清未におゝける在日康梁派の政治動静(その二)
‑新民叢報と民報の論争‑

永

井

算

巳

新民叢報と民報との論争は,光祐31年7月13日(1PB欝年8月13日)富士見僕における孫文歓迎会
1)

の席上孫文が留日中国人学生1千3百名にむかい｢中国民主革命の重要｣性を説いたとき早
くもその幕をきって落したとみられるが,民報第3号の号外によれば,両派論争の直接的契

機は新民貴報社が発行した開明専制論と申論種族革命与政治革命之得失の合冊たる｢中国存
亡一大問題｣に反撃すべく民報側が第4号以下を用意したのに始まるという｡
2)

所謂民報六大主義をふりかざす民報の主要論説は都魯によれば①三民主義革命の鼓吹19
篇㊥外国革命の史実と学説の紹介

民叢報との論争

5篇0社会主義の紹介

6篇㊤亡国民族関係

4篇㊥新

8篇となっているが,いま新民叢報に対する直接的反論とみられる主要論

説を列挙すれば
①駁新民業報最近之非革命論‑精衛(完兆),第4号｡
㊥斥新民業報之謬妄‑雛姦膿班),東5号｡
㊥就論巴学駁新民叢報之論革命･･.県解楼執),第6号.
④駁革命可以召瓜分説･‑精衛,第6号｡

①再駿新民叢報之政治革命論‑精衛,第6第7号｡
㊥駿革命可以生内乱説‑精荷,第9号｡
①答新民難･.･寄生(改廃),第9号o

㊥雑駁新民業報第12号‑精衛,第10号o
⑨雑答新民叢報‑･精衛,第11号｡
⑩新民叢報雑説雛‑寄生,第11号｡

⑪雑駁新民叢報･･･精鼠第12号｡ (鮎読*i瑠芸)
㊥告非難民生主義者(禁窒望慧諾) ,･･民意(琵臥第12号.
⑲土地国有与財政(窟聖霊昌若髭非) ･･･県解,第15号｡

⑭斥新民叢報土地国有之謬‑太邸,第17号｡

の14篇をかぞえ,その他の諸篇も内容的には康染渡との論争に彩られた論説が頗る多い｡こ
れに対して新民叢報では第73号から第92号にかけての論説,即ち
①開明専制論･‑飲汎第73号〜第77号(讐詣警‑;)｡

④申論種族革命与政治革命之得失･‑飲泳,第76号｡
④答某報第四号対於本報之駁論‑･飲泳,第79号｡
④雑答某報‑飲泳,第84号〜第86号｡

①答精衛書‑仏公,第85号｡
㊥中国不亡諭‑飲水,第86号｡
⑦現政府与革命党僅鮎驚琵笠現) ･･･飲泳,第89号｡
(釘再駁某報之土地国有論‑飲泳,第9()号〜第92号o
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3)

の8篇がその主要論説にあげられよう｡
以下暫く両者の論争過程を三段に区分しつつ推移の迩を辿ってみたい｡
第一段‑ (望諾窒雪駄造詣髭望嘉警驚蓋命)開明専制論と申論種族革命与政治革命之得失の二論
説は何れも光緒31年11月12日(in2芳388'E)所謂活国留学生取締規則事件に悲憤して大森海岸に投

身自殺をとげた陳天華の絶命書によせて梁啓超が｢近年来懐抱する意見｣を述べたものであ
り,前者は絶命書にいう｢欲救中国必用開明専制｣とある開明専制について,後者は前者の

第八章論開明専制適用於今日之中国にいう論旨をうけつつ之を敷宿したものであり両者は云
わば姉妹篇をなしている｡

両篇における梁啓超の主張は前者にあってほ社会と個人にとって強制組織は必要不可欠で
あり国家がその典型であること,国家には非専制と専制の二種があり非専制に君主貴族人民
合体型

君主人民合体型

人民単一型

専制に君主塾

貴族型

民主型の形式があること,

専制には更に開明と野蛮の区別があり専制者の統治基準が主体的利益にあるとき野蛮となり
客体的利益にあるとき開明専制となること,客体の意味にも法人としての国家と人民の二種
があり欧米学説の大勢からすれば17, 8世紀が｢国家は人民のために存在する｣としたのに

対し19世紀以後は｢国家人民は相互に目的かつ手段の関係にあるが国家を優位におく｣
という学説が支配的となり現在ではこの意味での開明専制即ち変相的開明専制論が有力であ
ること,世界史の前例に徴すれば開明専制と非専制との優劣は俄かに決定し難く要は適者生
存の原理によって判定すべきであることを棟述した後｢論開明専制適用於今日之中国｣なる

見出しで①中国は現在専制君主国家であるから共和立意制に変えるためには必ず革命を前提
とするが革命は唯専制(独裁)を結果するのみであろうと壁金盤窒学説によりつつ｢中国
今日万々共和立憲を行う徒わざる理由｣をとき,ついで㊥君主立熟ま康栗沢の標模する政綱
ではあるが人民の知的水準の幼稚さと施政機関の不備とが｢尚未だ君主立憲制を行う能わざ
る理由｣をなしているとし,従って0結局｢中国は今日まさに開明専制を以て立憲制の予
備｣となすべき段階にあるというにある｡後者は陳天華の遺書内容に分析を加え,そこから

①種族革命は政治革命の目的を達成しうるや否やを設問して,種族革命の場合は当然共和立
憲の実現を志向するわけであるが共和立憲の実現はルソ‑の国民総意説モンテスキュ‑の三
権分立論その何れによるも不可能である｡何故ならば,ルソー説はたかだか国民多数政治の

実現でしかなくモンテスキュー説は専制支配から解放され卒然として自由を獲た国民にとっ
て主権在民の政治運用は失敗に終り専制独裁‑と逆転すること必定だからである｡従って救
国を目的とする限り種族革命は一切の手段から除外されるべきであるとし,ついで㊥種族革

命によらざる政治革命の目的達成は如何にして可能であるかと問い,立憲改革を阻む原因は
種族の差異にあるのではなくして人民が立憲を要求するか否かにかかつている｡俗流立憲は
欽定憲法のかたちをとるが真正立憲は国民が主体とならねはならぬ,宜しくイギリスの権利

請顕の先例にならい｢代議士を出さざれは租税を納めず｣という格言を唯一正当の武器とし
て立憲の要求を行うべきである｡ロシア虚無党の故事を済変手段最後的武器として併用する

ならば政治革命の目的は必ず達成出来ると信ずる｡これが種族革命によらざる方法である｡

要約すれば
｢復仇則必出於暴動革命,暴動革命則必継以不完全之共和,不完全的共和則必至亡国｣
であり, ｢要求者実政治革命惟一之手段也,而政治革命既為救国之惟一手段‑中略‑政治上
正当之要求,実救国之唯一手段也｣と結んでいる｡以上が梁啓超所論の骨子とみられるが,
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この場合染啓超が後者の論説において鮮明な排満革命を基礎的投とした陳天華の民族共和論
のうちデモクラティックな政治志向の側面のみを換骨奪胎的に自己の種族革命否定論に援用
しつつそうした観点から寄生｢論支那立憲必先以革命｣ (蛋讐号)を批判し且つ民報六大主義に

も穎折を加え｢頻覆現今之悪劣政府｣は政治革命という意味では承認出来るものの｢建設共
和政府｣は実現不可能であり｢維持世界真正之平和｣も時期尚早まづもって中国自体の独立
平和を考うべし｢土地国有｣は全然のユートピアであり｢中日両国々民的連合｣も交際か合
併か意味不明の珍論と云うべく｢要求列国賛成中国革新事業｣も中国の主権問題を外国の意
向に求めんとする場外の劣根性にすぎない,総じて民報は陳天華の論説以外すべて｢夢堕の
文｣のみと‑a,或は精密｢民族的国民｣ (欝針)についても民族とは何か同化とは何かを

分析しながら滞洲を純粋の異民族とみる精衛に反論して所詮は狭駈なる民族復仇主義の域を
脱し得ていないときめつけよしんば満洲が異民族としても立憲すべからざる論拠とはならな

いと否定,更に北京政府五大臣の海外憲政視察の動きに対しても人民の要求を根本条件とす
る真正立憲の建前から｢吾国より立憲の前途と殆んど関係なきを認む｣と冷評している諸点
が注目をひくのであるが.これに徴しても我々は種族革命を全面的に否認して政治革命を主

張し共和立憲を否定して君主立憲とその予備段階としての開明専制を力説してやまぬ薬啓超
の政治的立場が折からの中国革命同盟会に結集した革命派と明確な対決姿相をとっていた
こと,同じく君主立憲政体の樹立を志向しながらも日本型の欽定立憲を意図する北京政府と
は明確な差異がありあく迄もイギリス型の制限立憲の実現をめざすという基本性格にたって
いたことをよみとるべきであり,同時にヌ梁啓超におけるかような憲政志向が康梁両者の間
にあっても一切を光緒帝を軸心に考える康有為における君主立憲のありかたとは微妙なズレ
をみせている事実にも留意する処があって然るべきであろう｡

新民芸報からする如上の痛論に対して民報側は当然反撃にでた｡民報第3号の号外はその
旨宣言を発すると供に12条に及ぶ耕駁綱敏をかかげて論争の焦点を明示したのであるが,そ
の要点は
①民報は共和を主とし新民叢報は専制を主とする｡
㊥民報が民権立憲を内容とする国民革命を主張するのに対し新民叢報は開明専制をいう｡
㊥ 民報は実力による異族専制の打破を以て種族政治両革命の同時遂行を意図するのに対
し新民叢掛ま両者相容れざるものとみその方法も要求手段によることを主張する｡

④ 新民叢報の主張たる納税ボイコット暗殺等の懲警方法は革命遂行の部分的手段にすぎ
ず従って虚無党‑の価値判断も革命否定にたつ新民蓄報とは根本的に相異する｡

①

民掛ま世界将来の社会問題を重視して社会主義を提唱するのに対し新民叢報はそれを

乞巧流民を煽動するための手段とみる｡

以上の通りであり,荘精衛｢駁新民叢報最近之非革命論｣は云わはその反撃第一弾なのでめ
った｡

該論は開明専制論第八章にいう｢中国今日万不能行共和立憲制之理由｣を論駁すべくその
依拠である波命恰克学説と非革命論との解析を通じて革命は共和を実現せず専制を招来する

のみという契啓超の｢妄諭｣をつく点に主眼をおき,ついで今日の中国々民に共和国民たる

の資格なし従って開明専制を適当とするとの論旨への批判,最後に梁啓超所論の理論的欠陥
の指摘という構成であるが,波命恰克学説に就てほそれが国民を統治の客体とみる君主国家
説で云わは中世的学説であり国家人格説に劣ること明白であるとの冷評をくだし,非革命論
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に就てほ詳柳ま｢希望酒洲立憲老蓋聴講｣ (欝号)にゆづりながらも革命主張の積極的根拠と

して①政治革命を為さざれば立憲する能わず㊥種族革命に非ざれば立憲する能わずという二
理由をあげて｢革命こそが立憲制樹立の唯一手段である｡何故ならば立憲は国民に期待すべ
きで君主に望むべきでなく本族に期待すべきで異族に望むべきではないからである｡然かも

革命後必らず民権立憲となりうる理由はその時己に異族政府なく唯国民あるのみだからであ
る｣といい,転じて非革命論の①約法侍むに足らずとする論難㊥革命するも共和実現を不可

能とみる主張㊦種族革命は専制ありて共和なしとする所論㊤政治革命は要求手段によるべき
で暴動にうったえるべからずという主張に対してそれぞれ批判を加え, ①約法は革命の際国

民心理の必要に応じて発生するものである㊥梁啓超の術語使用に同法学政治学の混乱による
｢非櫨非馬の奇観｣ありと指摘した後｢中国々民に共和国民の資格なし｣との一語には全面

的異議ありとして①開明専制は君主にその人を得なければならないが人をうるのは偶然によ
る,のみならず治国は治人と治法の二者にまつものであるが開明専制は治人あれども治法な
しというのが実態である｡それ故に開明専制は清末中国において不適当であるはかりか現在
の北京政和こほ到底希望し難いものがあること㊥現在の中国々民に民稚立憲を期待しうるの
は国民の能力が政府の能力に遥かに勝っていることと中国々民には民権立憲の能力があると

の確信があるからで満洲政府を利用して進化的専制にむかわしめようとする康栗沢の態度は
｢真足以死国民方新之気

百啄不足以辞其貴著也｣であることを強調し,更に0梁啓超の論

拠が一向に不明であるが今日の中国に於て輿族専制政府打倒のためには種族革命と政治革命

は不可欠であり併行しで悼らざるものである㊤凡そ実力を伴わざる要求を以て一体何を要求
するというのであるか所謂懲罰とは革命以外に如何なる術策ありというのであるかと反駁

し,最後に｢吾之目的欲我民族的国民,創立民権立憲政体(望翌霊遠謀)者也,故非政治革命種
族革命不能達英日的(葦習霊宝墓誌戸姦禁震7ff聖霊釦僅有民権乃能革命,惟革命乃能民権立憲,柄

我国民之能力岩泉有精進則実足以挙之,此本論之大旨也｣と論旨を要約して結びとしてい
る｡以て漢民族主義にたちつつ民主立憲を志向する民報の政治種族両革命同時遂行論のあり
かたが伺知出来るであろう｡
第二段‑ (蓋葦票戸芸姦宗笠宏芸認諾鮎苧諾芸認慧蕊芳姦) ｢答某報第四号対於新民叢報之駁論｣に

おける染啓超は｢今日中国万不能行共和立憲制｣とする彼の論拠が中国々民に｢末だ共和国
民の資格なし｣とみるにあり従って論争の焦点は当然｢共和国民の資格とは何か｣にかかる

わけであるが彼はその基準を｢議院政治を行いうる能力の有無｣に求めその資格能力は数十

年にわたる開明専制乃至は立憲君主制時期における滋養があって始めて可能であるだから革
命軍怪臆騒擾の時期は共和資格の養成に不適当とみるのである.然るに民報の反論はこの最
重要論拠には全然解答する処がなく徒らに細故を毛挙するのみ｢我大いに失望す｣と酷評し
た後, ①約法問題については民報の依拠した寛克彦の合成意力説を適用して約法は国民心理

に相応せずとし共和精神とは元来自治秩序があって公益心にとむ点に特色があり議院政治成
立の可能性もこれによる徒らに窓々然として自由平等を要求する態度は原始社会心理で共和
国民心理とはみなし難い要するに論者は共和の意味を知らざるものであるときめつけ,｢約法
は民族主義国民主義を国民心理に普遍化する必要に応じて生れたもの｣とする民報の主張に

対しても民族主義は共和とは因果関係がなく国家の成立維持とも無関係だとして国民主義の
みを肯定しこの観点から重ねて種族革命を否定して政治革命を力説, ㊥波命恰克学説に関し
4)

ては既に英卯の年に批判的紹介ずみ(遠望蔓表'JR題笈)であると軽くいなしたうえ民報の引用した
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美濃部達吉説も不充分だとして分析を試み, 0開明専制諭については｢勧告する所は開明専
制にあり要求する所は立憲にある｣点を明白にしつつ革命事業が旦夕に成就出来ない以上外
患日に迫る現在｢極端な暴動革命主義｣は｢偏枯単一の計｣とすべく寛の所謂末だ憲法を公
布せざる一種の立憲制たる開明専制を現政府に勧告することこそ｢未だ立憲する能わず未だ
革命する僅わざる｣晴天中国の現実に対処すべき｢独‑無二の法門｣であると力説.ついで

要求に実力の必要なことは勿論ながら実力とは国民の意力をさし問題はその実力養成の方途

如何にあるとして｢開明専制と政治革命思想の普及｣を方途にあげ然かも政治種族両革命の
実力は現在供に不足であり将来の養成に侯たなければならないと述べて革命派と康栗沢にお
ける実力養成の難易5ヵ条を比較しつつ革命派の主張が亡国‑の途である点を指摘して感情
的刺筏を実力の養成と同一祝し武力を唯一の声援とする態度の誤りである所以を｢狭駈な復
仇主義｣との関連において批判し｢独怪共所謂政治革命老実行之時期,必僕諸種族革命凱旋

之後,而汲々雷反対今日之開明専制,反対今日之政治革命,吾誠不知其所拠之理論為何等
也｣と論駁している｡

なお梁啓超は副次的問題点についても6ヵ条にわけて民報にこたえ最後に民報の所論全般
を八項目の類別表に要約して民報の反撃は失敗せりと結んだのであるが,そのうち民報から

加えられた社会主義論への非難をうけて｢吾認社会主義為高尚純潔之主義,且主張開明専制
中及政治革命後之立法事業,当参以国家社会主義的精札

以予消将来社会革命之禍,若夫社

会主義之極端的土地国有主義,吾所不取,今日以社会革命提侶国民,吾認為不必要,野心家

欲以極端的社会主義与政治革命種族革命同時並行,吾認其為煽動乞巧流域之具.蓋雛理的社
会主義与感情的社会革命,決非同物,非必由人民暴動挙行社会革命,乃可以遠社会主義之目

的,此吾所主張也,此当別著文論之｣と自己の社会革命と社会主義‑の基本的態度を明ら
かにしつつ民報派を野心家と乾してその土地国有主義を極端なる社会主義だと規定づけ｢人
民暴動によらざる社会革命｣即ち理性的社会主義をうち出している点が後論との関連におい
ても充分に注目されて然るべきであろう｡

以上の如き梁啓超の再批判にあうや民報は直ちに県解と清衡が論陣を張って応酬した｡

県解｢就論理学駁新民叢報之諭革命｣の論旨は梁啓超の得意とする三陵論法をとりあげて
その論理に認識形式内容の誤謬ありとして陳天華の絶命書に関する梁啓超の見解は陳天華の
決意が種族革命を目的としていた事実を見失い種族革命を政治革命の単なる手段と誤解して
いること,民報の｢種族革命を為さざれは立憲する能わず｣という主張に対する梁啓超の反
論が論理形式上錯乱しているのみならず素材内容においても世界各国の革命史実に適合しな
い点をついて｢以後は論理学を談ずる勿れ｣ときめつけたものであり,精衛は｢再駁新民叢

報之政治革命論｣と｢駁革命可以召瓜分説｣の2篇において次の如く反論した｡
新民叢報の革命批判は種族革命の絶対否定と政治革命の肯定とからなるが,後者の場合で
も単に政府に開明専制を勧告し立憲を要求するのみで革命行動ほあく迄否認するにある｡
然し種族革命否定に対しては｢希望満洲立憲者蓋聴講｣ (誌警号)で既に論破したから再駿の要

はない｡政治革命における勧告要求問題について云えばこれは滞洲という異族専制政府に対
する勧告要求である点に恐るべき謬妄がある｡蓋し種族政治両革命は民族と政治の相互関係
を考えるとき異名同体とみるべきであると説いて｢種族革命論｣の一読をすすめ, ｢中国今

日万不能行共和制｣の所説については法理論と事実諭に大別して論駁を行い,法理論に於て
は染啓超の共和不可能論が波余恰克に共和立憲不可能諭がルソーモソテスキニーにそれぞれ
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依拠するとして①民権主義者はスイス国法学者額科商連の所謂｢国家主体説は君主を国家機
関と規定して君主専制の迷想を根本的に打破する｣という学説に従って国家主体説を研究す
る必要があると説きつつ国家客体説よりも優れた国家人格説によれば君主国家では君主が民
主国家では国会がそれぞれ国家最高機関の資格で人民の刑事衝突を調節出来る所以を述べて

波余恰克学説を批判 ㊥共和立憲制にとってルソーの国民総意説が影響しているのは事実で
はあるが之を根本精神としなければならぬとするのほ偏狭であると説いてルソ‑が国家客体
説にたつ人民主権論者たる点を指摘

④モソテスキニーの三権分立論が権力分立主義であり

専制政治の圧制を除去する所以であり立憲政体の原則に外ならないとしつつ所謂権力の分立
とは主体たる国家意志の発動機閑の分立をさすもので開明専制論の最高主権をめぐる疑惑は
すべて国家客体説からの誤解によると論じ,事実論においては ①満洲人の能力は我が民族
より優れているか ㊥政府の能力は国民より優れているかと設問して史実を引用しながら魯
駁を試み,ついで国民即ち漢民族の政治能力に関して政治革命の能力の有無と革命紀律の如

何の二点に検討を加えて政治革命が易姓革命ではなくして民族のために国民主義を主張しつ
つ政体の鼎草を図るものであること,約法とは革命の際における革命団体と人民との関係を
紀律する約束であり孫文の約法は自由平等博愛にもとづく民主立憲の予備をなすものである
ことの諸点を明らかにし,更に国民に於ける民主立憲能力の有無に言及して政治革命とはつ
まりは君権と民権との消長に外ならず君主立憲民主立憲の相違は英仏諸国の事例にてらして
も明白な如くその時々の｢事実(情況) ｣と｢遇う所の敵｣如何に左右されるもので国民能

力の如何に原因するものではない点を強調,つづいて共和精神とは何かと設問して義務を尽
す老のみが権利を享受することが出来,自由には責任が伴い平等は秩序と表裏するものであ
るから新民叢報のいう議院政治能力即ち自治心と公益心も所詮は自由平等博愛を前提として
のみ可能なのでありげんに論者もそれを黙認しているではないかと逆襲し,最後に

｢当負政治革命之責任者惟我国民,有負此責任之能力者亦惟我国民,所謂政治革命者顛覆
専制而為立憲之謂也,若能以国民之九

達政治革命之目的,則民主立憲政体必可終獲,嵯我

国民其負此責任平,抑自暴自棄長為他人之奴隷乎｣と結んだのが前者即ち｢再駁新民叢報之
政治革命論｣の論旨であり,革命は瓜分を招来するという染啓超の主張に対して瓜分論の沿
革と革命は瓜分の禍を欝らきずとの2段に分けて批判を加え革命と瓜分には因果関係はなく
むしろ革命こそが瓜分の桐を杜絶する所以であることを詳論したのが後者即ち｢駁革命可以
召瓜分説｣の内容である｡瓜分論の沿革に就てほ中国瓜分の原因が中国の独立出来ぬ事実に
由来すると述べて日清戦争以後を瓜分論極盛の時期義和団事変以後を門戸開放領土保全論確
定の時期と規定しつつそれもつまりは列国勢力均衡の結果にすぎぬとして宣菱｢最近之支
5)
部｣大隈重信の東方協会演説を引用して｢中国不能自立之原困｣を説き, ｢各国対於中国之

政策｣の項においてほ日露戦争勃発に至る列国の勢力均衡の情勢と義和団事変で示された国
民仇外感情の俄烈さについて語り結論として清末中国植民地化の危機防衛のためにこそ排満
革命が必須である所以を力説して｢中国不能自立之原因,由於満人乗政,故非撲満,不能西

瓜分之禍｣と論じ 後段の革命は瓜分の禍を招来せずに於ては革命軍起らば干渉を被らんと
いう説と革命は自ら干渉の道を誘致するに至らんとみる説とにわけ,前者に関しては干渉の
原田に7説ありとして各国の政策を妨害する場合,各国が内乱に借口する場合,清朝との既

得権益の喪失を倶れる場合,中国の強盛をきらい満洲政府の塊偏化を持続させようとする場
令,革命擾乱による商務の被害を躍れる場合,革命軍と特定国との結びつきによる勢力均衡
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の破綻を慣れる場合をあげて之を批判した後,革命は必ず民族主義国民主義極盛の際に起る

もので目的は至極簡単であるから国際法規を遵守しさえすれば何等干渉の原因とはならない
旨を陳述,後者に就ては例えば義和団の乱の如き｢自然的暴動｣にあってはその危険を認め
るが我々の革命は救国を目的とした｢秩序的革命｣で些さかも排外的性質をもたない革命で
あるからその理由なしといい,併せて一般に民族主義国民主義を普及して国民の責任を喚起
し文明の権利義務を負担すべき自覚を与えることこそが｢今日の急務｣であり｢吾人の天
職｣であると力説,最後に英国々民報にいう｢北京政府が極力排蘭感情を排外に変質させよ
うとしている点を警戒すべし｣との論説を傍証的に紹介しつつ｢革命は以て瓜分の禍を杜ぐ
べく決して以て瓜分を致すべきに非るなり｣と論断している｡

更に精衛は民報第9号に於ても｢駁革命可以生内乱説｣を発表して
｢該報自今年第三号以来,対於本報之宗旨.多所非難,錐其所富者多悠推議属而不成理.

然本報則籍此而獲説明数問題雷,一日政治革命当与種族革命並行.二日社会革命当与政治革
命並行,三日革命不至於召瓜分,四日革命不至於生内乱

前後十余万言而末有文‑.蛸･･･前

二間題為関於宗旨之本体者,県解論之尤鷲,反対者己無辞英,後二問題則開於実行宗旨晩
所縁附而生之現象,対外関係漠民夢生己詳論之,至於対内関係,前者雄略有所陳,今将一意
其説｣

とこれ迄の両報論戦の情況を概括しながら自説の展開を試みているが,ここにいう県解の
論説とは｢論社会革命当与政治革命並行｣ (欝号)を漠民の論説とは｢排外与国際法｣ (雪等竺
宗主指)を夢生の論説とは｢革命軍与戦時国際法｣ (雷等窮)をさすものと考えられるが之によっ
てみても両者論戦の激しさが想見出来よう｡

さて精衛は革命とは建設を日的とし破壊を手段とするものと規定したうえで革命が内乱を
生ぜざる理由を目的と手段の二点から論証すべくまづ建設目的が民族的国家民主立憲政体国

家民生主義にあり共通の精神は自由平等博愛にあるが故に正義人道に合致するばかりか中国
革命史上にも‑新紀元を劃するものであると述べ,ついで新民叢報との論争に言及し国家民
生主義については｢社会革命当与政治革命並行｣ (墓警号)が民族主義については｢希望満洲立
憲老姦聴諸｣ (完警号)が民主立憲政体については｢駁新民叢報最近之非革命論｣ (誌警号) ｢再駁

新民叢報之政治革命論｣暢発6)がそれぞれ反論を浴びせた結果新民叢報を沈款せしめたと
自負した後,新民叢報(讐違憲8AtsQ)の｢暴動与外国干渉｣を引用しながら民族革命成功の暁にお

ける立憲君主政体樹立の主張という少数輿論のある事実をとりあげて｢群雄争覇の悪逆再現
の探催あり｣と批判しつつ重ねて米仏の制度に倣い議会が統治権を行使する民主立憲政体の
6)

実現を力説,破壊手段に就ては新民叢報(鮎嘉8#513)の仏国革命恐怖時代の引例に対して仏国
7)
革命史の許述を以てこたえ且つ同報(讐長篇莞封の真生悪死の観点からする革命破壊の悲惨に
ついても在来の革命が帝制を志向する革命であったのに反し今後は救国をめざす革命であり
国家のために死して生を愛せざるは国民たる者の天職ではないかと述べ｢為国而死則客惜
之,為野蛮異族政府所操躍而死別忍受之,何死之不択也｣と語気鋭く染啓超の矛盾を挟摘し

ようと試みたのであった.因みに右の論駁に引用された｢希望清洲立憲老蓋聴諸｣の論旨は
｢中国不為政治革命則不能立憲｣と｢中国不為種族革命則不能立憲｣の2点を主眼としつつ
新民叢報(讐晶亨警4) ｢申論種族革命与政治革命之得失｣ ｢答某報第四号対於本報之駁論｣を批

判したもので英仏プロシア日本の事例を引いて憲法の制定が人民の力即ち民権によって戦い

とらるべきであることを力説して｢民権能製造憲法,憲法不能産出民権也｣といい.満洲立
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意を中国人が希望するのは恰かもエジプト人がトルコ意法を希望するのに等しい愚さである

として国民主義ではなくて民族主義の観点からツソグ‑ス種たる満洲民族支配下の清末中国
に於て種族革命は政治革命と不可分に密着していると論じ,民族復仇論的偏狭さであるとの
論難に対してほ大清律例皇朝通典東筆録等の史実や清末中国の政治的現実をあげて｢満洲の

排漠政策｣を具体的に挙示した後｢今日中国之種族現象乃満族圧制漢族,而此両族利害相反
不能並存,故政治現象亦無改良之望,不解決種族問題,不能解決政治問題也｣と論断して種

族政治における不平等の必然的結果としての種族政治両革命の喫緊不可欠性を高唱したもの
と概括されるが,この所論に庶流する民族と国民の区別については｢民族的国民｣ (宗管等1)

のうちに民族とは｢同気類之継続的人類団鴇｣という種族概念であり国民とは立憲国民にの
み妥当する法学的政治的概念であると規定づけ.ついで史的事実にてらしつつ康梁派の満漢
同化論をも否定しさって｢鳴呼

吾願我民族実行民族主義以一民族為一国民｣ ｢鳴呼

吾願

我民族自審民族同化公例上之位置以求目処｣とか｢鳴呼 吾願我民族実行民族主義以顛覆二
盲六十年来之貴族政治｣ ｢鳴呼

吾顧我民族実行国民主義以斯覆六千年来之君権専制政治｣

とか呼号して漢民族主義にたつ民権立憲革命の達成を志向している処に徴して明らかであろ
う｡

第三段‑ (推答某鮎椎班新民送致告欄民生主芸者)

さて如上の民報側からの反撃に対して一括的に応答した恰好の論説が新民叢報第84. 85,

86号に連載された内容的にも多岐にわたる長編｢雑答某報｣であるが,ここに表明された梁

啓超の基本的立場は
｢始終以政治革命為救国之唯一手段,而所謂種族革命社会革命者,皆認為節外生枝無益於
事,而徒擬政治革命之実行,故解而踊之,所以必辞而踊之者.欲国民集精力以向於政治革命
之一途,国庶有穿也｣

の一句につきよう｡即ちそれは政治革命のみを容認して種族社会両革命はあく迄も否定する
という依然たる主張であり,民報側の自負にも不拘梁啓超の基本的立場には些さかの変化も
認められないo但しこの論説にいう｢始終以政治革命為救国之唯一手段｣とする処は開明
専制論を以て｢実今日救国惟一之方略｣とみた時期の態度とはややニュアンスを異にするが
これは開明専制論が当初の予告に反し第8章を以て未完のままに終止符をうった事実とも関

連があるであろう｡私はそれを必ずや前述した光緒32年9月4日づけ康有為の国民憲政会改
組宣言に直結する染啓超の態度の変化によるものと推定する｡換言すれば光緒32年7月13日

における予備立憲上諭の公布が保皇会の存在理由を色鍵せたものたらしめたばかりか梁啓超
をして開明専制論をのりこえて立憲君主政体を直接志向する政治革命論へと唐極化させるに
至ったものと解釈出来るのでほあるまいか｡

活末康梁派の動きはかくしてここに新段階に入ったわけであるが｢雑答某報｣で梁啓超が
民報の主張を否定する論拠は次の5項目からなる｡
①満洲入関以後中国は果して既に亡国となったのであるか｡

否｡ (理由)国家は領土国
8)

民主権の3要素から構成されその1を欠如しても国家とは謂い難いが,小野塚喜平次も説く

如く遊牧民族は土地あって額土なく社会あって国家なしであるから満洲は国家とは認め難
い｡中国は古来易姓あって亡国なしであり満洲の先祖はもと中国人民の一分子であり然かも
既に2百年余の同化を経ているからである｡
②現政府は満洲政府であるか中国政府であるのか｡

中国政府である｡ (理由)政脚ま国
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家の一機関で国家と一体不可分をなすものであるから我々4万々人を以て構成する中国の国

家機関である現政府を満洲政府と名付けるのは意味をなさない｡排満論者は国家政府供に否
定してその腐敗滅亡を坐祝し然も愛国者と自称しているが果してそれは如何なるものへの愛
なのであろうか｡

④政治革命論と種族革命論とほいづれが国民の責任心を喚起しいづれが消温するであろう
か｡ 政治革命論が責任心を喚起する｡ (理由)民報によれば彼等は革命軍を起すことを唯
一の責任とし然かも起事は民族主義国民主義が大いに昌明となってからだという｡だが所謂

昌明とは何時頃そして如何なる程度をさすのであろうか｡革命軍の蜂起以外に責任を尽す手
段なしとすればそれ迄は政府を放任しておくことになるのであろうか｡大体排満論者には徒

らに破壊のみを欲する甲派と破壊後の建設をも追求する乙派とあるが民報は乙派に所属し甲
派よりほ進歩的ではあるものの僅かに啓蒙宣伝をこととするのみであるから現在の国民大多
数に破壊と建設の能力を養成するには3, 40年はかかるであろう｡次ぎに民報にいう｢我が

国民は満洲政府に対しては義としても要求をなすべきではない｣との態度は感情論であり理
性の麻痔した主張である｡現政府は我々中国々家の政府であり決して満洲に譲渡してほなら
ない｡ ‑両政府に立憲を要求すると同時に他面武力をも準備して要求貫徹不可能の場合には
軍事力を以て一挙に政府を顕覆すればよいではないか｡蓋し排満派が勧告を｢局外者の言｣
で無効不必要と考え要求未遂の際における革命軍の実力準備のみを主張するのに対して吾党
の手段は一面改称こ立憲を要求する反面立憲制の施行以前にあっては開明専制を勧告する立

場をとるがそれは立憲以前に於ても政府を指導せざるべからずと考えるからであり萄くも大
同結した民党があって政府に要求を以て迫れば政府も我々の監督を拒否出来ないであろうし
従って革命軍の実力行使は殆んど不必要と考える｡
④立憲政体の確立不可能の原因は果して満漢利害の矛盾対立によるのであろうか｡
否｡ (理由)民報(讐5)は｢満洲民族は我が民族とは利害相反するが故に満洲に立憲を期待す

るのは他人に刀を与えて自己を殺させるに等しい｣愚劣さであると述べている｡成程この満

漠利害対立諭は一面の真理を含んでほいる｡然し満漢両者には中国が滅亡すれば供になしと
いう利害共通の側面もある｡滞漠相戦えば招亡は必至であろう｡両人にして利薯を考えるな

らば断然排県政策をすてて漠族同化策をとるべきでこれ以外に満人の自存策はない筈であ
る｡今日中国膏盲の病弊は満漢ともに個人主義(聖遠目こ禍されて種族観念が欠如している点
である｡従って立憲政体確立阻害の原因は満漠の利害対立にあるのではなくして権力の座に
ある者の抱く個人主義にある｡君主立窓共和立憲いづれの途を歩むにもせよ考慮すべきは種
族間題ではなくして歴史上の位置と現在の人民の程度如何である｡
㊥社会革命は果して今日の中国に必要であるか｡ 否｡ (理由)中国現在の社会経済組織
は欧米と異り唯修正を加えてその進化発達を計るべきで革命は不可である｡それには3理由
があげられる｡

①社会革命を行わなくてもよい理由

欧米の経済社会は‑将功成り万骨枯るという実状にあり富族専制の惨禍は社会革命を不可
避としているがその板房酎ま工業組織の推移変遷が進化的でなく革命的であったこと即ち産業

革命による資本主義の急激な展開に起因する｡然し中国の経済社会組織は産業革命以前の欧
州社会と興り中産階級が比較的多数を占め貧富の懸隔が極端ではないから今後生産の発達を
みても分配問題を生産進化の慶合いに応じて行えば革命は起さずにすむと思う｡無識者が欧
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米の悪現象を妄引するのほ所謂杷人の愛というものである｡

@社会革命を行うべきでない理由
社会革命論とは分配の公平即ち資本家の横暴を抑えて労働者の利益を謀ることである.こ
れは欧米社会では聖薬ではあるが現在の中国では逆効果でありむしろ資本家の奨励を第一と
し労働者の保護を第二義とするのが中国経済界の前途にとって得策であろう｡現在中国ほど
粗と庸即ち土地と労働力の低展な国はなく中国は最良の投資市場と云える｡世界各国がシナ
問題を唯一の大問題とする所以であるo

この時外国資本を中国に充満せしめるならば4億の

民衆は悉く牛馬と化して国内的な貧富差などほ無意味となり中国経済界には唯文明の利を亘
る外国人と文明の被害者たる中国人の二大階級あるのみとなろう｡今日中国経済界にやや活
気がみえるのは洋場があって外商のおこぼれを頂戴しているからにすぎない｡風雨は己に来

襲しつつある｡この危険至極な問題解決のためには唯資本家に蓄積資本を結合して欧米の新
生産技術を採用させ国家も産業の発達に墳極的保護を与えて資本家が競って参加し各方面に
わたり外国資本と対抗出来るようにすることであろう｡ところが現在は国家全体の利書と全

く背馳する社会革命論を唱えて資本家の排斥に努めているが国民がその煽動にのり労働者も
労働時間の短縮と賃銀の値上げを要求して同盟罷工にうったえる始末となれは資本家は損失
の傷手に外国業者との競争にも敗れて倒産するに至り遂には外国資本による中国全土の浸々
然たる市場支配とその制覇を坐視する結果を招きその秋になって起って抵抗せんとしても時

機己に晩く全国人民は異族に帖服してその隷属下に辛じて生きることを余儀なくされるで
あろう｡とすれば社会革命論者の｢亡国の罪｣は責に上天に通ずるものとすべきである｡要
するに中国経済当面の緊急課題は生産問題にあり分配問題ではないのである｡何故ならば生

産問題は国際的競争問題であるが分配問題は国内的競争問題であり生産問題解決の成否は国
家の存亡にかかわり之が未解決ならば分配問題の解決も亦不可能だからである｡欧米人が社
会革命をいうのは時勢のやむを得ざるところで中国の場合とは正反対である｡ 1. 2の学説を

生噛りして附和雷同するのほ欧米崇拝の弊も極まれりとしなければならない｡今日の社会革
命論者は蓋し｢若病異症而妄昔人薬則自厭其寿耳｣というべきである0
◎社会革命不可能の理由
排満革命派の社会革命論は土地国有を唯一のスロ‑ガソとしているが土地国有が社会革命
の‑条件でそのすべてではないことを知らない｡各国の社会主義者が屡々土地国有案を提出
するのは社会主義推進のてはじめとしてであってそれ以外に方途なしというわけではない｡
近来の最も円熟した社会革命論は生産機関を全都国有化するのが最大宗旨で土地国有は土地

が最重要生産機関の‑であるからである｡だが土地以外になお最重要の生産機閑は資本であ
る｡欧米社会の分配不平等の根源をおしつめると資本がその主因をなしている｡要するに社

会問題を解決しようとするならば資本問題の解決を第一義とし土地問題の解決を第二義とす
べきであり土地問題は資本問題の附属としてよろしい｡土地工場機械は性質が近似し皆資本
の附属であるoつまり一切の生産機関をあげて国有として始めて完全な社会革命と称するこ

とが出来もし一部国有のみで他の大部分が私有ならば社会革命の目的は結局達成出来ない｡
では完全な社会革命はいかなる新社会経済組織をもつのかと云えばそれは国家自身が地主
資本家となり国民総べてが労働者となること即ち一切の生産事業を悉く国家の独占として国
民相互の競争を不可能ならしめるにあると要約される｡かくて分配は極めて平等となり世界

は大同の世に到達するにいたるこれが社会革命論の指導精神であり梁啓超が曽て｢将来世界

清末における在日康梁沢の政治動静
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最高尚美妙の主義｣とみなした所以もここにあるo然し翻って借間す今日の中国は果して能

く之を実行しうるや否や,要するに革命派の社会革命論は社会革命の由来と性質を知らずし
て妄言するのみ｢妄言惑人の罪は諒すべし｣である｡

以上の論旨で民報に反論を加えた後梁啓超は｢今日欲救中国,惟有昌国家主義,其他民族
主義社会主義,皆当誰於国家主義之下,聞吾此論而不勝者,吾必謂其非兵愛国也己｣と論断
したので為るが,梁啓超の所謂国家主義が土地人民主権の3要素説にたちつつ満漢の対立を

制限憲法による立憲君主政体の樹立という近代的政治変革を通じて止揚し以て清朝の支配体
制を中国政府として合理化しようとする意味での国家主義であったことは最早や詳述を必要
としないであろう｡つぎに注目されるのは民報の社会革命論に浴びせかけた梁啓超の厳しい
論難である｡

染啓超は民報(管lo)所載の｢紀十二月二日本報紀元節慶祝大会事及演説辞民謡｣に収録され

た孫文の｢三民主義与中国前途｣に論及された民生主義論を革命派における社会革命論の
核心とみ之を痛撃することによって清末中国における社会革命不可能の証査とする旨を前
置きして孫文の平均地権土地国有論が‑ソリーヂョ∵ジの｢進歩と貧困｣を一歩も出てい

ない点を指摘しつつ土地国有制を単税制の実施手段とするのは財政上の‑良法ではあるが
これで現在の社会経済組織を匡正し貧富の激化を免れうると考えるのは問題にならない｡

孫文にして萄くも民生主義を主張する以上｢再伏案数年其可也｣ときめつけ,更に民報
(讐5) ｢論社会革命当与政治革命並行｣にいう社会主義と私有財産権との関係についての孫文
解釈が土地国有のみを説いて資本国有にはふれず唯僅かに資本節制のみに言及した把過ぎな

い点をついて現在の社会組織を承認して之に修正を加えるのは社会改良主義であり現在の社

会組織を否認破壊したうえで再建を計るのが社会革命主義であるが孫文派は一体どの主義
なのであるか,両主義の折衷を意図しているかにみられるが両主義の本質的差異を知らざる
ものとすべきである｡所詮｢彼聾始終末識社会主義為何物而己｣と一蹴している｡

かようにして社会経済面での梁啓超の立場は分配よりも生産を労働者の保護よりも民族資

本家の保護と民族産業資本の育成を先決課題として重視する社会改良主義の立場でありその
視角からする民生主義社会革命否定論なのであるが,そこで梁啓題が所謂円満なる社会主義

を以て｢分配桓均｣の大同世界と首肯しながらも活末中国社会の歴史的現実に於てほ実現不
可能としている点は一面康有為｢大同書｣の影響を思わしめる反面活末中国の社会的後進性
に関する現実直視の理性的配慮を印象づけるものがあり,そうした梁啓題的ありかたは既述

の｢答某軸第四号対於新民叢報之駁論｣のなかで人民暴動にうったえる社会革命を感情的社
会革命と見乏したところや以下に論及する｢再駁某報之土地国有論｣に於て財政経済社会問題
の視点から諸学観を参考としつつ土地単税論批判をはじめ39ヵ条に及ぶ論拠をあげて社会革
命論が今日の問題とならぬばかりか土地国有論が将来に於ても問題となり得ぬ所以を説いた
のに微して一段と明白であろう｡即ち染啓超は｢再駁某報之土地国有論｣に於て
H就財政上正土地国有諭之誤謬の項で,単税制度は現在地方自治体等で採用されているが

国家に於ては財政学上の明白な理由からすべて複税制度が行われていること,単税論に消費
財産所得土地の4種があるが土地単税制には特に弊害が多い点を指摘しながら孫文演説にい
う土地単税の誼歌が財政学の原則を知らず事動こ反する所以を15条にわたって列挙し①土地

単税では到底魔人な国費を賄いきれない㊤土地単税は財源的に全然弾力性がなく土地買入れ

のみで脚こ国家財政を破綻に追込む有様で到底国家経費の財源たり得ざるばかりか｢公平而
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普及｣という粗税負担の原則にそむき経済界に大混乱を招く悪税制度である⑨重農学派の土
地単税転嫁説は経済学上巳に批判ずみである④公法上の権利義務観念が失われて政治を腐敗
させる等の諸点を力説し,

臼就経済上正土地国有論之誤謬の項で,経済学は国民経済を根本とするが現在の経済制度
に於ては個人経済を離れて国民経済はあり得ないのであるから両者に対する公平な見地から
土地国有論の利害を分析的に批判するとして①田中穂積｢高等租税原論慧6｣によりつつ土
地所有権は現在の社会組織に於て正当とみとめられた所有権の一都に過ぎない｡従って他の
所有権を認めながら土地の私有のみを否認するのは不当であること,土地は造物主の賜物で

あるから独占すべからずとの主張は自然法的架空理想論で歴史事実論からすれば人類社会経
済の進化は私有制度にあるとしてアダムスミス河上聾イリーを引用しつつ所有権を除去すれ

ば人類の利己心を動機とする経済活動が弱化して国民経済に大打撃を及ぼすであろうこと,
況んや土地が最主要な不動産である点を考慮すれば現在の経済組織の基礎に立脚しながら然

かもその重要な一角をきりくづそうとする民報の土地国有論は所謂円満なる社会主義とは凡

そ異質の謬論にすぎないとし④地価の増大を地主の不労所得とみる土地国有論の主張に就て
ほ非立吸雅浩のいう地主の労働力搾取批判や土地の集中現象が資本集中の場合と異り単な
る私有制廃止拒否の農民心理の発露にすぎず独占の憂いはないとする学説を採用して自営小
地主の保護を主張し㊥イリーと撃墜堕によりつつ土地に邑地野地自由地所有地の区別があり

国有政策に国営貸民皆民の3種があり詳細な粥析を必要とする旨を述べて民報における土地
国有論の粗雑さを批判する等7項目にわたって国家が個人所有地を買収すべきでない理由を
説明,転じて土地経営論に及び①民報の主張は室墓室の所謂年期小作法に相当し政府の破産

を招くのみである④地代徴収法も華克皐のいう三法(妄讐豊鵠豊も鷹競漕梨花皆空運等認
諾F儲琵琶,Sも蒜警綜競票蛋)の何れに該当する主張か不明である㊥民報の′｣､農奨励の主張も非立

坂維治｢経済政策｣ (蓋SLyl)によれば所謂壷課地税策が果して小農保護策たりうるか疑問であ

る④財政論の観点からみて所謂公債政策が国民の負担能力をこえて実質的に重税の強徴とな
る点をついて国家の自殺的政策であること及び外債依存についても政府の財政基礎が強固で

ない場合は亡国の媒介となる危険があるといい①社会的国家論については須磨払亜旦｢公
企業｣巴突｢論英国公企業｣を参照しつつ私企業と公企業を対比して私企業の優越性をとき
且つ私企業機関の窒息が国民経済に及ぼす悪影響と公企業制の政治に与える悪影響に言及し
㊥最後に独占事業の国営化を国民経済の萎縮との関連で論ずるなど11項目に及んで繰述.

肖就社会問題上正土地国有諭之誤謬の項では,未完論考ながら社会問題解決のねらいが要

するに分配の均等による社会階級間の調和的秩序の実現にあり資本家内部の相互矛盾と資本
家労働者間の対立矛盾の匡正にあるとする観点から民報派の主張する土地国有論の欠陥をつ
き①土地国有論のみでは一切の商工業界における激烈な兼併の弊害を防止出来ないこと㊥企

業経営面から云えは原料市場と土地所有形態との問には何等直接的な因果関係が存在しない
こと④収益の分配は地代,資本の報酬,企業の報酬,労働賃銀の4着に区別されるが土地国

有は単に地代所得の面に変動があるのみで労働賃銀には影響をもたらさないこと④土地単税
政策は徒らに営業税を免れる資本家企業のみを有利にし封わて貧富の差を甚だしくする結果
となること①貧者に桝田を与えよという社会革命方式ではマルサス｢人口論｣の原理からし
ても到底第2第3革命‑の救治策とはなり得ないことを詳論している｡之を要するに新民叢
報に示された梁啓超の主張は総括的には国家主義の立場をとりつつ政治経済面に於ては改良
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主義者として立憲君主政体の樹立と民族産業資本の保護育成を提唱する立場であり,然る所
以は活末中国をめぐる帝国主義勢力への危機意識に貫ぬかれた染啓超の抵抗志向が祖国の後

進性についての現実を直視したうえで然かも同時に激化して行く満漢対立の内部矛盾をも政
治経済的に止揚しうる如きかたちで中国の近代国家を形成しょって以て所期の目的を達成す
ることを当面の喫緊課題として実感したところにあったと解釈されよう｡ 換言すれば満天
中国の国際矛盾と国内矛盾についての対応のしかたが染啓超にあっては前者‑の決定的重視
にたち国際矛盾の早急の解決という角度から国内矛盾の問題を改良主義的にとりあげる立場
であり,従ってそれは清末中国の現実的統一性を基本的に維持するという前提にたたざるを

得ず之を思想的に支えたものが外ならぬ適者生存の進化論的原理なのであった｡
かくみてくると孫文派の主張に対比してむしろ梁啓超の立場こそが清末における紳商層の
9■

階級的利得のよりよき代増であったことが知られ移民排斥法に発端する対米ボイコットや江
10)
ll)

新路事をめぐる反英反帝闘争乃至は第二辰丸事件に際しての対日ボイコットの場合などほ何
れもその鋭角的例証のいくつかであったと云えるであろう｡

さて以上の新民叢報に対する民報側の反撃は寄生精衛民意県解太珂川こよって続々と試みら
れた｡

まず精衛の｢雑駁新民叢報｣の主張を概括すれば冒頭彼の反論が単なる個人的主張でなく
師友同志の代塀である旨を前置きした粘衛は,
8日満洲入関後,中国己亡国,今之政府,乃清洲政胤

非中国政府｡

㊤以勧告澗明専制,要求立憲,為政治革命者,是消氾国民之責任心o

㊤立憲政府之不能確立,其原因突由於満漢利害相反o
の3項に分けて詳細な論述を行ったのであるが, ⇔は新民叢報の種族革命無益論

中国不亡

論 蒲洲はもと中国臣民なり 排満革命論は君主々体説に立脚する 溝洲政府は中国政府な
りの各所説‑の反駁と美濃部達吉説に対する梁啓題の誤解の指摘を内容としたもので反論の
視角は満洲侵入史実‑の認識と亡国の定義に関する法理解釈の2点を中心としつつ｢我国民
之所以志於排満者,困溝漢不同族也,因溝洲人在明峰,本非中国之臣民也,困満洲入滅吾国

也,凡此於種族上政治上歴史上国民心理上

皆鉄案不移而漢人亦無不知之者,非独漢人知

之,即溝洲人亦知之,政雄牧猫如大西胤槙,親著ノく義堂迷録,以暁漢人,亦謂不当以華夷而
有殊視而己,自有康氏,乃謂溝洲種族山千夏鼠

自有梁氏,乃謂満洲人本中国之臣民,宋音

滅中国,以亡国之民而忘亡国之歴史,吾不為鹿染意,実為漢人豊之,白草此論後,彼若不能

反駁,而糾合昔日之謬誤者,則真非漢人英｣と結び, ㊤に於てほ政治革命とは国民が被動的
地位から辞動的地位に転換することが第‑着手であり開明専制の勧告を政治革命の手段とす
るのほ無効であるとし立憲要求に就てほ第1に政府における可能性如何を測定すべきでまづ

政府が国民と利碧休戚を同じくするか否かを問うべきである第2に要求目的が国民の需要
に満足を与えるか香かが問題である第3に相手方に要求を受諾させるだけの実力の有無が
問題であるとして,第1は清洲政府は不倶戴天の電讐である第2は故国の光復にある第3は

新民叢報の論旨は極めて暖昧であるがロシア虚無党の評価や革命軍の排斥からみると所詮は
国民の力で湛洲を駆逐することを願わず唯呼散光迫を務めとするにつきる然し現在は｢政府
は排漢政策を励行しており我々国民も亦排満主義を以て白救し政府と国民が各々死力をつく

して相対峠すべき秋ではないのか｣満洪並存する使わず政府国民相容れずとすれば両者に相
提携すべき道理は全くないと述べ, ㊤に於てほ｢漢人疲満洲肥,漢人強満洲亡｣と要約され
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る一句が歴史上の事態を説明するのみならずげんに｢与其還之家奴不如暗之朋友｣とか｢蓑

中華之物力結友邦之勧心｣という北京政府の言明が端的に満漠利害の対立矛盾を物語ってお
りその立憲改革も要するに活人全族の計にでた排漢政策にすぎないとし複合種族国家に於て
国家と民族との利害不一致の場合は宜しく各人の生活に直接的影響をもつ本族の利等を先決
とすべしといい,但し中国の滅亡は異族に亡ぼされたとは云え事実は漢人を以て漢人を殺す
巧妙な排漢政策に踊った漢肝によって滅亡したものであることを爾後における革命蜂起との
関連で戒告して終っている｡

以上の精衛の主張を通じて我々は民報における基本的立場の一つが明確な漢民族主義にた
つ排満革命であった点を重ねて首肯すべきであろうが,民報に示された排満民族主義に関
しては更に漠民｢与国民新聞論支那革命党書｣は11)葦常｢真桐細俳中国之臣民｣ (紛)粘菌
｢斥為満洲舞護者之無恥｣ (蕃12)などが参照されて然るべきであろう｡

なお以上の所論で関心をひくのは指南のロシア革命派に対する評価である｡即ち精衛は
1905年のロシア革命を例証にあげつつ暗殺は革命の補助手段にすぎず決して革命そのものに
は代り得ないこと従って暗殺主義の価値は充分に評価はするものの染啓題の如く虚無党の暗
殺のみを肯定する態度に対してほ之を｢刺客のと首を以て国民軍の千曳に代えんとするは豚
蹄を以て築革を祝うの見｣であると批判している｡この事実は清末におけるロシア革命と虚

無党の及ぼした国際的反票の1例証として見逃し得ないのみか,孫文派と康梁派における反
応態度の相違を示唆して興味がある｡のみならずその相異は究蒐する処清末革命にたち向う

孫康両派の基本的姿勢の根源的差異に因由するものであり孫康両派における主体的ありかた
の恰好の具象に外ならないと解釈出来よう｡殊に粍衛のこの論説は前述した孫文の記念講演
におけるロシア革命派に対する評価と同号誌の所載論説でありそれが明らかに綿月即ち明治
12)

39年11月15日夜における孫文ゲルシヨニ会談という歴史的出来事の余韻をおびていた点を考

えれば事態はいよいよ印象的と云えるであろう｡

次ぎに寄生｢新民叢報雑説耕｣は数月米の革命論争における精篠の｢篤論｣を称揚しなが
らさらに細部に就て補説すべく試みた論説で論点は7段にわかれているがここでは次ぎの
2点を指摘しておくにとどめたい｡ ①新民叢報の立憲君主論の立場は｢姑らく異種の君主を

戴いて立憲し民智開け種族的自覚の暁然たるを侯って選挙を行えば革命を経ずして革命の実
があがるであろう｡何んぞ必ずしも全獅もって兎を樺つの必要があろうか｣であると要約し
た後, ｢これ己を知りて彼を知らざるもの｣と批判しその理由を｢今の立憲は大勢の趨くとこ

ろで防止出来ないことを知り立憲の美名に借りて民衆一般を揺惑させつつ自己の勢力増長を

謀り督操の椎を削り強幹弱枝の計をなすに過ぎない｣からだと述べて北京政府における欽定

立憲樹立の政治的意図を鋭く性格づけた点と㊥梁啓遇の種族革命祝が｢清洲ま異族と雄も駆
除すべからず｣から｢清洲は異族に非らず必しも駆除するの必要なし｣ ‑ ｢種族革命を行え

ば中国亡びん故に不可｣から｢種族革命を行えば節外に枝を生ずるが故に不必要｣へと推移
変貌した点への指摘とが画報の論争過程の倣妙な一指標たりうるものとして留意されてよい
と思う｡

最後にとりあげたいのは発啓題の民生主義社会革命論への痛撃にこたえた民意｢告非難民
生主義者｣ (紛)県解｢土地国有与財政｣ (釣大部｢斥新民叢報駁土地国有之謬｣ (響17)であ
る｡県解の論説は新民叢報｢再版基報之土地国有論｣ (髭嘉空qil;8)に対する未完の反論で内容

は新民叢報のいう①英国田租額が英国の国用を賄いきれないという表洛克学説の中国に対す
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る通用と類推㊤中国地軸額は80万足らずで到民国用を満たし得ない④土地単税は税制の良策

に非ずとの批判に再批判を試みようとしたものであり,集啓超が田賦と地税の区別を知らず

地租概念に地税田賦徴領実数実収の5着の混乱があり算出方式や統計数字にも多くの誤りを
犯しているとしてそれぞれに具体的論駁を加えて土地国有が破産を招くという染啓超の主張
を否定した後,土地国有に公債買収の法と地価確定による増砺吸上げ方式とがあり地租が地
価の昇降に比例するという一般事実‑の考慮をもこめて後者の方法が有効である旨を主張し
たものであり,太郎の論説も同じく｢再駁基報土地国有諭｣ ‑の反撃で新民叢報が資本家を

援助して労働者を抑圧する態度つまり民族産業資本の保護育成論を徒らに外国琉本を慣れた
人道に背反する態度だと論難して①艮報のいう土地国有政策と土地単税論との差異㊤民報の
土地国有方法と他の土地国有論との差異④中国に土地国有の実行し易いことの3点について
自己の主S指を展開しようとしたものであるが,惜しい裁僅かに重農学派の土地単税論との比

較に於て｢彼が租税を地租に求めるのに対し我は地代にとる｣点に相違があり梁啓超の論難
は民報の二i二地固有を重農学派の土地単税論と見誤ったところに原因すると論じただけで未完
のままに終っている.従って民報側の代表的論説としてほ民意｢告非難民生主義者｣があげ
られるべきであろう｡

該論は尺報1週年記念祝賀会における孫文演説に対する新民叢報｢雑答某報｣にいう｢社

会革命果為中国今日所必要乎｣にこたえて民生主義の理論と方策を聞明しようとしたもので
13)

あるが,民意はまづ梁啓超が昨年の第3第4号今年の第14号に於て社会主義を下流社会の煽
動手段とみ土地同有を否定するばかりか社会革命を最も不必要とliして社会改良主義を称揚
した態度をとりあげて之を民報‑の挑戦とみなし,つぎに染啓超の革命概念規定がイリー
｢経済学概論警5｣の英田工業革命からの引用であることを指摘しつつ論争の前提として梁

啓超の経折学概念の誤りを8土地を末とし資本を本とする㊤生産を難とし分配を易とする
㊤他を犠牲にして資本家を奨励する政策㊥外資排斥政策㊧物価の由来を知らず⑬物価貴規の
異相を知らず㊤地租と地税の区別を知らず(足守這琵宝競豊至fb) @個人経済と社会経済の区別を

知らずの8点に求めた後,節‑節駁所謂中国不必行社会革命之説

第二節闇所謂中国不可行

社会革命之説

第三節駁所謂中国不罷村社会革命の3段に分けて新民叢報を詳細に論駁した
ものであるが第1節に於ては架啓超の唯一の論拠が欧洲経済社会の歴史と中国との相違の力

説にあり然かもそれがイリーに従いながら同書で論考された米国経済社会の革命的危機様相
については故意に言及をさけている点をつきそれもつまりは自説に不都合なた姥'に｢鈴を盗

んで自らIr･を掩う｣類の苦心であること,土地を資本の附属物とみなす主張や欧洲社会の病

根政治法論が少数者の土地独占から少数資本家の形成‑という欧米における社会経済史実に
徴して明Elな誤りであり孫文の土地国有諭こそが中田将来の社会革命の根本的予防策である
とし,第2節に於てほ梁啓超の主張する民族産業資本の保護育成と外資排斥諭が国際的経済
競争と軍備競争との相違に対する無射符経済問題と政治閏JlBとの混乱からくる誤謬でむしろ

通商貿易こそが生産方法の改良と鞘富の増大をもたらす所以であると説き,自由貿易と保護

貿易の優劣は俄かに決定し難いが床護貿易の狙いは白田産業を他国の圧迫から保護するため
で資本家擁護が目的ではない従って経済的国際競争に制覇するためにはEq家を大地主大資本

家たらしめて重要利源を開発し且つ事業経営に当らせて田富を増進し以て園民全般の幸福を
謀ることが肝要でその源泉は土地[朋子主義にありかくてこそ外資導入も有利無害となろうo

げんに染啓題自身も資本の弱体を憂慮しているが然らば宜しく社会主義を崇拝すべきである
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と論じ.ついで生産問題を重視して分配問題を軽視する態度と外資導入を憧れる態度を批判
し結局それは分配に関する無知から外資導入が外国Yl:本の独占支配を帰結すると危供する
によるとし生産3要素説にちちつつ地代は地主賃銀は労働者利子は資本家利潤は企業家の所
得となるから外資導入による中田における土地労働力の需要増大と資本の増穂は可能である
従って分配問題の解決を重視する土地国有制的社会主義国家こそが生産と外資競争供に梁啓

超の危供を払拭しうる有利かつ理想的な国家組織であることを述べ,第3節では所謂円満な

る社会革命は清末中国においてほ実現不可能であり民報の主張は完全な社会革命に非らずと
いう染啓超に対して社会革命の実体は土地固有のみだと主張した事実はなく唯土地問題の解
決が社会問題解決の重要前提であることを主張したまでであること,完全なる社会主義とは
生産機関の国有をさすのであり土地国有は主要生産機関の一部国有にすぎないとし,資本の
優位性の主張に対してほ資本の源泉が土地と労働力とくに土地にある所以を具体的に説きな
がら社会問題解決の鍵を資本間題にのみ求めて土地問題を軽視する誤りを指摘し,最後に所
謂円満なる社会革命は一切の生産塩閏を悉く国有とすべきだとの所説に対してはマルクスエ
ンゲルス河上撃安部敏雄幸徳秋水等を引用して梁]riIfJtBの主張が極論であることを批判した

後民報の社会主義が大資本国有と土地国有を志向しており,分配問題については数理的平等
ではなくて心理的平等性を重視しつつそれを通じて不平階級をなくして個人地位の平等の実

現を謀る｢社会革命論｣であることを明らかにして｢吾人将来之中国.土地国有大資本国
育,土地国有者法定而帰請国有者也,大資本国有老土地為国家所有,資本亦自然為国家所有
也,何以言土地而不及資本,以土地現時己在私人字面資本家則未ili世也,何以土地必法定而

尽帰請国有,資本不必然者,以土地有独占的性質而資本不如是政｣と約言している｡また地

価の昂鷹は資本膨脹の結果であってその原因に非ずとの視点から孫文の社会革命後における
地価昂騰説に疑問を投げかけた染倍超に対してほ時事新報の記事昌塁)を引いて土地所有制
の弊害をとき同時に孫文演説の｢中国現在資本家還没有出世,加以幾千年地価,従来没有加

増｣の｢加以｣を｢所以｣とした民報の誤植を訂正しつつ文明の発達と交通の利便とが地価
昂鷹の原因であることを述べ,売買なき処に価格なしという観点から加えられた孫文の地価
確定法‑の論難に対しても土地国有制.よ土地売買の禁止こそすれ土地の租借利用は禁止せず
その対価が地代(錯芸I空rLTl)なのであり利日の慣習上地価とは土地所有の対価(鵠)であるから

地代で地価が推定出来ると反論,地代(租)は地主が土地利用者から収納するもの地租
(税)は土地の収入について地主に課する担税である従って土地日石とは国家が地主となっ
て地代をとることであり資本家琶断の弊害は無いと説明して染i,I̲'F題の地代概念の混乱をつ

普,更に井田法との相違をといて井田法が数理的分配であるのに対して民報の社会政集は心
理的分配つまり｢国家為唯一之地主而国内人人営為机他者,則其立脚点為平等,並其面項則
不妨依其業異其標準耐為之制限｣という実質的平等方式をとるといい,以上3節の綜合的結
論として

｢知吾国経済現盈之不足侍而当消息未然老則社会革命不必行之説破,知同家為大地主大資
本家而外資無足裏者則社会革命不可行之鋭披,知国有土地主義其定価買収方法更無駁論者則
社会革命不能行之説亦破･･･中E31‑孫先生日民生主義‑名詞当為Demosology而不為Sociaト

ism由理想而見諸実際之意也.故当世面石塀与研究商権共得失者皆吾人所楽歓迎也｣

と結んでいる｡該論はなお副次的部分についても幾つかの梁啓超批判を試みているが就中注
目すべきは孫文の平均地権論がスペンサー‑ソリジョージJ Sミルの3社会学説について
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｢将に掛値去取する所あらんとす｣としている点換言すれば当時の孫文における民生主義の
未成熟さが看取される点であろう｡但し改民｢民報六大主義｣ (誓3)や購自由｢録中間日報民

生主義与中国政治革命之前途｣ (警4)にてらせば民報にいう民生主義とは国家社会主義の謂
であるとみて大過ないようである｡

以上が民意所論の概要であるが之に対して梁啓超が｢再俣某報土地固有論｣を以てこたえ
民報また県解太郎の駁論で応酬する場面のあったことは既に我々の考察した処であるo

かようにして両者が筆鋒火花を散らす激論を展開し俄かに勝敗の帰趨を決しかねる情況に
14)

あったことは例えば張朋園｢染啓超与清季革命｣も指摘している如く新民叢報側における徐
仏蘇民報側における宋教仁乃至は碍観雲徐仏株と章柄鱗らの間に再三にわたって調停が試み

られ然かもそれらがすべて失敗に終ったという事実からも裏書きされるであろう｡
15)

然し如上の新民叢報と民報との論戦は先述した経緯のうちに新民il'1報が廃刊となって政rrl

社と政論の出現をみ民報側も県解と太郎の論説が未完のまま張准劉光洪らの発起による社会
主義講習会の開催となって民意の所謂民生主義の得失を研究すべく社会主義に閑する本格的
な研究組織確立‑の動きが現われるに至り新らたな対立段階つまりは政閲社と社会主義講習
会の対立‑と移行するに至るのであるが,要するにそれは民生主義乃至は社会革命論に浴び
せかけた新民叢報からのきびしい論難への対応如何が三民主義にたつ中国革命同盟会にとっ
て中華民国革命の成功的前進のために当面する喫緊課題としてうけとめられその直接的動因
となったことを意味すると解釈して大過ないと思う｡

(8月22日稿了)

･本稿も,:TEj庵に引きつゞき昭和38年度科学研究費の支給による研究の‑所産であるo

註

解

1民報警1 ｢紀東京留学生歓迎孫君逸仙rjiLiq｣.

2

中国々民党史稿禁書望｢同盟会之宣伝｣ 0

3

これら諸論説は祝ね飲泳室文集(去鵠･) ;こ収故されてあるが発釦93日は誤E)である0

4

飲泳妄文集苦5 ｢政治学大家伯倫知埋之学説｣ 0

5

民報警1 ｢剛臓近日清之談判封所収｡

(ブルンチエリ)

6

法国革命史論実｡飲淡の践文によれば｢此南甑先生欧州1咽肪記之1節也｣という｡

7

開明専制論をさす｡

8

鴎山政道｢官吉富近代政治学の充遠望2｣は明治30年代の国家学説をさぐるのに頗る有益である｡

9

菟他鋸等｢対米ボイコットの意義について｣ (Ia諾行t)参照.

10拙稿｢江新路.柑妹の民衆｣ (鑓'7Ji;rfコ)に論及ILIlo

11菊池描ra'5千里L事件の対日JI‑:イコット｣ (;謁門参仇
12

革命評論禦｢最望危機一髪｣同紙fLJn8 ｢欧州,it.l命の大勢｣ ｢ゲルシヨ二｣併昭｡なお拙帖｢革命

評論について｣ (星京島貸tR)で一応の考察を加えた0

13

申論種族革命与政治革命之得失,描答現しほさすものと思う｡

14

染啓超与活季革命7 ｢他山之石一梁TL]ik超与革命党論戦之影!.'jf(1)｣及び宋教仁｢我之歴史書｣ ,太炎

先生自鮮F譜, ir;任公先生年譜長編緋縞1号｡2,1二収録の往復lLtf別便0
15 拙稿｢清人における在日康梁派の政治軌静(その‑)｣ (黒歪ZrJAf‑J羊)劉[:i｡

柚註 因みに本稿に頻出する欧米社会科学濱名は武居良明博士のご示教によJ=ゴ恐らく次の通りであろ
う.
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