するシステムを完成させる︒その

強して科挙に合格した者を体制エリートと

が文化能力に限定されてしまい︑儒教を勉

能力本位主義は残るけれども︑能力の内容

なす︒社会に大きな枠がはめられてしまう︒

争を抑制し︑あらゆる新寄なものを悪とみ

いるように思うのですが︒

民説﹄の主張と武士道の評価が結びついて

絶望する必要はないのだという形で︑﹃新

の精神の中にあったのだ︑中国人は決して

われてしまったけれど︑もともとは士大夫

ではない︒長期的な専制体制のもとで見失

のような精神構造は決して中国にないわけ

側から解体して国民国家を作り上げた︒そ

大夫のように︑徳川時代の身分制秩序を内

立ち上がり︑あたかも戦臨時代の中閣の士

は︑むしろ下級武士の武士道です︒彼らが

一されたということだけではない︒梁啓超
に持続したけれども︑その裏側で士大夫の

梁啓超が認めたのは︑武士一般というより

が強調するのは︑新興の士大夫の役割です︒
能力は型にはめられ︑自立精神を失い︑専
狭間それはおっしゃる通りだと思うの

制体制のもとでせっかくの士大夫の精神が

つまり︑周代の身分制秩序から言えば低い
制政体に頼って自分のみの立身出世を考え
いですから︒ただ︑士大夫はむしろ没却し

です︒そうでないと武士道を言う意味がな

らゆる龍で急速な進化が見られた︑中国史

ところから土大夫膚が現われて︑政治や軍
るような︑梁啓超の一一言葉を使えば奴隷根性

骨抜きにされてしまった︒つまり︑専制体

事や思想などあらゆる分野で活躍する︒競
が蔓延する︒まさにこの奴隷根性こそが中

制は国内秩浮の安定を最寝先に考えて︑競

争状態の中で︑諸圏家も能力本位で人材登
たほうがいいのではないか︒二千年前の中

した︒武士道は︑その輝かしい時代を支え

用をしないと自分が滅亡してしまいますか
国の専制体制を根底で支えるものであり︑
で︑士大夫に期待しているとはあまり感じ

国民族︑漢民族にそれはあったということ

上もっとも輝かしい時代であると彼は主張

ら︑士大夫がいよいよ進出して能力本位主
一つは︑中国人︑特に土大夫の内なる奴隷

梁啓超が﹃新民説﹄を書いたモティ i フの
てい・なかったですけれど︒佐藤さんはそう

義が優勢となり︑その結果︑周代の世襲身
根性の克服にあったと思います︒言い換え
感じておられるようですが︒

分秩序が解体してしまう︒梁啓超はそこに︑
中国が世界に先駆けて貴族制から脱却した
れば︑﹃新民説﹄において︑国民の創出と

でしょうか︒といって︑一撞りの人間だけ

啓超は夢にも思っていなかったのではない

中国民衆がただちに新民になれるとは︑梁

の常識で︑長期にわたる教育を抜きにして

力が低いというのは︑梁啓超に限らず当時

す︒しかし︑中国の民衆の民智・民徳・民

はずはないから必ず︑日本のものを読んで

んなものヨーロッパの文献から読んでいる

いないとの論を発表されました︒ただ︑そ

して彼は新しい国民の担い手を考えたに違

の学者パレ!トの中産階級論︑これを基に

カの学会での報告で︑梁啓超がイタリア人

生の説が生きてくると思うのです︒アメリ

いて梁啓趨は武士道を発見するわけです︒

った︒そうした中で︑明治維新を研究して

﹁論私徳﹂へという問題︑それについても

すね︒ そ の 一 つ の 論 点 は ﹁ 論 公 徳 ﹂ か ら

いものを想定じていたはずだと︑補足的に

ですが︑﹁新民説﹂の場合︑もう一つ新し

道を考えた︒現実には︑士大夫しかないの

ません︒もっと一般的な形で書かれていま

び掛ける対象は︑士大夫層に限定されてい

佐藤たしかに梁啓超が﹃新民説﹄で呼

理由を見ていたと思います︒

で中国を変えることはできない︒やはり今

いるはずだ︒それはわからないから調べて

狭間さんは論文で書いておられる︒その点

奴隷根性の克服はメダルの裏表の関係にあ

の言葉で言えば知的中間層というかモダナ

くれと頼まれたんです︒できるだけ調べた

に関して国民国家の問題を考える時に︑私

狭間一番簡単に言ってしまうとそうで

イジング・エリートというか︑そういう層

いと返事をした︒しかし︑その見通しは正

んですけれど︑わからないから︑わからな

のか突き詰めてみたいと思っている問題の

が梁啓超とどこまでパラレルに考えられる

すね︒

がかなりの厚みをもって出てきではじめて︑

しいと思うということで︑まだ論証はない

儒教に公徳なし

それしかないということでなら︑そうです︒

狭間それは︑大きく一一一一口えば︑現実的に

ったように思うのですが︒

トに作り変えることが﹃新民説﹄の狙いだ

予備軍で︑彼らをモダナイジング・エリー

が︑そういうものに繋がるような新しい存

はもちろん中国にはいないと言っています

かシトワイヤンの話になり︑シトワイヤン

それこそヨーロッパでい︑つならプルジョワ

はないかと思う︒やはり新民というものが︑

在する士大夫を相当分けて考えているので

性質・原質と︑それから社会階層として存

なに崇高なものではない︒えこひいきの感

ない︒だから道徳的な感情でいうと︑そん

り︑特定の集団に一体化する気持ちに過ぎ

詰めれば単なるひいきの気持ちだと︒つま

それはご国に私する心﹂であって︑突き

います︒﹁報国心は偏頗心なり﹂ともいう︒

なり︑公にあらざるなり﹂ということをい

一つは︑福沢なのです︒福沢は﹁立国は私

その新民説の中での変化の問題で

しかし︑理論の文章としてもっと抽象的に

﹁私情﹂が国民国家において意味を持つの

情であるに過ぎない︒しかし︑そのいわば

宮村

考えていたふしも有ります︒そうであって

が備えるべき重要なる資質︑としての武士

在ということを念頭において︑新しい階層

ところが︑梁啓超の見方では︑専

混乱に陥れることなく中国を変えることが

けれども︑こういう意見もあると注に引い

こそ︑まだ根拠がないからはっきりしない

佐藤

できるというのが︑梁啓超の基本的な構想

た︒ということは︑彼は民族の基質という

一吉いたいのです︒

ーゲットになるのは士大夫もしくは士大夫

だったと思います︒そうなると︑やはりタ

のですが︑私の論文の注に引いた張朋国先

n
u
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する場合であって︑そこでは︑﹁独立﹂を

は︑弱小閣の独立ということを掲げようと
に捉えられていたと思うのですが︑梁啓超

ます︒福沢なら公と私が対概念として同時

そらく言われるように福沢とは違うと思い
モデルにしています︒

けだったはずだからです︒公徳も︑日本を

どこまでその問題が福沢とパラレルに考え

いて︑そして私徳の強調になっていく場合︑

超の場合に当初︑公徳ということを言って

は﹃文明論之概略﹄でも論じている︒梁啓

逆説的な関係の問題を福沢は論ずる︒これ

の立聞における公私の問題︑いわば公私の

るのですけれども︑しかしそういう意味で

情論がいわば逆説的な普遍的価値論でもあ

を実現する上で意味を持つのだという︒私

その限りで私情は独立という普遍的な価髄

ちというのが働かなければならないから︑

って︑﹁新民説﹂における公徳と私徳を何

ていないのは私が悪い︒そういうこともあ

﹁公﹂なのです︒それをわかるように書い

実にわたるものは梁啓超にとって全て

ば公認です︒もっと言えば︑国民国家の内

えている武士道は公的なもの︑簡単に一言え

それで武士道云々のことでいうと︑彼が考

か︑ということが一つあると思うのです︒

よりも︑公と私の使われ方の違いではない

います︒ですから公と私の関わり方という

て言うならダブルスタンダード的に使って

文章を書く時︑使︑っ時は全く違って︑敢え

は論理的にはそうなのだけれども︑実際に

その意鴎が途中で挫折して中断した︑と私

政治的な目標を説明するために書き始めて︑

そのものが実は完結した文章ではなくて︑

か︑分かりにくくなってしまう︒﹁新民説﹂

いるわけです︒それで混乱が生ずるという

後者では公と私の関係性は実際には崩れて

だとの議論を展開するのです︒とすれば︑

時には︑公徳が創れないから私徳を養うの

られていたのに︑のちに私徳が論じられた

は︑今から創るものとして必要な公徳が語

くなります︒かつて公徳が論じられた時に

を一一一一口うためのものですから︑対概念ではな

実際に書かれる文章は全く違う方向のこと

もちろん公徳の対概念として在るのですが︑

私徳を書いたとき︑頭の中では︑それは

求める前提として弱小閣に一体化する気持

られるか︒素人判断だと随分違うような気
らかの倫理体系︑道徳における公と私の対

の国民国家論の中で私徳論がどういう位置

もするのです︒その限りでいうと︑さっき

に︑梁は挫折したのです︒それは梁啓超が
頼りなかったからではなく︑彼が活躍した

は見ています︒福沢なら挫折し・なかったの

時代︑中国の置かれた状況からしてそうな

いといけないと思う︒梁啓超は﹁新民説﹂
で︑確かに公徳︑私徳の両方を書きました

概念として見ることには︑相当慎重にしな

が︑公徳が非常にすっきりしているのは︑

づけ︐を与えられるのか︑おっしゃった武士
もわからないし︑狭間さんの論文を読んで

道論との関連で︑私が﹃新民説﹄を読んで
もそこのところがまだ釈然としない点でも
らざるをえなかったのです︒

るのはモンテスキューの﹃法の精神﹄の翻

宮村田本の場合︑私が公徳論で連想す

たと思います︒

時の日本で公徳の唱道はかなりなされてい

編﹃歌美公徳美談﹄が訳載されますが︑当

狭間のちの﹃新民叢報﹄に日本育成会

です︒だからこれは非常に面白い︑流石だ

nFaini
﹃門誌なし︑と言っているわけなの

論の中では唆味なんです︒梁啓超は鰭教に

この問題は︑少なくとも日本の明治期の議

ということを梁啓超は一一一回うでしょう︒あそ

儒教で言︑つ徳は私徳であって公徳ではない︑

の問題で︑あれを読んで非常に面白いのは︑

ゆる丘三円三江口ぬと儒教的﹁徳﹂との関連

の問題を含むことになると患います︒いわ

ールに置ける日本の現実があって書いてい

って︑ということは︑彼のその認識とイコ

てて新しい近代国家を作ったとの認識に立

なのですが︑日本はそういう古いものを捨

らくこちらが考えなければいけないところ

のだと強調します︒そのさいに︑ここは恐

とするものは以前とは違う︑全く新しいも

んだとはっきり分けて︑自分たちが作ろう

も︑国家対人民︑社会対人民の関係はない

はだめなんだ︑あれでは人間関係は築けて

啓超なら近代国民菌家を考える時に需教で

宮村その公徳論のモデルというのは具

執筆開始当初は公徳だけで済ますつもりだ

訳︑﹃万法精理﹄です︒つまり︑共和制の

と思ったんです︒儒教の徳は︑突き詰めれ

ったか︑公徳に包摂された私徳との位置づ

あるのです︒

精神としての徳︑三江口ぬとして紹介されて

ば全部人間関係の中での徳であり︑私徳だ

狭鰐梁啓超における公徳と私徳は︑お

いるものです︒その場合︑この﹁徳﹂︿守

い日本の現実が指摘されると︑公徳から私

るのだと考えていた︒だけど︑そうではな

体的には?

宮ぬは︑私徳ではなくて公徳である︑とい

と︒だから公徳ということをいった時はつ

徳への転換の問題とも関連させて考えねば

うことが註でつけてあるんです︒正確にい

だという意識が非常にはっきりしている︒

なりません︒

まり︑それまでの儒教にはないカテゴリー

の徳にて即ち心術上の徳を公利公安上に施

それこそ国民菌家を内側から支えるものだ

いますと︑﹁悲に論ずるものは所諸政事上
用したるものなり︒決して道義上の私穂に

が私徳論の強調になっていく時にどういう

ということを非常に鮮明にした人だ︒それ
ふうになるのか︑というのが私にはまだ釈

いんで︑そういう意味で梁啓趨の﹁儒教に

なんでいうのは儒教のカテゴリーに元々な

かに違うかという意識が当初はある︒愛国

宮村つまり︑日本だと忠君と愛盟がい

これは︑もともと英訳版につけられていた

あらず﹂(巻之三)というわけです︒しかし
ものを訳したので︑その意味では十九世紀

然としないのですが︒

興味深いのは︑日本の側でそのあたりが陵

だと︑新民説の公徳の節で一冨っています︒

兆民﹄の注で︒

狭間あれは教えられました︑﹃理学者

たいな保守派ですら︑そうなのです︒

公鯨なし﹂というのに繋がる︒西村茂横み

の英語の︿︿
55﹀ に も こ う し た 註 を つ け
の︿︿一己完﹀とは隔たった用法が定着して

狭間梁啓超は︑儒教には公徳はないん

いたことを示していて面白いのですが︑そ

味なんだという宮村さんのご指摘です︒梁

なけ札ばならない︑つまなモンテスキュー

れはともかく︑儒教の伝統のなかでは︑別

っ
'
'
﹄
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合の有機体論というのは家族国家論に繋が

国家有機体論ですね︒ところが︑日本の場

と繋がっていくわけです︒社会の基本単位

すね︒梁啓超の場合︑社会と個人の関係を

が家族であって︑それが同時に国家の単位

説明する際に有機体論がベ!スになってい
狭間それはもう梁啓超は︑国家学説も

宮村ところがすぐに忠君と愛国がくっ

社会学説も全部有機体説だと思います︒日

付いてしまうでしょう︒教育勅語もそうで
しては︑梁啓超はずっと一貫していると思

にまで拡大されていく︒そういう意味での

っていきまずから︑社会と国家がずるずる

う︒公徳︑私徳の違い︒忠君と愛国は違う︒
本モデルとの関係で言ったら︑有機体説は

はやはり相当違ったものではないかという

有機体論と梁啓超の言う有機体論というの

ると思うのですが︒

その上での使い分けというのか︑状況にお
当時︑それほどの力を持っていたのでしょ

すけれど︒だからその違いということに関

ける力点の置き方の相違だとすると︑私は

うわけですから︑それほど違うと考え・なく

狭間まあ︑国家が家族の拡大版だと一一言

気がするのです︒

機体論というのと社会有機体論とはやはり

{高村有機体説といった場合に︑国家有

うか︒

区別されるべきだろうと思うのですが︑梁

の思想史の側から見ていると︑やはり梁啓
超の面白さ︑日本と違う面白さみたいな︑

てもいいですが︑同じだと言っていては何

タルとユニットという言葉で表現していま

たと思いますが︑社会と個人の関係をトー

佐藤ただ︑たしか﹁論私徳﹂の中だっ

のですが︑清末のルソ!理解が全部︑原田

気になっているのは︑結局梁啓超もそうな

るという議論ですよね︒そういう意味では

としての国家というものが必要になってく

ときその民衆が秩序をなさないから有機体

かったかという問題について︑宮村さんは

いは読んでいてもそれに即した議論をしな

て﹃民約訳解﹄を読まなかったのか︑ある

革史﹄をあれだけ利用した梁啓超がどうし

論をしないといけないはずです︒ところが

と私の対応関係をきちんとおいた上での議

レベルアップする方向で繋げるのなら︑公

しいですか︒

解﹄を読んでいたのは確かと前提してよろ

論であるよりも︑革命派(あるいは自分の

ろへもっていく︒彼の私徳論の根底は一般

ですが︑﹃民約訳解﹄の海賊版(﹃民約通

介された︑恐らく上海訳書局版︑だと思うの

約訳解﹄に全然触れません︒島田先生が紹

兆民をよく知っているはずの梁啓超も﹃民

ですから彼が読めないはずはない︒とした

啓超の周辺にあったはずだし︑兆民の文章

めます︒しかし︑海賊版﹃民約訳解﹄は梁

で利用しているのは︑楊廷棟訳だろうと踏

わかりません︒彼の引用からしたら︑読ん

刊)までいってしまいます︒その関に﹃民

見の田桐版﹃共和原理民約論﹄(一九一四年

初のイメージというのは少なくとも﹃理学

ですが:::︒梁啓超にとってのルソi の最

結局みんなルソ!の民約論の真髄をわかっ

両方ともフランス革命の哲学︑ フランス芯ヤ

ネガティブな面が強調されてあるわけです︒
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それなら意味がわかる︒そこもやはり日本

公舘私徳の区別というのが非常にカテゴリ
啓超の場合むしろ国家有機体説ですね?

考えておかなくてはならないと思います︒

も見えてこないですから︑違うという事も

ツシユである︒だから﹁儒教に公徳なし﹂
狭間国家有機体説が基本だと思います︒
狭間しかし︑社会有機体説のほうにも
していくかというのが非常に強いでしょう︒

宮村そうですね︒

やはり私徳を論ずる時に﹁儒教に公徳あ
棺当影を落としていると何とはなしに考え
ベルアップするためにはこれだけ必要だと

私徳の場合は有機体のむしろ細胞の質をレ

狭間うーん︑まあ動かない︒と同時に︑

という視点が動かない︒

り﹂ということを︑明言せずに前提する形
ていましたが︑今言われて︑もっと区別せ

佐藤公徳の場合は国民国家をどう形成

で忍び込ませている︑と患いますけれど︒
ねばならないことに気付きました︒
宮村つまり菌家と社会との区別という

そうでないと︑あの議論は成り立たない︒
ただ︑前一一首を正面から否定することは︑同

私徳を一言︑っ時に︑梁啓超は私徳でこれほど
潜の訳︿﹃民約論覆義﹄)に依った楊廷棟の・中

どうお考えですか︒

狭間問題は公徳に達するために私徳を

いう視点でしょう︒

まずいのだから︑わが方ではどうにもでき
訳︿﹃路竣民約論﹄)だということです︒一番

のがあって︑社会のほうはまさに︑砂のご

ないという話としてもってくる︒

問題なのは︑要するに国家とは会社である

じ﹁新民説﹂の中ではやっていません︒

佐藤専制体制下では私徳すらもひどい

です︒国家司会社説はたいへん蔓延してい

約論を読んでいては︑絶対に出てこない話

そうですね︑梁啓超が﹃民約訳

という説明です︒これは我々が今︑社会契

にもならないと︒とりわけ︑民度一般を踏

宮村

狭間それに︑今の中国の民度ではどう

ことになっているという意味合いでしょう︒

まえながら︑革命派︑新しい議論をする連

薪民説を理解しない進歩派)を叩くことに

義﹄)は梁啓超の亡命以前に出ているはず

ら︑読めても分からなかった︑と勝手にそ

﹃民約訳解﹄を読んだかどうかは︑

力点があります︒そうなると議論として本

だし︑あとで広告では何度もお目にかかる

う考えているわけです︒

て︑あれほどフイエ(﹃理学沿革史﹄)に拠り︑

来︑対であるべき公徳との関係性は崩れて

にかかわらず︑改革派も革命派もそれに触

中がだめだからいけないのだ︑というとこ

しまいます︒ただ︑佐藤さんが一宮われたよ

れたものはない︒結果的には︑宮村さん発

える方向に逆転させられていることが気に

ていなかった︑ということです︒﹃理学沿

リの国家論を介して見たにせよ︑いずれも

報﹄第二六号の﹃兆民文集﹄からの転載が

それで国家なり社会なりでいえば︑

ありますが︑田柄の﹁序﹂の一一一一口うところは︑

なります︒

宮村まあこれは︑憶測の域を出ない話

すが︑私徳の場合はベクトルがちがって抑

うに︑公徳の場合は上に向かっていくので

狭
間

沿革史﹄を通して見たにせよ︑ブルンチユ

佐藤それはおっしゃる通りですね︒

間

ルソ l理解をめぐって
狭
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よって︑同時に革命の中でもたらされた独

命 の 思 想 と し て ル ソ iを位童づけることに
かという事が一つです︒

ないとしても私は不思議はないのではない
くともそういう面があるんです︒だからど

ソi像 は 非 常 に 隔 た っ た も の で あ る ︒ 少 な

って︑自分でポジティブな意味を汲み出し

i の思想そのものについて彼の著作に当た

いかと思うのです︒ですから一つは︑ルソ

狂は最初から梁啓超にはなかったのではな

れがあったからルソ!に対する手放しの熱

ルソl に対するある種の免疫があって︑そ

に強調したところがある︒だから最初から

ンチュリにしてもネガティブな側面をわり

むしろそういう意味でフイエにしてもプル

ーを栄光と悲惨といわば両面を持つ思想家︑

想家というふうに位置づけることで︑ルソ

けです︒だからルソ!をフランス草命の思

事 柄 を ル ソi におっ被せる議論であったわ

いってしまう︒兆民はそれを意図的に断ち

議論で︑それを強調すれば革命独裁にまで

というある意味で非常にベシミスティクな

であるかを人民に知らせなければいけない︑

よってご般意志﹂︿乞

g思想ロ今回目ぬが何

立法者が必要になるのだ︑立法者の導きに

ためにはあまりに民衆は無知であるから︑

きく変えている︒ルソ!は社会契約をやる

断したところで︑ルソ!の論旨を非常に大

い問題がありますが︑少なくとも兆民は中

かどうかという問題はなかなか確定しにく

かないわけです︒意図的な部分訳であった

まり﹃民約訳解﹄という作品は部分訳でし

が︑正確度からすると一概に言えない︒つ

違の問題︑これは正確度の問題もあります

それからもう一つは原田訳と兆民訳の相

たかったのに︑学説を整理していたら歴史

啓超は︑経済学説としてはスミスを顕彰し

いケースを取り上げています︒もともと梁

意図と実際の叙述が逆転するという興味深

の論文(﹁梁啓超の経済思想﹂)が当初の執筆

っていたということがあります︒森時彦君

リの歴史主義的な国家論ということで始ま

自然法的な学説より︑当初からブルンチユ

りがあったわけですね︒そもそもルソ!の

民の提供するルソーには︑より大きな隔た

いものに映ったであろうと思います︒

には非常に階たった︑あまり触手の伸︑びな

民訳﹃民約訳解﹄の政治社会構想は梁啓趨

いたかが問題ですが︑そう︑だとすると︑兆

こまで︑もし読んでいて梁啓超が気づいて

裁であるとか政治的不安定であるといった

ていこうとするような努力の必要性を認め
切っています︒そういう立法者を要しない

判の論調が支配する中でルソ!に出会って︑

つまり︑兆畏は定例問的にルソ i批

に関して︑梁啓超が読んだ上で言及してい

そういう意味では﹃民約訳解﹄ということ

対する姿勢の決定的な違いだと思うのです︒

はないか︑これは兆民と梁啓超のルソ!に

た役割に対する非常に高い評価と︑しかし

り︑梁啓超の福沢というのは維新に果たし

として支持する気持ちが私には強い︒つま

宮村その上で夏さんの指摘の方を依然

﹃民約訳解﹄で兆民が映し出そうとしたル

ルンチュリが前提にしているルソ!と︑

者を訳さないで終えています︒フイエやブ

ような努力が必要なのだという形で︑立法

も媒体としての日本︑つまり西洋に対する

対する内在的な理解ではなくて︑どこまで

であったけれども︑彼の関心は明治思想に

超はあれほど明治思想に対して熱心な読者

ことかと私なりに考えてみたときに︑梁啓

書であり︑概説書である︒これはどういう

うのです︒

面との並行関係が非常にはっきりしたと思

啓超の内部における政治思想菌と経済思想

かざるを得なくなったことです︒これで梁

狭間それは大変に面白いお話です︒兆

ていなかったのではないか︑どこまでも部

いかにルソ!批判の中からルソ iを救い出
福沢自身の思想に対する︑あるいは主要作

分的な利用ということに留まっていたので
学派のイングラムやコッサの顕彰に落ち着

すか︑という思想的関心ですから︑梁啓超

品に対するある意味での軽視ですね︒つま

{昌村

とは逆だと思います︒

超が福沢の﹃文明論之概略﹄を一応読んで

て︑この本でも非常に教えられたのは梁啓

ないかと私は思うのです︒その問題も含め

宮村ですからそれはすれ違ったのでは

った︒少なくとも梁啓超の中に読み取れな

がどこまであったかというと︑それは・なか

作の中で格闘した問題に対する関心や共感

うことは有り得たとしても︑福沢があの著

略﹄にしても︑部分的な利用や素材化とい

り﹃学問のすすめ﹄にしても﹃文明論之概

ということが︑私は拭い去れない︒

上の意味を持っていなかったのではないか

ろ手っ取り早い西洋への通路ということ以

のなかでは当初から意味を持たない︒むし

いか︒明治期の主要作品に対する格闘は彼

媒体としての意味を越えていないのではな

すれ違いの上に成り立つ東アジア文明盤

いたのだという指摘があって︑これは私は

い︒それは﹁和文漢読法﹂の限界でもあろ

にしても︑日本の明治思想史の中でいわば

民の問題にしても︑あるいは睦鶏南の問題

福沢だけではなく︑今︑話に出された兆

て直面している問題を日本の経験から学ぼ

のモデルになるか︑中国という大国にとっ

であって日本の例は考厳には鑑するが中国

あって︑中国は大国であって︑日本は小国

ですが︑日本をそヂルとして見る場合の留

宮村日本人に読みやすい文章は梁啓超

もっとも思想的水準の高い作品は︑梁啓超

したことから学ぶ必要があるか︑と彼がど

うとする必要があるか︑福沢が藍面し格闘

うかとも思うのですが︑果たしてそれだけ

には拍車叫みづらい文章である︑と︒それに対

の﹁東学﹂の世界のなかでは無視されてい

こまで考えたか︒私はやはり︑梁啓超の明

保は︑別の面で言えばおよそ格が違うので

それはさっきのモデル論にも関連するの

教えられた︒夏さんの研究は︑梁啓超は福
沢を恐らく読んでいないと:::︒

してこの共同研究のなかで具体的に﹃文明

るか︑そうでなくとも非常に低い比重しか

かというのが私に残る疑問です︒

論之概略﹄の痕跡というのが示されている

与えられていない︒むしろ︑梁啓趨が非常

狭間徳富蘇峯は読めても︑福沢諭吉は

個所は非常に教えられて︑私も該当する個

治思想への関心の中にはそういった思想的

読めないという理解︒

所を鵠叫んですぐ比較対照してみました︒

に高い比重を与えていたのが︑第一に翻訳

狭間主として比較ですね︒
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狭間今一一一一口われた非対称性の指摘は大い
り得て︑中国にはそれがないから中国より

成があるから︑そこにまた白血の契機があ

想との︑つまり権威と権力との二元論的構

に啓発されました︒東アジア文明圏という
日本のほうが文明化への内発的要素・可能

題だ︑と感じます︒

一言葉を使う場合︑近代文明とはユニヴァ i
たどり着いた結論です︒

性をもっているのだ︑これは福沢が必死で

共感や内在的理解の姿勢がどうも見られな
非対称性が前提になっている︒ちょうどさ
サルなものですから︑無媒介に東アジア文

小国﹂の枠を通したある種の

っき一一一日った北一輝が日本書の中国への影響
明というのはなく括弧でもつけておく方が

1

後進﹂の関係で捉えるのと別の

い︒﹁大国

を﹁先進
i

意味で非対称的関係性が前提にあると患い
単に︑ヨーロッパの文明論を下敷にして考

それはいいかどうかは別にして︑福沢は
えるだけでなくて︑ヨーロッパの文明論が

よいと思います︒
宮村福沢なら福沢が﹃文明論之概略﹄
前提にしている︑ある種の地理的決定論で

小国﹂とい
の中で富一面している問題というのは発展段
あるとか風土的決定論であるとかといった

i

問題をみていたのではないかというのが︑

う枠のなかで︑落差の感覚で中国と日本の
階論の中で位置づけられた︑つまり半開と
ものからどうやって抜け出て︑非ヨーロッ

ます︒梁啓超は︑この﹁大国

私の推測で︑そうだとしますと︑日本の慨
いうものをヨーロッパの文明論に依拠して

して位置づけられるような︑日本の位置と

ヲ令︒

からも中国の側からも︑両方すれ違ってい

のが東アジア文明国であり︑そこのすれ違

るのです︒そのズレの上に成り立っている

はムマにまで続いているという気が私にはす

のすれ違いということであって︑この問題

くるのは︑二重の意味での非対称性の論理

出会いの経験を通して結局浮かび上がって

だという︑それ自体大きな日中関での知的

を抜け出る一つの手がかりは︑日本とシナ

沢がその問題に註記していて︑そしてそれ

ていた問題です︒﹃文明論之概略﹄で︑福

ばできないのだというのが︑福沢が藍面し

精神的脱出の試みとパラレルにならなけれ

脱出というのはヨーロッパ的文明論からの

抜け出るか克服するか︑つまり半開からの

の決定論的な枠組というものをどうやって

い︒つまりヨーロッパの中にある︑ある種

とっての思想的根本的問題を内側から理解

兆民が別の形で開題にしたような︑彼らに

から︑先ほど一一一己ったのは︑福沢が問題にし︑

題であったなあという︑それがずれている

懸命考えようとしていた問題とは違った問

梁啓超の関心にあったものは︑福沢が一生

の問題は落ちている︒そうするとつまり︑

の前後はまさに採っているが︑きれいにそ

その﹃文明論之概略﹄にあたりながら︑そ

するか︑それが問題だとすると︑梁啓超は

パ盟における文明化の可能性を独自に構想

いの問題は︑東アジア文明圏なりどういう
との文明の違いだ︑つまり日本は宗教と思

いる限り︑精神的な意味でも抜け出られな

言葉を使うにしろ︑日本と中国をコミに扱

あれほど熱心に梁啓超が明治思想を学ん

うとき向き合っておかなければいけない問

一つの責務というつもりが有ったのですが︑

発想の異同が浮き彫りになりましたが︑こ

いて中国研究者と日本硯究者の問題意識や

にわたる議論の中で︑さまざまな論点につ

で議論ができるようになりました︒長時開

梁啓超にとっての明治日本についてのわれ

れも﹃梁啓超﹄によって共通の土俵ができ

うな日本思想史研究者とはじめて同じ土銭

われの研究にたいする有用なご教示︑ご批

た故のことだと思います︒考えてみると︑

宮村確かにそうです︒

狭間おっしゃる事はわかるような気が

判︑有難うございました︒この初歩的な成

狭間日本の中国近代史研究にとっての

するのですが︑しかしそれを言うなら︑福

果が新たな呼び水となって︑﹁拙碍引玉﹂︑

これまで不当に軽視されてきた近代中国の

してみようという姿勢は︑少なくとも梁啓

沢が格闘した半開からいかに抜け出るかと

中国史と日本史の双方から東アジアの近代

の西洋思想受容も︑二O世 紀 初 頭 の 一 時 期

思想家は梁啓超に限りませんし︑

超の中には見られ・なかったのではないかと

いう問題は︑やはり梁啓超も一番解決しよ

の文明史的特色の解明が進むなら︑望外の

い︑つことです︒

うとした問題だったと思います︒ですから
章一回びであります︒

E本経由

いは︑福沢がモデルなしに︑モデルなしに

個人的な資質を別にすれば︑現われ方の違

その意味で︑西洋にたいして東アジアの

としであったのだと思います︒

関係を不幸なものとする︑そのようなズレ

の後の展開のなかで分岐点となった両国の

ら当然に差異はある︑その差異は結馬︑そ

に身を置いてその問題を考えている︒だか

を抜け出すのに成功しているというところ

にたいし︑梁啓超の場合︑日本が一応それ

日本経由の西洋思想受容という︑欧米や中

本格的な分析が加えられました︒しかも︑

評価されがちな思想家に対して︑はじめて

思想発展史という観点からすれば否定的に

の共同研究

ることが多かったのですが︑狭間さんたち

ルとする革命思想の発展史として叙述され

中国近代思想史は毛沢東思想を究撞のゴー

ありがとうございました︒しばらく前まで︑

佐藤長時間にわたって議論して頂き︑

して︑討論を終えたいと思います︒

非とも復刊することをみすず書房にお願い

ですから︑絶版になって久しいこの本を是

も小野川秀美先生の﹃清末政治思想研究﹄

信頼できるチャートで︑それは何といって

究者にとって必要なのは近代中国思想史の

者の仕事になるでしょうが︑若い世代の研

事は︑狭間さんや私の後に続く世代の研究

れから始まるというべきでしょう︒その仕

れで終わりということではなく︑むしろこ

が﹃梁啓超﹄でおやりになった試みは︑こ

に限られません︒その意味では︑狭間さん

文明ができるのですが︑中国の場合は西洋︑

国での梁啓超研究では比較的軽視されてき

とい︑っか︑ヨーロッパと直接向き合ったの

中国に加えて︑媒介としての日本という三

た問題に焦点を絞った結果︑宮村さんのよ

ιよって︑梁啓超という︑革命

ねばならないのではないかと考えています︒

者の関係性をもっと意識的に追求していか

QU
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