光緒帝西太后の死去と在日康梁派
‑活未における在日康梁派の政治動静(その四)‑
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征服王朝たる清朝の欽定立憲体制の礎石として憲法大綱が公布をみてから嬢か二伸用,
∩
光緒34年10月21日(砦崇) 22日(王TTAB1%｡)光緒帝と西太后の相継ぐ死去が発表されると,清末中

国の政局は俄然緊迫を告げるに至ったのであるが,とりわけ,光緒帝の死因をめく･､り北京の

内外は浮説紛々たる有様であった｡
いまその一斑を紹介すれば,明治41年11月18日づけ報知新胤は,不安に動揺する北京の表

情を衰世軌が毒殺との噂さにからませて
｢△皇帝毒殺さる(壬新芽)西太后の危篤に瀕せらるゝや皇帝を毒殺するの必要起り之を毒
殺したるものなる事今朝天津発行の仏字新聞に出で人心動揺せりJ
と伝え,更にその詳情に就て

｢清国宮中の腐敗は到底吾人の想像の外にあり,故に今回雨宮卒然の崩御にして疑ひを容
るべくんは西太后の崩御よりも寧ろ皇帝の崩御こそは疑はしきものにて,既に或一部にては

皇帝毒殺説をさ‑唱へられ屠れり｣
と述べて,疑惑の中心人物に官官李蓬莱の名をあげ,李が腹臣の官官香三1‑三なる者を両宮の

側近に仕えさせ｢皇帝に対してほ顕に忠義を粧ひ専ら皇帝の秘密を探り常に之を西太后に奏
上し店たり｣として,李蓮英と光緒帝との敵対関係に触れ,従って｢若し光緒帝にして毒殺
されたりとすれば此香王こそ皇帝に毒を盛りたる老ならん｣と某清開通の談話を報じてお
2)

り, ｢真性凱歓三好｣も,光緒帝の死因を衰世凱と結びつけながら

｢当時之説,為真Ltr凱族便怪官李蓬莱観取

雌真否不可知,要亦為反映哀之残忍｣

といゝ,清朝を亡ぼす者は衰氏であると唾さされたと伝えている｡これによれは

光緒帝

毒殺の脈絡は下手人香王‑命令者李蓬莱‑嚇使老衰世軌ということになりそうである｡
周知の通り,光緒帝は戊成政変以来幽閉同様の身となり,加うるに健康勝れず,死去の際
3)
も十日以前から東京駐在の清国公使館に｢不橡の報｣が内報されていたものであり,西太后
の場合も大行太皇太后遣詔によれば,欽定立憲体制推進のために夏秋以来過労が老身を蝕み
つゝあったことが知られ,これを例えば,両宮崩御の前後における順天時報｢論診聖窮亦叫
4)

碍外医｣ (2022) ｢上諭著醇邸摂政｣ (2024)及び｢号外｣ (2024)の諸記事に併考すれぼ

両者の相

継くや死去は或は全く偶然の事実であったかとも考えられ,げんに,朝日新聞｢清岡皇帝兇
変の真相｣(去…召)にいう｢親王大官等と親交ある某氏が最も確実なる筋より'Lijでたる説として

或筋へ報道したる兇変始末記｣や徳宗造事所収｢王照談話｣ (芸h9),清朝末路秘史｢烏珍の所
5)

談｣(壬㌘芸)は,むしろ毒殺否定に傾かしめるものがある｡

光緒帝毒殺に.lJ題の真相は.要するに依然たる謎とすべきであろう｡

だが,それだけに戊戊以来の政治的因縁ともからんで一般には深い疑惑をよんだものらし
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く.在日革命派も当時｢今回の北京変事は必ず尋常の出来事にあらざるべく,何者かの陰謀
6)

に出でしものならんと信一｣じ｢活動すべき時機到来せり｣とみていたようである｡
7)

事実,北京政府は.十月己卯の諭に
｢乃有不送之徒.造言生事,煽惑愚衆,更有海隅匪党,潜謀内渡,妄思捕乱,若不従厳査
禁,深恐擾害治安｣
8)

といゝ,辛巳の諭に

｢孫杖有来華之説,難保非暗中主便,沿江沿海各省,恐有逆徒響鷹｣

とみて,端方ら東南督掛こゆめ疏僻なきことを厳諭する等徹底的な警戒態勢を全国に布令
し,更に日本政府も,明治41年11月18口づけ北京駐劉伊集院彦吉公使から外務大臣小村寿太
郎あてに
｢日下ノ時Jl:I‑革命派兵他不遇ノ徒二好機乗ズベシトノ観念ヲ抱カシメ彼等或パ吉動セザ
ルヲ保シ難シ,清閑政府二於テ‑疾ク各地督撫二電訓シ此際最モ治安ノ保持二意力スべキ事

ヲ命令シ今日迄‑何等異状アルノ報告二接セザル趣ナルガ,従来革命派‑往々我国ヲ策源地
トナサムトスルノ傾7リ,我青年壮二L･ノ内ニモ事ヲ好ム者アリテ清国官憲ノ掛念スル所ナル

ヲ以テ此際鼻筋二於テ特二監視セラレ,尚政府ヨリ各開港場及台湾韓国等二電訓ノ上渡航者
二注意シ駐シキ老ヲ取締l)テ以テ特損保全二関スル我誠意二対シ清国及世間ヲシテ疑ヲ挟ム
9)

ノ酔柄ナカラシムル様致シ度シ｣との電話をうげ,直ちに｢厳窮ナル警戒ヲ加‑｣るべく,
10)

国内は勿論,遠くシンガポール･マニラ領‑E#にまで電訓を発する協力ぶりをみせたのであ
る｡

[二日,lj‑･r.掴政府のかくも嬉しい取締り態度は, 10月26 r∃夜(砦壬措)に発煙した熊成基の所
lい

謂戊申安慶の起事を｢異常の兇榊こ属す｣とみて｢迅速なる撲滅｣を厳命した動きにてらせ
ば首肯するに難くはないが,然し,当時の革命派陣営の全般的動向は,別稿に於て既述した
12)

･Il国革命同盟会の内紛や河口の役失敗直後の情況を反映して,黄興の所謂r今トー7/兇変ノ､余
等年来ノ抱負ヲ遂行スル̲Lニ於テ極メテ好機会ノ様ナルモ,肝腎ノ軍資金二乏シク,殊二各
13)

周政府ガ我々革命党ノ行動二対シ如何ナル態度ヲ取ルべキナルカヲ研究スルノ要アリ｣と
か,宋教仁の｢清帝及西太后ノ崩御‑余等革命党員二取T)千載一遇ノ好機ノ如クナルモ既二
新タニ皇帝ノ冊立セラレタル以レ､吾同ノ慣例トシテ内紛モ起ラザルべク,随テ統一二欠ク

ル処アル吾革命党員ガ乗ズべキ機会モナカルべシ,然レトモ九年ノ後ヲ期シテ施行スト云フ

立憲政ノ詔勅モ必ズヤ反[日､ナルナキヲ保セズ,故二吾々‑飽迄革命ヲ絶叫シテ根本的弊政
14)
ヲ革新スルノ手段ヲ講ゼザルベカラズ｣という談話からもさぐりうる泊り,折角の好機とは

みなしながらも革命派自体の内包する軌封こ禍されで貯らくほ軽挙をさけて時節の到来をま
つというILl ･T,二的態度に.LLiでざるを得なかったのである｡

かくして,一時は
｢ I.L.jl貯TI/､天寿ヲ以テ脳ゼラレjLルモノニアラズ,北京二内乱起り兇徒ノ為メニ我セラレ

タルモノナラント云ヒ,叉‑両陛下ノ相継テ崩御セラレクル‑何人力陰謀ヲ企図シ居ルモノ

ナラント唱‑,戎‑古来支那帝国‑大約三百年ニシテ滅亡シタルモノ多シ,現清朝モ開国以

来既二三百年二重ソトスルヲ以テ今回ノ事変‑之ガ動機トナリテ革命党ノ反旗ヲ麟シ清朝滅
15)
亡ノ期二迫リタルニ非ズヤ｣

等の流,‑;.一哉語に暗雲低迷していた北京の政局も,醇親二仁を摂政とする薄儀のl叩位と豪壮凱
1O)
a)罷免とをみた結果,犬養毅の所謂親｣二聯合派の勢力によって漸く鎮静にむかうに至ったの
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である｡

17)衰世軌の罷免は給車中陳臥御史趨柄鱗らの弾劾により,光緒3時11月･ jti疾を理由に草
職されたものであるが,然る所以には容奄弟子記(懇4)に

｢十月二十二日徳宗鼻駕,遂以宣統帝人承大銃,公慮孝欽后年高,且皇族中亦頗有争競継
統者,主幼国危,無所統率,必生変乱,侶議以醇親コ三載豊監国,二十四日孝欽后遥崩,干是
公与二三老成,従容定策,ヒ轡無驚,中外威深欺服,公感悼孝欽后知遇,軽快大喪事竣亦即

告退,乃末及上書陳請,而局勢忽変,論時事者,言嘘論雑,成莫測其由来,不知公之去位,
寅由子派大使一案也｣
とあり,又,衰世凱全伝(誓7)に

｢時光緒帝病勢日劇,皇嗣未定,醇王子薄儀皆立,表慮共修前怨,且慶工亦縞有立我長孫
之志,於是二人相謀,排斥醇工之子,然卒不成,既而帝后相継姐落,真思有以娼醇上.以宜
立長君為言,醇土怨斥之,衰大阻喪,逐以薄儀(宣統帝)継凍大紋｣
18)

とある通り,満州をめくやる対日牽制を狙いとする中英聯盟朝di'唐紹儀の派遣問題と慶祝l･.
19)

と結んだ皇位継承争い,さらには別稿で論考した欽定立憲体制の樹立にからむ衰LU‑凱の老拾
な政治的進出等が指摘出来るのであり,外務省保管記録文書は,光緒帝死去の折,両官の崩

御を機会として政権を漢人の掌中に奪取すべく,陸軍大尉加藤俊夫を介して,日本政府に対
し｢武器弾薬ノ供給｣申入れを試みたという注目すべき衷世凱派準人グループの動きを伝え
20)

ている｡

加藤大尉の石井外務次官‑の面談によれば,計劃首謀者は張彪であり,瓜三省総督徐ui'呂

らも関与していたらしく｢本件漢人派ノ計避タルヤ孫逸仙一派ノ革命派,若ク‑康有為派即
チ保皇派ノ如キ烏/uLノ会衆二依り事ヲ成サントスルニ非ズシテ,其組織ノ成分‑重二清国陸
軍現役軍人ニシテ必要ナル連絡‑既二調ヒ店レリ, F]本政府ニシテ此計基二援助ヲ与フレ
バ彼等‑満州ヲ日本ノ手二帰セシムルモ異議ナシトノ事｣であったという｡つまり,満洲と

引き換えに哀世凱派の革命的クーデターに軍事的支援を乞うたものであった｡石井次官は即
座に日本が｢極東方面二於ケル絶対静穏ヲ必要｣としており,従って｢清図二於テ此際動乱
ヲ惹起スルガ如キ計基‑単二之ヲ賛助スル能‑ザルノミナラズ,甚シキニ至レバ己ムナク之

ヲ防圧スルノ手段ヲ取ルニ至ルベシ｣と拒否し.結局ことは未遂に終ったのである｡

張彪,徐Ltr昌らの蜂起計蓋が果してどの程度まで具体性をもったものなのかほ,いまの私
には全く不明であるが,それにしても,豪壮凱派軍人グル‑プのみせたこの悦しい動きは,
戊成以来,西太后にとり入り.慶親王派と結んで着々L'l己の勢力地盤を築きつゝあった衰世

凱が,光緒帝西太后の相継ぐ死去を契機に,やがて失脚せんとする時点における北京政府の
21)

複雑な内情を推知させるに足る一事件であったと云えるであろう｡

(2)

のみならず,私は光緒帝の死去に哀世凱が関係ありとする巷説の流布の背景には在日康梁
派の活額な政治的策動があったとみるのである｡
22)

明治41年11月19日(語讐完晋)づけ逓信省通信局長通牒は
rlLT‑3‑宮禍変,哀為罪魁,乞諒賊臣伸公t乱

康有為梁).11f超｣

とある梁啓超の発信電報が各省督撫あてに打電さかたところ渦叶電信主ft''･;T1‑に押えられた
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と伝えているが,光緒33年9月,抱負にもえて発足した政聞社が北京政府の蝉虻の前に僅か
23)

1年足らずで解散に追い込まれた後. ｢日来己界百事,専務著述･･･‑政治生活此時固無従下

辛,然謂意地棄之, lu非惟於義有所不安,即於勢亦有所不可‑‑此身惟有奉献之於政治界耳
‑‑･時機之未熟,再養晦以待之可也･･‑弟現在専従力著述,非惟養晦時代固鷹如此,抑亦為
磯所駆｣ (業琵￡葦墓誌雲警巻17)

と暫らくは沈黙を守りつゝ著述に吋念していた梁啓超は,同年冬横浜より兵庫県武庫郡須
24)

磨村の麦氏別荘に移り,雨宮死去の報を知ると俄かに活動を開始,在日康梁派の糾合に着手
したばかりか,折から来日中の鳳山や盛宣懐を密かに旅宿に訪ねると倶に, 17･ 18･ 19日の
25)

3日間に亘り江蘇安徴湖南鹿東河南福州在住の同志に21通の秘密電報をうち, 22日には湯覚
頓(要撃蒜望)張寿波(鮎)呉肇祥(孟昏)等と協議のうえ, 23日北京の外務部部長長勘啓(棚)あて

に日本中国領署名儀で2通の書留郵便を,上海広智書局何活逸ほか5名に同文学校名儀の普
通郵便を, 25日にも長勘啓,何清逸あてに各一過,並びに東京九段中坂法政学社黄可権と北
26)

豊島郡高u]村蝦瑛館李理恵あてに各一過を発送するという動きをみせるに至った.
27)

然かも,長劫啓あて23日の書簡には

｢新帝既立,醇邸摂故.以醇王之賢,薄海内外,必以手加額,惟討賊復仇之挙,刻不容
緩,而普此変乱紛某之際,最不能不取奇才異能之士,以定危局,以報先帝｣とか
r鳴呼不意,好賊意敢悼逆如此,先帝己失,貯頗猶道道法外,呼天槍地如何之｣
28)

と記されていたとあり,また梁任公先生年譜稿(3517)所収の蒋観雲あて五通の書簡も倒衷

除真のために摂政工,粛親王,載沢らに働きかけるべく内地の同志と連絡していた事実を語
っているのであるから,以上の梁啓超書簡を, ｢待之弥月,不能隠忍,敢冒斧銀之誌,敬以
29)

l二間｣という恐らくは光緒34年11月と推定される康有為のr上摂政王書｣が

｢白頃日読官抄,見大喪之穏無異尋常,量先帝之喪寅由天禍,而非有如外間所擬議者耶,
抑有深哀隠痛,為臣子所不復忍言,而困為先帝講之老耶,海外孤拳固不敢妄為臆測,雑然逆
臣衰世凱為先帝之罪人,固己昭昭然天下所共見.苛有衆道之事,其悪固擢髪難容,即無難逆
之跡,其罪亦難従末減,有為窮受先帝厚恩,而先帝之知世凱,寮由有為,今有為若不掲其悪
面正其罪,即将何lE1‑日以見先帝於地下,故敢涯述前車,為殿下陳之｣

と前言した後
｢夫使先帝之喪而有可疑,即逆謀必出自性凱同無論実｣

と断定して,戊成政変義和団事変を中心に哀世凱のr誕君誤国の罪｣を埠述し,以て｢先
帝のために大仇を復し国民のために大義を除かん｣ことを｢泣血謹上｣した処に考量すれ
ば,当時,康有為梁啓超らが一面,醇親王以下の所謂親王聯令派による宣統帝の新政に多大

の安堵と期待を抱きながらも,同時に光緒帝の死去を衰世凱の惇逆に結びつけつゝ ｢課賊復
仇｣を叫んでいた事情は,最早や否定すべくもないであろう｡
のみならず,時を同じくして.東京憲政分会の｢公撤｣なる不穏文書が北京南京はじめ清

国内地の官公私立学校にあてゝ続々発送される動きもあり,遂に両江総督端方が南京駐在井
30)
31)

原真澄領事に厳重な取締り方を要求するに至った｡撤文の内容は
｢飛啓者,昨於公使館員処探悉,北京密電云,真性凱乗大后病危,潜通内侍,軌哉皇上,密
召妻楊各軍,入京自衛,将文殊新帝纂位,草匪乗机起事云云,案此則皇上確係被献,凡我臣
tC･謡知君父之仇不共戴天,況草匪入京大乱在L3IJ,我四寓寓l胡乱

従此無召集国会之望,与共

愈々待葬於刀兵之下,不如各出死力,大典義師,直鴇燕京,声罪致討鼻豪速之首,以慰皇上
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在天之霊.生州為義民,死別為義鬼,我四甫寓同胞,其各奮或而起,帽失此時機便逆賊得忘

我済受軋

中間幸甚,凹嵩高同胞幸甚,東京憲政分会会員公轍｣

と記した後r皇卜駕崩之可疑｣という見出しで光緒帝の遺徳をたゝえた前文の末5‑gに,
r惟是変起倉梓,疑餐殊多,哀痛之除,謹以一一質諸天下｣と述べて六佃条を設問,外聞に

喧伝する浮説が必ずしも無根とはなし得ないとみて人々の速やかな奮起を促したものである
が,所謂六個条とは
1.朝中立儲,党派紛岐,共著者I二1醇党慶党,醇党謀立今J.lil,=,而慶党意在湘南,党醇者為

粛邸繊良張之洞等諸人,党慶者乃衰世凱輩
1.自今帝.延生以来,醇邸恩脊特隆,福晋等出入禁朋宮廷間,頗為密切,宮横怪官英不変
口称徳(試問何舶▲絹馴之歓可

1. E'‑l皇太后訓政以来,使臣権胤

Lfl･在製抑Ip]碧之申. lni傾t;用･f閥亦小I'l安,慮̲r;汰后

ljJ年後(‑Il大広‑乱風=･:ihrE軌如(.IJ始見白雀)

1.皇上兼崩之乱

以国家柱石老出之慶邸,而便往来陵祝皇太后寓寿穴,及皇上巳崩之

後,即喧伝大畠病,既而病鼠甚而病危,再甚而崩(藍豊諾宝荒如何以''臼派弧柑Lr州先後之鮎若何)

1.皇上駕崩之夕,倉皇冊立太子粗慶邸末IL!他(‑共時宮‑大附可
1.数月前某報, ■.Y..有皇l二無疾而遍国利'J(i,煩雑瑞其作用之乱

今乃倉皇lll頼比後駕崩,

兇先老雨後平,抑後者和光平
であったという｡

但し,右のうち,第一条に就てほ犬養毅も当時月ヒ京政局の今後｣と題して虎京IIH新

聞(誌ja)に発表した処であり,第四条にいう慶親土の東陵行も東京朝日新聞｢清国皇帝兇変
の射U33'(妄言nRhこ併考すればさして問題とするに足りないと朗っれる｡

だが,井原領事はこの東京憲政分会の敏文にそえて
r禍楯知ノ通1)清国一般人心ノ動揺‑未ダ飴り沈静二車ラズ,加フルニ先頃安慶ニテ‑砲

騎兵ノ反乱ヲ企ツルアリテ特二楊子江筋住民等‑不安ノ念二駆ラレ展候際,各学生学生等ニ
シテ右撤文二附和雷同シテ内地ノ愚民ヲ煽動スル事トモ相成侯‑/;由々敷大事ヲ発生七ズト

モ断言難致候間,此際帝国政府二於テ‑在留清国学生中ノ革命党及ビ保皇会等ノ秘密結社二
属スル者等ヲ厳重二御取締柚戊,不穏ノ挙動7ル老‑容赦ナク庸二1二外二放逐被致候様ノ1.‑段
二被出候｣
33)

ことを対清政策の観点から強くうったえてやまなかったのであり,これを
｢近聞有海外逆党,乗国家多難之際,妄思煽乱,鍵意捜造謡言,其証左狂怯

直有便君臣

1二 卜所不忍聞者,復敢刊印画単,分致京外各衛署局所学堂,藩札R･非,多方策鼓,屠心尤属

険悪,著郵伝部,迅竃各処郵政局,認其陳査｣
34)

.35)

とある11月辛卯の諭にてらせば,鳩成jlt;の安慶起瀬の余波に投じたこの倣文の北京政府に

与えた深甚な反響をみるべきであろう｡
ついで12月4日(三三召)北京の伊集院公使からも同様,冶乗釣の申入れをうけた旨の撤1■子と
36)

1)T..せてrヰ込区兵事研究会｣なるものが｢‑鋳良ノ野心｣と題する不穏文書を郵送した事崇を
通報して犯人の厳探かたを要請してきた｡かくて調査した結果,牛込r*.兵rlJ,:研究会の場合は
37)

社会主義者大杉栄の内縁の妻堀ヤス方止宿の谷思懐が山西武備研究会を結成している事実の
L久で該当都上なく.東京憲政公会分会撤文は朱増潜,沈射虹kj的用J (精措,i)章梓(･T,･濯:擢)
3Lq)

張鵬(要人′,t)の5名が麹町[左飯tB町51JH30番地の朱増酢七で謄写したものであ/Jことが川
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.39)

19],関係省

一Fl掴ミ亀井英二郎警視総監から詰責されたという｡
40)

一体,憲政公会とは憲政編査館行走たる楊度が政聞社派と枚を分ち長沙で始めた憲政講習
会を改組して光緒34年6月3 [｣,北京政府の認可のもとに北京欄榎胡同蓮華.'11'=で正式に発起
したものであるが,草程にいう総裁(1名)と副総裁(2名)は欠員のまゝ,楊度が常務員長に就

任して会務を主宰し,常務員は熊帯輿以下794(,,北京憲政公会支部幹j砧主兼評議員長に沈釣

描,牛込区喜久子印IJT'6番地卜宿業立1日鰭所在の東京憲政公会分会は許孝綬(諸宗志墓室)が幹
事長,張恩誌

李机芳,許孝按が幹事,余若頭,表本妾,劉望洋, iLi印川,張恩鼠

胡源

潅,漆運釣,鄭芳.章克恭が評議員,一一般会員は留日学生約百名という構成であったとされ,

草根第一条にr本会宗旨在於確'jE君主立憲政体｣とあり,憲政公会宣言却こ
｢入射無口小求生存,国家無口小石争競,優者愈勝,劣者愈敗,未有口趨退歩而不遭淘汰
者,今中国国勢帖危,民生疾苦至此極英,然政府酎嬉於上,国民酔夢於】F＼各営営於私利,無

謀園之真心,挙国如此而倖国之不亡

即英美徳目亦無必存之理,成敗在人非看天命,言念及

此,為之憤然,激烈之徒,慨累卵之危,求一日之送,其心欲以牧亡,其事反以召乱,使果寒
行革命,胴端蒙回蔵同時解帆lJJj千年之祖し乳

将自此TnJLl竣沈,吾党同人末敢出此,然世界各

国,無不立憲制伸艮権者,吾民凶寓常乃皆雌伏於専制政体之下, /生命財産日在倒懸而政府優
肪小負責任,人民昏昧亦/向E所以F'‑l治之方,雌朝廷預備立憲下詔有年,然挙国上下無肯蜜行

国車,如#什何能救∴吾党於此亦所痛心,平時研究講習既有時H,月附団合運動,以巽開国
会,布憲法,建設責任政府,消醐ilJ之威,免暴動之桐,宏行君主立憲制度,卜安皇室,下起
民権,便吾同日危而之安, 1′忙而之存,合溝漢蒙回苗蔵諸同胞,以与列強争雄於世界,則r'f･

党救国之責,庶以稗償,且我兄弟邦人諸友,其各奮起,共矢斯言｣とある通り,目指すとこ

ろは革命過激の手段をさけて君主立憲体制を実現し,漸莫蒙回苗蔵諸艮族の統合という現体
制を保持しっゝ清未中国の破局的危機を打開するに在り,常務員長の楊度臼身が東壁軌によ
って憲政編査館行走に任用された事リjからも見易い通り,憲政公会は事実上｢真性凱ノ操縦
スル処｣に外ならなかったのである｡

従って,前掲の願文が東京憲政公会分会の手になるとは俄かに苗首し難いところであり,
41)
げんにこの事件を問題視した東京憲政公会分会は自ら犯人の捜査にのり化すと同時に,
｢憲
42)

政公会常務員長楊度与各地憲政公会会員書｣を発表して
川本東京学界,見聞較遠,風説尤多,乃致布板飛血

謂大子i太皇太后及大行ii帝之東,

乃摂政王之所拭,井謂慶粛倫張衰鎖諸人,分党謀逆,以遡定策之功,叉謂大行皇帝以十四日
崩,大行太た太后以二卜日崩,皆閃皇位争奪,秘不発喪,其所宣布有憲政分会等名札
政己無可望,惟有作乱称兵,邦人観之

謂憲

不勝駿詑黙念, ,ti党宗旨竪定,専以憲政為帰,決不

至惑於流言畔挙,若是或者新有此会,為吾輩所未知

否則煽乱之徒,擾名影射,以為鉦竪嫁

FI',･.故地耳,然遠道道迄,惜形際隔,危疑之地不可不防｣

と述べ,ついで光緒帝酉太后死去の経過を具体的に詳説した後
｢部人,lta‑拠伝聞,所知経略,然皇族内務府咽fR‑処以及諸朝貴所述皆同,若使事有可疑,崖

遂全無耗鼠

乃浮議小起於朝而起榊ll',,不起爪車ヨ内面起於国外,其為無根之説,己可不紺而

LIIJJ

と敏文l,Lj容の事実無根を釈Ju,最後に8月公布された憲法大綱によって今次の危局を克服
.LIT.来たと指摘Lて1.I..‑1党の致す所に非守と錐もI.T,lより与って栄ありrと廿持しながら,憲政

の進歩1‑と秩序維持のために会貢の一層の1′1重を要望するという楊度の声明をみるに至った程
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である｡

してみれば,いまの私は上述の5名が在日康梁派たる確証をもたないのではあるが,磨

し,内容と散布の時期から判断して,憲政公会東京支部に名を借りたこの撤文が光緒帝西太
后の死去にからむ梁啓題ら在日康梁派の活額な動きと無縁であったとはまづ考えられないの
である｡

(3)

では,梁啓超を中心とする在日康梁派の如上の動きは如何なる政治的意図をひめたものと
解釈すべきであろうか｡

その間の消息をついた見解として私のあげたいのは
｢政開社‑衰世凱一派ノ為メニ解散ヲ命ゼラレ,加フルニ保皇党ノ崇拝セル光緒皇帝モ崩
御セラレ殆ソド拠ル処ヲ失シタル結果,同党ガ憲政公会ヲ中傷センガ為メ其名ヲ利用シ衰排
斥ノ撤文ヲ配布シ々ルナラン｣
43)

という宋教仁の談話である｡
これはつまり,梁啓超らが遠く遡ってほ戊成政変,近くは政聞社弾圧の策動という多年に
亘る政敵‑の怨恨をこの際一挙に報復しようと企図したとみるにある｡
44)

楊度は日本留学の当初に於て排満を高唱して黄興,劉携‑と締交しながら,後,一変して
康梁派に接近し,再変して衷世凱に結びつき憲政編査館総菜軌指京堂となった経歴の持主で
45)
あり,政聞社弾圧事件の策動者でもあったことは,民報がいち早く暴露したところであり,

又,衰世凱が12月11日(ぎ描詰)罷免された経緯に就てほ,前掲の衰世凱全伝のほか,怪傑哀
世凱(買4)所引の｢支那新聞｣に

｢摂政王の表を斥けんとするの意は12月10日以前に於て既に決せり,慶親T=其矧りけべか
らざるを知り, 10日以来病と称して入朝せず, 11日召兄の際,王親ら草する所の免官の諭旨

を出し,世続,張之洞の両軍機大臣に示し張をして之を検せしむ,張大に驚き蓑のために猶

予を与へられんことを請ふ,王日く｢而此事に預る勿れ但諭旨の妥否を視て酌改すれば可な
り｣と,諭旨の原文多く責の罪状を指摘したる処ありしも張之れを冊去せり｣とあり,哀氏
盗国記(嘉欝1,rl)所収の中島端｢支那分割之命運｣に
｢宣統即位,醇王摂政,世凱即被斥,蓋隆裕太后素不喜義之為人也‑‑･̲上三亦以衰之心曲,

終不利千皇家,将殺之,哀聞之,着奴僕服,倉卒出都,逃至天津,哀懇英公使及某公使,復

得同僚為之解説,幸免保全首領,放還故山｣とあり,清朝末路秘史も,摂政三抽選のL諭を
めぐる事情に就て,協餅大学士栄慶の

｢=爺よ上諭は何処までも穏当ならざる可らず,今衷頂城捕縛の諭示を降さんか,政非の

動乱民心の不安忽ちにして起らん,驚才の秘案に依れば兎も角表面の上諭は頂城放逐を旨と
し断じて捕縛入獄等の文句あるべからず,二E爺よ頂城一端放逐の旨を受く,其後の処分は有
司に内命せば事忽ち定まらん∴1三爺の目的を連する何ぞ露骨手段を要せん,乞ふ嘉納を玉
‑｣(1fI87)

という献議をいれた結果｢殺哀上諭｣がr放逐上諭｣に改修されたこと,乃至は
｢当時我公使林権助は英同公使と相談の卜.,非公式に,忠告を与へたことは事壬既である｡即

ち清国の内情に干渉せざる捉鹿に於て表世凱に対する克典を乞ふたことは確かてあった｡
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'華機処大臣等も摂政三仁に嘆願して寛典を乞ふた｡就中,張之洞の如きは日英両公使の,li7膚を

至当と為し∴再三王爺に進謁して無謀手段に出づるなからんことを諌言するに至った｣
(諾9)ことを述べており,更に宣統大事鑑(巻1)にも

｢十一月罷衰世凱
徳宗之崩也

内外暁噴,度支部尚tlj‥載揮素親徳宗,密謂摂政二l:.載潜El,昔晋遇盾不能討拭

君之腺,史:B趨盾株其君,今大行皇帝之事,天 卜称免
威,載農大感軌

皇t‑.年幼,爾摂政,其帽自飴伊

会給事中陳Li]御史趨柄鱗, I‑.書劾世凱,遂以足疾罷帰

摂政王召見御史江春轟於養心殿
春采在室弾劾不遜権貴,時有朝陽鳴鳳之臥
為肝,妖民禍国,徳宗見疏痛突流軌
去,突勅尚乱

嘗於是年九月九日,劾慶親上薬助奏世凱朋比

而以孝欽故,留中不敢発,至是春霜復言,世凱雌

fr草驚蛇,縦虎還山,為桐更急,摂政̲Ll･'.召見嘉納之IJ

と.iJされている｡

いまの私は如上の諸書の真偽を批判検討すべき根本史料をもたないのを遺憾とするが,そ
れにしても,前述した張彪,徐世昌ら衷世凱派の緊迫した不穏の動きに考えれば,光緒帝西

太后の相継ぐ死去に伴い哀世凱が載浬や醇親王から隷殺すべしとまで主張されたものを,張
之洞,栄慶らの諌阻及び日英r･t掴公使の観て11‑‑で危く助命されて罷免となったというのが.容
庵弟‑(･記に所謂rJr‑;)勢急変｣の尖体に外ならなかったとみて大過ないのではあるまいか｡

とすれば,光緒帝の突然の悲報に在日康梁派が軌起して政敵衰世凱と楊度に致命的一矢を報
いんと意図したものとみる宋教仁談謝土成程削一i■するに難くない0

事実,表世凱失脚の報を知ると,康有為は
｢連日得各処竃,知頗巳草,並日律輩回,恐下獄戒厳艶

米各盈
事恥

計此参案紛紛,其党全敗,惟覧

意北中不欲正名,極小欲認牡舞,此義最宜商,以春秋之義正之耶,抑宣彼等隠忍丁
在彼等或以此事無拠,不必発大難,以失国体,且摂枢皆有難処,故以風

鎮諸人乃迎

亦欲扮蓋之実｣ (発芽lAi菅生嘉譜警k7諸鮒)といゝ ,梁啓超はまた

｢昨由東報見京竃,知元悪己去,人心大快,監国英帆

使人感泣,従此天地昭蘇,国家前

途希望似海灸｣ (星去莞至芸'J;君沓)

と歓喜しっゝ ｢善後方略｣三策をあげ,とくにその第一策に｢1:1:速以明詔宜其罪状也｣と
建議している｡
かくして,順天時蒜(24.63)をして,当時

｢不意,発着外部尚書軍機大臣真性凱開触回籍之事,中外人士捧読表之開放諭旨,或聞之
音無不愕然‑‑‑具申密難宣之理由,固必有在,第外聞不知其情由,或不審察其情理者,必指

以為中政府政権争奪之結果,或断以為朝延大員相傾相乱之結果,亦未 吋知也｣
と論..J､l,せしめた光緒帝西太后の相継ぐ死去をめぐる在E]康梁派の活額な動きに対する小論
47)

の解釈は,前記の宋教仁談話を別稿並びに本稿に於て績述した在日康梁派の光緒未年におけ
る政治動静に併考しっゝ,彼等在日康梁派が,戊成政変以来巧みに西太后の信任をつかみ慶

親‑Iiと結托して着々勢力慮盤の扶植に努めてきた衰世凱に対して,光緒帝毒殺の巷説をふま
えながら,機を逸せず｢r;･‑｣賊復仇之挙｣乃至は｢諒賊｣にたち上り,衰世凱派に致命的打撃

を与えると供に, ‑血

革命的擾乱の誘発を防遇すると同時に他凪

醇親j三以下の所謂親王

聯(TtlrRと捉携して肝即売の多年に17.ィ:ノ政洲l旭ミ願つまりは､'/二憲jl;二招IJ叫封̲''/二による･伸il近代

化の速成を意図したものとみるにあり,げんに梁啓超は｢善後方略｣の第三三に於て真性凱の
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失脚は｢新政｣の進行とは無関係たるのみか,むしろ｢衰去りて新政の行,方に旭日東升の
如きのみ｣として｢宜贋抜門才,申Iyj政綱,以息浮言,而聖天下之望也｣ことを｢憲政の前
途｣とのlX‑]適に於て切望してやまなかったのである｡

光緒34年11月王威の諭に
｢'rF機大臣外務尚書豪壮凱,夙承X･朝屡加擢用,膜御地後,復1,懸賞, iE以Jt･才rl川j,仲

放馳駆,不意衰虻凱

現恩足疾,歩履維難,難勝職任,表uL‑凱著珊調映,回節義癖,以示鮭

他之至意｣ (歪巧宜統改妃)

というこのにべもない真性凱の罷免状は,叫jらかにそうした経緯のもたらした光緒未年の

蓉切れにおける注Jjすべき政治的事件の結末に外ならなかったのである｡
では最後に,戊成以来の政治的念願であった筈にも拘わらず,康有為梁啓超は一一休仙女,

遂に北京の廟堂に直接参与するを得なかったのであろうか｡

その間の事情を示唆するものは,適柄燐の
｢柄麟以世凱錐罷,而朝廷布置太疏,必有後患, L･:書陳孤危惜形,摂政̲L:.召兄‑‑‑納麟対

日,世凱罷官而罪名不著,天下疑摂政工排漢,好人構之便民解体,為患滋大,当宣布徳宗手
詔,明正ui‑凱之罪,軸逐突軌 以婿内好,任張之洞独相,以剛史人之権,起琴春位典禁衛
'車,琴閲根本,召康有為安維峻鄭孝行張番湯毒酒遮啓霜,授li三滴Jニ読並為摂政 l.顧問,以1机似
内物望,携行立憲,大赦党人,示天下以為公,摂政1‑1首肯者再,旋召見張之洞商酢‑･‑議遂
寝‑‑･之洞遣兆蟻警告柄麟Ej‑‑今日君所lbj一奏, rい堂桓不謂然,巳於召対時,逐条Ifti.醍,人

ll灘得清名, Fg･為人誤Iiは,自走以後,摂政王不召見中臣灸｣ (豪雪畑だ)

であろう｡即ち,光緒帝の手詔を宣布して表世凱の罪を正し,慶親Ll三を退けて内好を靖ん
ずるとlL.‑1時に,張之洞,琴春喧,康有為らを̲･fl:̲用して人心を収め,立憲を実行し党人を大赦

して庶政一新の誠意を示すべしとする超柄鱗の建策が,摂政ーJ二の一応の首肯は得たものの,

張之洞の全面的反対で脆くも敗れたばかりか,以後は再び召兄の機さえ断たれるに繁ったと
いうのである｡
･18)

要するに,党人の大赦と康有為立川の機会は張之洞の強触な反対によって失))ltた),けて
あるが,然かもそうしたI'l･]J老対立の根底には,梁啓超の所謂r彼二人前以学術之争,意比駈
49)

諜,不審能錦射4.守?｣という戊戊以来のr学術｣的対立,敷街すれば,清末立憲制をめく･･る

北京政府と康梁派との微妙且つ重大な政治姿勢つまりは政治イデオロギーの相違が介在して
50)

いたのであった｡然し,これに就ては既に別稿に於て論考を加えた処でもあるからいまは省
略に従うこととする｡

(昭利43年9月2∠川改稿)

･木11･:,5も昭利38il.度科学桝〝)'E'JILの友系かこよるlW妃の‑所産である｡
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