
アメリカ体験と中国の近代   

梁啓超『新大陸瀞記』と中国における「自由」の条件  

穐 山  新  

1「アメリカの中にアメリカを超えるもの」を見る   

中国における「自由」や「民族主義」といった近代的な理念・概念の受容と展  

開をめぐる問題において，その最も重要な役割を果たした知識人として知られる  

梁啓超（1873－1928）は，1903年におよそ9ケ月にわたって北アメリカ大陸を旅  

行している。そして翌年に，その経験を自らが編集する雑誌『新民叢報』の臨時  

増刊号として，『新大陸源記』という一－・肝の本にまとめている。本稿ほこの染啓  

趨のアメリカ旅行記から，彼の近代思想におけるアメリカ体験の意義を検討して  

いくものである。   

アメリカ社会論の古典であるトクヴィル『アメリカのデモクラシー』のなかに，  

「アメリカの中にアメリカを超えるものを見た」という有名な一節があるように  

（トクヴィル2005－8［1巻上］：27），現在に至るまでアメリカを語る言説という  

のは，常にアメリカ以上の何かを含意しようとするものであった。社会学ではと  

くにマックス・ヴューバーとタルコット・パーソンズに代表されるが，「アメリ  

カ」とは単に国際社会における一つの国なのではなく，「近代」の理念とその未  ＝＝■●●  
釆を，まさにその生きた姿において表象するものとして期待されてきたのであ  
る11｝。   

梁啓超の『新大陸辞記』も，単なるアメリカ社会に固有の風俗や文化ではなく，  

そのなかに中国もが共有すべき普遍的な「アメリカを超えるもの」を見出そうと  

する動機に基づくものであった。彼の言葉によれば，「アメリカの政治上，歴史  

上，社会上の様々な事実に時おり論断を加え」ることで，「その理解したものを  

祖国に対して貢献することも．また国民の義務の・－一端である」と考えたのである  

（染［1904］1981：下L例）。この旅行記の中で梁啓超が描き出したアメリカ社会の  

構造とは，以下のようなものであった。  

フランスの学者ルソーは，「民主の制を実行しようとすれば，多くの小国  

が連合しなければならない」と言っている。ドイツの学者ボルンハックもま  

た，「共和政体の要素は数多いが，最も重要なのは国境が非常に狭いことで  

あると言える」と言っている。私はアメリカを見て，それが信じられること  
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だと理解Lた。かのアメリカは，ただ44の小共和国だけなのではない。この  

それぞれの小共和国の中には，これよりさらに小さなものがまたある。‥…‥   

（中略）……アメリカの共和政体は，その固から成立しているのではなく，  

一つの国を組織する様々な省によって成立しているのである。また省はその  

省によって成立しているのではなく，一つの省を組織する様々な市によって  

成立しているのである。こうした現象を必ず知れば，つまりはアメリカの政  

治を論じることができるのであり，こうした現象を必ず備えれば，つまりは  

アメリカの政治にならうことができるのである。（梁［1904］1981：160）  

以上のように，梁啓超はアメリカの政治社会の構造を，自立性をもった小さな  

政治集団の重層的な統一体としてとらえていた。彼がアメリカにおいて最も感銘  

を受けたのは，アメリカが「44の共和国で一つの共和国」とし，「その人民も二  

重の愛国心を持っている」事実にあった。ローカルなレベルにおける政治単位の  

自律性の強さが，ナショナルなレベルにおける連邦の統一性と全く矛盾すること  

なく，むしろアメリカ社会における「自由」と，アメリカという国の独立性の根  

拠になっていることを，梁啓超は強調したのである。   

しかし，このようなアメリカの政体に関する知識は，これが尊かれた1904年当  

時においても，特にアメリカに行かなくても手に入る類のものであっただろう‘2｝。  

しかも，トクヴィルやヴューバー がアメリカにおける実際の見聞で感銘を受け，  

多くの紙数を費やして描き出した自発的結社についても，『新大陸瀞記』では全  

く言及されていない。上記の文章も，あくまで州やタウンといった行政上の自治  

体についての話であって，とくにトクヴィルらがアメリカの公共団体における自  

発性の側面に注目したのに対L，梁啓超の議論の力点はもっばらその統一性と凝  

集力に向けられていた。   

こうした適いがどこに由来するかについての－一つの解釈は，単なる学問的なバ  

ックグラウンドや教養の厚みの追いというだけではなく，吉滞誠一郎が「トクヴ  

ィルが何より民主政の問題について関心を往いだのに対して，梁啓超の意識は，  

亡国の回避に向けられていた」と述べているように（吉澤2003：5），彼のアメ  

リカに対する関心が第一義的にリベラリズムやデモクラシーではなくナショナリ  

ズムに支えられていたというものである。しかし，ヴューバー がそうであったよ  

うに，既存のアメリカ社会論のなかにも程度の差はあれ，ナショナリズムへの関  

心は一般的に観察可能であろう。   

むしろ本稿では，『新大陸膵記』が他の一般的なアメリカ社会論の理解枠組と  

は異なっている理由を，梁啓超の中国社会に対する自己理解に求めていくことに  

したい。『新大陸静記』におけるアメリカ社会像は，普遍的・超越的な視点から  

描き出されているのではなく，あくまで中国社会との比較と差異化という比較社  

会学的な記述によって構成／再構成されたものである。その意味で，梁啓超にお  

けるアメリカ社会論と中国社会の自己理解とは，別個の観察による別個の記述な  

56   



のではなく，あくまで因果関係にあるのであって，本稿の課題もこの因果関係が  

いかなるものであったのかを明らかにLていくことにある。彼のアメリカに対す  

る関心というのも．究極的には「中国」という自らが属する国を反省的に観察・  

理解し，その近代世糾こおけるその行く末を見通そうとする動機に支えられたも  

のに他ならない。川尻文彦も述べる通り，「彼にとってこの旅行は「アメリカ」  

視察であるともに「中国」視察でもあったのである」（川尻2005：70）。   

従来の梁啓超に関する研究は，13年間亡命Lていた地である日本との関係を強  

調するものがほとんどであった（狭間編1999；鄭2003）。確かに「思想連鎖」  

という点においては，日本は中国に対して西洋的な学術・思想の「結節喋」とし  

て機能してきたことは間違いないとしても（山室2001），彼が日本社会について  

まとまった著作を一つも残していないように，日本は「中国」に対する自己理解  

やアイデンティティを迫るような存在では全くなかったことも強調しておく必要  

がある。それに対し，梁啓超にとってアメリカという存在は，思想連鎖の面にお  

いては極めて乏しいものであったとしても，それは「『中国』とは何であるのか」  

という聞いを真正面から突きつけるものであった。既存の梁啓超研究においては  

必ずしも盛観されてこなかった『新大陸源記』をtJi，本稿で真正面から取り上げ  

る理由もまさにここにある。   

本稿では，最初に染啓起とほぼ同時期にアメリカを訪れている，マックス・ヴ  

ューバーのアメリカ論における「ゼクテ」に関する議論について検討し，それと  

の対比のなかで梁啓超がアメリカ社会のなかから何を探り出そうとしていたのか  

の，彼に固有の問題意識や視座が何であったのかを浮き彫りにしていきたい。ア  

メリカ社会の観察者がそのなかに「近代性」を過剰に期待してきたのとは対称的  

に，ヴューバーの宗教社会学がそうであったように，中匡＝ま「前近代性」を表象  

する存在として位置づけられてきた。『新大陸瀞記』もそうした認識のフレーム  

を共有するものであるが，異なるのは染啓超が一一正人の「中国人」として，この前  

近代性を克服するための手がかりをアメリカ社会のなかから懸命に探求しようと  

したことにある．〕このような探求の過程のなかから，民主主義や国家形成といっ  

た近代社会に普遍的な政治課腰を実現していくための，中国に固有の道筋が構  

成／再構成されていくプロセスを明らかにしていきたい。  

2 マックス・ヴェーバーと「ゼクテ」   

マックス・ヴューバーが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の  

なかで，ベンジャミン・フランクリンをその「精神」を代表する存在して位置づ  

けているように，またこの有名な著作の第2車がアメリカ旅行の直後に書き上げ  

られているように，彼の社会学および社会科学において，アメリカという国が特  

別な存在であったことはよく知られている。クラウス・オッフェの言葉をかりれ  

ば，「ウェーバーは法社会学，経済社会学，宗教社会学，そして政治社会学に開  
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する著作のなかで，出来事や現象の終わりなき多様性を類型的に整理しようと試  

みるが，この試みにおいて彼は，ドイツを除くいかなる国の事情も，アメリカ合  

衆国の事情ほど持続的，集中的に扱ってはいない」のである（0蝕2004＝2009：  

57）。   

ヴェーバーがアメリカ旅行の機会を得たのは，梁啓超の一年後の1904年，ミズ  

ーリ州セントルイスで開かれた万国博覧会の国際学術会議に招待されたことによ  

るものであり，期間はおよそ4ケ月間であった。秦のマリアンネをはじめとする  

ドイツ人同行者が，最後までアメリカの物質主義的な生活様式になじめなかった  

のとは対称的に，ヴューバーだけは摩天楼や自由の女神などに異骨な感激を示し，  

アメリカへの飽くなき好奇心が滞在中もずっと衰えることがなかったと言われて  

いる（今野2007：159－60）。ヴューバーは帰国後の1906年に『フランクフルト新  

聞』に「『教会』と『ゼクテ山 という文革を，そしてその修正版である「北アメ  

リカにおける『教会』と『ゼクテ』」を『キリスト教世界』という雑誌に掲載し，  

さらに最晩年の1920年に，これらを大幅に改定した「プロテスタンティズムのゼ  

クテと資本主義の精神」という論文を執筆している。   

これらの論文の中で主題となっているのが，アメリカ旅行にも同行した宗教学  

者であるエルンスト・トレルナの概念を基にした，宗教的な団体・組織における  

「ゼクテ」と「教会（キルヘ）」の区別である。ヴューバーによると，「教会とい  

の 

ヽヽヽヽヽ れつき，原理上，彼らは“官職”と結びついている教会活動の客体である」  、
ま
 
に
、
認
 
 

う
、
生
 
の
、
と
 
 

「ゼクテ」というのは「教会に対立し，もっぱら，宗教上資格あり  対
、
め
 
 

て
 
 

し
 
 
 
られた個々人のみで構成する自由な団体」のことをさしている。つまり「教  

会」の成員資格は，その倍仰心の有無や強弱に関わらずそこに生得的に帰属して  

いることであり，ゆえに「発しいひとにも為しくない人にもその光を注ぐ」のに  

対して，「ゼクテ」の成員資格ほ，個々人が「純粋」に神を倍仰していることを，  

日常生活や経済活動のなかで不断に証明し続けることによって，はじめて認めら  

れるのである（ヴェーバー1994：375－6）。とくにヴューバーは，アラバマ州の  

タスキーギという小都市で，銀行家たちがバプティストの洗礼式に参加している  

のを見学した経験から，人格や品行などに関する厳格な審査を経て「ゼクテ」へ  

の加入を認められることが，「紳士としての倫理的資格，ことに営業資格上の資  

格の絶対的保証をうること」なのであって，アメリカにおいてそれは「人物の倫  

理資格証明番，とくに営業倫理資格証明番の交付を意味」するものであると確信  

していくことになる（ヴェーパー1968：68）。彼によれば，「“確証”されたキリ  

スト者は……資本主義的な観点から見て有能なビジネスマン」なのである。   

以上のような「ゼクテ」に対する評価は，トクヴィルからの影響とも言われて  

いるが（Of艶2004＝2009：67w8），むしろ以下のように，祖国ドイツにおける「教  

会」のあり方へ批判的な問題意識に基づくものであったと理解することができる。  
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数多くの歴史的機縁のうちにあって，宗教革命は当時われわれドイツ人にと  

って－・つの発展であったが，その発展は個人個人の働きによるものでほなく，   

“当局”の威光のおかげであった。この事賓と手を携えて，つぎのような状   

況が発生した。即ち，宗教団体は変わることなくただ“教会”として，営造  

物として存在するのみだから，“権威”から個人を解放しようとするあらゆ  

る努力は，最広義のリベラリズムを，宗教団体に対抗する闘いの軌道に駆り  

立てずにはおかなかったという事情である。しかし同時に，このために，か  

の団体形成力はリベラリズムに与えられなかった。これが今でもわれわれの  

運命となっている。（ヴューバー1994：382－3）  

このようにヴューバー は，ドイツにおける宗教団体が個人の自発的な信仰とは無  

関係に帰属させられている「教会」であったがために，「教会」に対して個人の  

自由を求めるリベラリズムの運動が宗教そのものへの全般的な懐疑や否定へと向  

かってしまい，それによって諸個人が自発的に団体を創り出していくための核と  

なる倫理的な価値を喪失してしまったと考えたのである。そして，「教会」から  

自由になった個人がどこに向かったのか言えば，国家の官僚制組織へと容易に絡  

めとられるようになっているというのが，ヴューバーのドイツ社会に対する診断  

であった。   

繰り返すように，アメリカ旅行からの帰国直後に『倫理』論文の第2車が完成  

するのであるが，ヴューバーにとってヨーロッパの宗教改革の中にあった，プロ  

テスタンティズムの「近代」精神の可能性を引き継いだ存在こそがアメリカであ  

った。ヴェーバーはこうした精神がアメリカで形骸化しつつある事実にも注意を  

払っていたが，彼は「教会」から官僚制化へというドイツがたどった道を批判的  

に照らし出すものとして，アメリカ社会のなかに「ゼクテ」を見出し，個人の宗  

教的な倫理と情熱のなかから公共団体を創り出してきたという経験が遺産になっ  

ていることに対して，憧憬と羨望岬および競争心・対抗心脚を抱いたのであ  

るIj）。  

3 梁啓避のアメリカーアメリカニズムと華僑社会   

（1）アメリカの牽僑と梁啓起   

梁啓超とアメリカをつなげる役割を果たしたのが，19世紀半ば以降に急速に増  

大した華僑の存在である。アメリカの華僑は，中国国内の特に東南部における人  

口爆発と農地不足，アヘン戦争以降の貿易港の開港と海外への渡航を公認する条  

約の締結，アメリカ大陸における労働力需要の高まり，そして太平洋を横断する  

海上交通網の発達といった様々な国内外の要因を背景にして増大していった。と  

くにカリフオリニア州におけるゴールドラッシュと，1朗0年代以降における大陸  

横断鉄道建設などの労働力の需要は，中国大陸から多数の移民をアメリカ大陸へ  
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と呼び寄せる契機となった。   

重要なことはこうしたアメリカの華僑が，清朝政府に敵対して国内で活動を禁  

じられた政治集団に，新たな人的資源を提供することになったことである。また  

華僑自身もアメリカにおける激しい中国人排斥の感情と連動に絶えずさらされて  

いたこともあって，政治的庇護を求めてこうした政治集団に積極的に接近してい  

くことになった。そのなかでも特に有名なのは，1894年に孫文がハワイ・オアフ  

島のホノルルで結成した輿中会と，梁啓超の師匠である廉有為が，1899年にカナ  

ダの西海岸の都市ヴァンクーヴァーで設立した保皇会である。梁啓超は康有為と  

ともに，1898年に光緒帝の支持の下で政治体制の近代化を目指す改革運動（戊成  

変法）を推し進めたが，西太后などの宮廷保守派のクーデタ一によって，清朝の  

政治犯となった二人は日本に亡命することになる。廉有為は海外の華僑に同志を  

求め，1899年にヴァンクーヴァー（当時日本や中国から北アメリカに渡る太平洋  

航路の入り口に当たる都市であった）に赴き，当地の華僑を動員して保皇会（「維  

新会」とも言う）を結成し，瞬く間に北アメリカの各都市へと拡大している。   

梁啓超のアメリカ旅行は，このような保皇会における牽僑の人的ネットワーク  

や財政支授によって可能になったものであった。もともと梁啓超は，保皇会が結  

成された直後の1899年にアメリカ大陸に行くことを計画し，「二十世紀太平洋歌」  

という詩をつくって「誓ってかの世界共和政体の祖国にゆかん」と意気揚々と出  

発したのであるが（丁・鵜編1983：101），中継地のホノルルで伝染病の流行によ  

って長期間足止めされ，さらに1900年の義和団事件をめぐる中国国内の混乱で断  

念することになった。「新史学」「新民説」や後に言及する「中国専制政治進化論」  

など，梁啓超の思想において重要とされる代表的な文章がこの後の1901年から02  

年の間に量産されていることを考えると，彼の知識や思考がより成熟した段階で  

アメリカを旅行できたことは，結果的に大きな意味があったのではないかと思わ  

れる。   

再び梁啓超が保皇会の招きでアメリカに旅立ったのは1903年の1月23日（旧暦）  

で，それから9ケ月ほどの間，主に長距離鉄道を利用しながら北アメリカ大陸を  

旅行している（5）。彼は保皇会が組織されている場所を目標に旅行しているので，  

訪れた場所は華僑の多く住んでいる北部の西海岸と東海岸の大都市が中心であ  

り，南部はニューオリンズに少し滞在しただけで，農村地域にはほとんど接触し  

ていない。このことは，一般的なアメリカ社会論に比して，『新大陸潜記』のな  

かでアメリカの宗教文化の記述に相対的に乏しくなっている理由の一つでもあ  

る。  

（2）転換期のアメリカニズム   

周知のように，染啓超が訪れた1900年代初頭のアメリカは，政治的にも社会的  

にも大きな転換期を迎えていた。まず，1890年に未開拓地の消滅が宣言されるな  

ど，19世紀までのアメリカの自由と民主主義の根拠となってきたフロンティアが  
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消滅し，次に急速な産業化による農相から都市への大規模な人EI移動が趣こって  

都市人口がアメリカ全体の三分の一にまで拡大し，そして最後に．それまでの孤  

立主義外交の方針を捨てて．米西戦争（1898）や門戸開放通牒（1899）のように，  

対外政策への積極的姿勢へと大きく舵をきりはじめていた。ウッドロウ・ウイル  

ソンが，1901年の演説の中でアメリカこそが「自由と自治の伝道者」たる新たな  

「使命」を担っていることを訴えていたように，アメリカの世界的役割を強調す  

るアメリカニズムが出現しはじめていたのである（古央2002：23－6）。   

梁啓超が北アメリカ大陸に釆て，最初に強く印象づけられたのは，この新しい  

アメリカニズムの熱気であった。彼はヴァンクーヴァーで，セオドア・ルーズベ  

ルト大統領の演説文を新聞で目にし，「わがアメリカが強く栄えた国の領域に進  

もうとし，わが子孫の百年の大計のためには，帝国主義をおいて他にない」「お  

よそ大国の人民を自負するものは，いかなる道によってわが国を世界上の偉大な  

地位を占め，かつこれを持続させていくのかを必ず考えねばならない」などの言  

葉に超して，以下のような感想を記している。  

私は新聞でルーズベルトの演説文を読んだ後，何日ものあいだ深い衝撃を  

受け，これを三度読み直してその場を去ることができなかった。「世界の舞  

台の大役を務める」「私が抱いてきた壮大な計画（壮図）を実行する」と言  

っているが，その「大役」「壮図」の目的はどこにあるというのか。願わく  

は，わが国民はこれを考えてほしいものである。  

これはルーズベルトー人の言葉ではなく，実にアメリカで公に語られてい  

ることなのである。これにドイツの新聞からの冷ややかな嘲笑と辛らつな皮  

肉が繰り返し加えられているのだが，これとアメリカの新聞との舌戦が全国  

で騒がしくなっている。（梁［1904］1981：15）  

この文章に続けて梁啓超は，本来は中国が君臨すべき「太平洋の主人公」の地  

位を，アメリカが制覇しようとする強い意志を表明している事実に，強い危機感  

を表明している。ちなみに梁啓超はこの後に，ワシントンのホワイトハウスで国  

務長官のジョン・ヘイとともにルーズベルトと実際に面会し，その印象を当時の  

ドイツ皇帝ウイルヘルム2世と並べて，「その雄才大略，万古を開拓し，一時代  

を覆す気概を持つ者」と表現している（染［1904］1981：69）。  

（3）「中国人」の表象としてのアメリカ車億   

こうした，世界の指導的地位を担おうとするアメリカニズムの力の前に，中国  

はどのような運命と困難に直面しなければならないのかを探り出すことが，梁啓  

超のアメリカ滞在中の蔵も大きな関心であった。そのことの手がかりを，染啓超  

はサンフランスコに比較的長く滞在した際に，華僑社会の観察を通じて稗ようと  

している。彼が華僑社会に着目したのは，「世界上に占めるわれらが華人の性質  
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がいかなる位置にあるのかを見ようとすれば，サンフランシスコ（旧金山）ほど  

のものはないと考える。内地では外人と比較するものがなく，われらの長所・短  

所を見るのに十分ではないため，内地よりも外地のほうがよい」という理由によ  

るものであった（梁［1904］1981：127）。梁啓超にとって，アメリカという「近  

代」の原理が凝縮している社会のただ中で生きている華僑は，まさに世界のなか  

で「中国人（華人）」が歩むべき未来を照らし出す可能性を持った，きわめて興  

味深い観察対象であったのである。ここでは紙数の都合もあり，『新大陸訪記』  

における他のアメリカの民主政治や多民族社会などについての議論は省略して，  

この華僑社会の記述に焦点を絞ることにしたい。   

梁啓超が最初に着目したのが，華僑が組織する「会館」という団体の存在であ  

る。会館は明代中期の，農作物の市場化や商業活動の広域化といった経済発展が  

見られた16世紀ぐらいから都市に族生しはじめた，商工会と同郷会を兼ねたよう  

な組織であり，祭祀の挙行や慈善活動，科挙受験生の宿泊場所などとして機能し  

ていた（陳1996：219－21）。牽僑社会における会館も，この伝統的な会館の原理  

がそのまま海外に転移したものであった。梁啓超はサンフランスコの会館につい  

て，県を中心に組織される八つの会館と，それを統一一一する中輩会館とがあると説  

明した上で．以ドのようにその時徴を述べている。  

八大会館と中華会館の関係は，アメリカの各州と連邦政府の関係と非常に似  

ている。アメリカは先に各州があって，その後に連邦がある。ここでも各会  

館が先にあることで，中華会館が存在しているのである。アメリカの連邦政  

府が成立した後，さらに30あまりの州が加入したが，中華会館もまた成立し  

た後も二つの会館が加入している（合和，風聞が後に加わった）。アメリカ  

の連邦政府が毅初に建った時，その財政が独立できず，各州がこれを供与し  

たのである。簡単に言えば，中華会館の地位はアメリカ独立後に憲法ができ  

る前の十年間（アメリカは1776年に独立して1787年に藩法を立てた）のフィ  

ラデルフィアの総政府ときわめて似ているのである。‥‥＝（中略）……一 切  

の大事・小事がおおよそ各邑の会館で決められている。もし準入金体の利害  

に関わらない場合は，甲乙二つの邑が交渉し，「中華」には集まらない。（染  

1904［1981〕：146－8，強調引用者）  

以上のように，ここではアメリカの連邦的な政治社会の構造と会館の組織構造  

の類似性が指摘されている。つまり梁啓超も「愛郷心が非常に盛ん」であること  

を華僑社会の第一の特徴として挙げているが（染［1904］1981：127），まずロー  

カルなレベルでの個別的な政治単位および団体・結社への帰属意識や利害関心の  

存在が先にあって，上位のナショナルな国家・国民といった大きな単位は，あく  

までその後にしか成立し得ないという点で，アメリカと中国の政治的な組織化の  

原理がきわめて近いものであると梁啓超は観察したのである。  
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次に梁啓超が着目したのが，県単位の会館のさらに下位にある撫数の血縁集団  

である。重要なのは，これらは直接的な血縁関係を必ずしも持たない擬似的な血  

縁集団であったことであり，これについて梁啓超は同じ姓の共有で繋がる「族制  

団体」と，異姓どうしでも『三国志』の登場人物などからきっかけを探し出して  

繋がる，「聯族団体」の二つにわけて説明している。染啓超はとくに「聯族団体」  

における「彼らがお互いに親愛し，助け合うのは同姓と異なるところがない」と  

いう不可思議さについて，「その源を推測すれば．ほとんど小さな姓が大きな姓  

のために圧迫されているので，聯邦の制度を採用して防御の方法を考えなければ  

ならなかったのだろう。そこで歴史一Lに少しでもお互いに属している者を求めて，  

そこからこれを繋げていったのである」と解釈している（梁［1904〕1981：139）。  

その上で梁啓超は，「これらの聯族思想を推し広げて，まさにわが国値入が同じ  

黄帝から出ているのだと知るべき」であると，いっそのこと「聯族」の核となる  

ものを「費帝」という「四億人」の民族的な始祖にまで遡らせて，相互の統一を  

図るべきではないかと主張している（梁［1904］19飢：140）。   

最後に，華僑社会における′ト団体どうしの分裂と抗争について，梁啓超は詳し  

く記述している。例えば会館の主席（盛事）の選挙について，「主席を選任する  

段になると県同士が争い，さらに一県の中では姓同士が争い，山一姓の中では郷同  

士が争い，一－一一郷の中では房（－一家）同士が争っているのである。選挙が行われる  

ごとに，常に起こる殺人流血は数え切れないほどである」と（梁［1904］1981：  

147），その混乱の現実に対して深い失望感を表している。さらに広東省出身者に  

よる「二三邑」「四邑」と呼ばれる地縁的な集団による対立・抗争について，「三邑，  

四邑はほとんど敵国のように，しばしば数え切れぬほどの殺人血流を行っている。  

ただサンフランシスコだけではなく，他の街でも同株なのだ。このような有様で  

は，国語統岬一の方法を講じなければならない」と，同じ広東出身者として梁啓超  

は憤然と記している（梁［1904］1981：136）。   

彼は様々な「秘密団体」が華僑社会に根を張っていることにも触れているが，  

「これらの団体は，実に全市の害虫である。長年の様々な騒動は，みなここから  

起こっている」と強い非難の目を向け，「日々拳銃や七首を携帯し，毎年の死者  

は十数人ないし数十人で，実に天地の間にはほとんど有り得ないような現象には，  

まさに痛ましいものがある」と，その抗争の凄惨な有様について記している（梁  

［1904］1981：140－1）。梁啓超は嘆いて言う，「フランスの学者ル・ボン（李般）  

によれば，国民の心理はどこの場所に置き換えようとも，みな同じ現れ方をして，  

同一の方式を演じるのだという。私は中国の秘密結社をみて，深いため息を禁じ  

えなかった」（梁［1904］1981：141）（61。  

4 中国における「自由」の条件  

以上のように，染啓超はサンフランシスコの華僑社会を通じて，①アメリカに  
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似て下位の小さな政治単位への帰属放浪が優先されていること．（亘）擬似的な血縁  

原理によって人間関係が構築されていること，⑨そして小さな団体同士での対立  

と抗争がほとんど不可避であることを観察していた。   

梁啓超はこのような観察を通じて，「以上の列挙してきたことを全体的に見て，  

私は中国人の欠点を次のように論じることができる」と総括を加えている（梁  

［1904］1981：144）。彼はここで「中国人の欠点」として挙げているのは，「族民  

資格があって市民資格がない」「村落思想があって国家思想がない」「専制を受け  

ることができるだけで自由は享受できない」「高尚な目的がない」の四点である  

が，特に三番日の「専制」と「自由」の問題について，以下のように論じている。  

地元の人が私に語るところでは，サンフランシスコの華人は，この前の左  

庚氏が領事を任じている時は最も安全で平穏だったそうである。刀を持って  

仇をなす者もなく，徒党を組んで揉め事を起こすことなく，ぶらぶら遊んで  

いる者もなく，秘密結社もみな身をひそめて大人しく，夜中でも騒がしくな  

く，民も仕割こ励んでいた，と｛〕左氏も市暫の意を受けて，厳しく犯罪者を  

捕らえ，塞く罰していたのだそうだ。しかし左氏が死んだ後は，元通りの姿  

に戻ってしまったという。これは実に専制が安全で自由が危うく，専制に利  
があって自由に寒があることの証明である。………  仲略）……… そもそも  

自由，立窓，英和というものは多数政体の総称である。しかし，中国の多数  

大多数最大多数は，まったくこのようなものでしかない。だから私がいま多  

数政体を選択しても，それはその国を自殺させることと異ならなくなるだろ  

う。自由や立藩，共和というのは，冬に葛が生えて，劉こ毛皮を着るような  

ものであって，美しいものは美しいままでなければないとしたら，我々に適  

したものは何もない。私はここで，それを空疎で華やかな言葉で飾り立てず，  

またそれを夢物語でごまかしたりもせず，－一言で言いたい，今日の中国国民  

は専制を受けることができるだけで，自由を享受することばできないのであ  

る。（染［1904］1981：147－148，強調引用者）  

中国における「専制」と「自由」の関係についての問題は，梁啓超がアメリカ  

に旅行する以前からの，彼の思想を貫く重要なテーマの一つであった（アノ。梁啓超  

は1902年に番いた「中国専制政治進化史論」という文革のなかで，「中国が世界  

の中で停滞して進まぬ国」である理由を，王朝国家体制における「専制政治」の  

負の遺産に求めている（染［1902］1941）。彼の理解によると，ヨーロッパの近  

世における封建制から君主専制への展開は，君主と都市国家（市府）がその中間  

にある「貴族政治」を解体することよって可能になったのであり，この過程を通  

じて都市国家が政治権力を伸長させていたことが，「民権」を発達させる基礎と  

なった。それに対して中国では，都市国家や貴族といった自律的な自治体や階級  

制度が存在しなかったため，「数万里の広土と衆民が，同じ一つの政府の下で存  
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立しているということで．人民が団結してこれを瑚めていく自治の力をもはやな  

くしてしまった」のだという t梁［1902¶Il錮1：7け）   

要するに，I甘国では数族階級のような人々を強力に拘束する中間的権力が欠如1  

していたことで，「私がぶらぶらしても，盗賊になろうとしても，ごろつきなろ  

うとしても，餓死しようとしても，政府が問わない」といったような（染［1902］  

1941：82），権力の存在を意識すらしない文字通りの放任的「自由」を生み出し，  

民主主義を生み出すための活力と抵抗力を失わせたと，梁啓超は考えたのである。  

彼の理解では，「個人の自由をもって巨＝圭†として，天下が糾ヰlの李福を草食して  

いるのは，今日の中匝＝まど当てはまらないものはない」が，それは「法律の下で  

一挙一動が磯械のように演奏きれ，一進一一＝川・■退が軍隊♂）ように行進する」「文明の  

自由」とは全く相容れない，「野蛮の自由」を意味するものでしかなかった（梁  

［1902－4］1981：45）。広大な領土と膨大な民衆を一元的な形で統治する中国の  

専制体制は，封建的な階級や自治体といった自律的な中間権力が不在で，個々人  

が分散的で政治的には無力または無関心であるような，「野蛮の自由」の社会を  

条件とすることによってはじめて可能になったのである。   

このような中国社会に対する理解が，サンフランシスコの華僑社会の評価に接  

続されていることは明らかであるが，ここから梁解題がアメリカ社会を自発的な  

結社からではなく，あくまで耗・性や凝阻性から説明しようとした理由を説明す  

ることができる。ヴューバーが「ゼクテ」を鵡く評価したのは，ドイツにおいて  

「自由」の健全な発展を阻無しているものが．「教会」に／主ミまれつき所属Lてい  

るというだけで社会的な地位と信用を徹 それが個人のけ常／lミ清や経済活劇にお  

ける倫理的な緊張感を弛櫻させてしまうという問題意識に山水していた。それに  

対して，梁啓超にとって中国で「自由」を阻害しているものは，まさに「自由」  

の過剰それ自体に他ならなかった。、梁啓超がアメリカにおいて「ゼクテ」などの  

自発的結社の存在に意義を見出すことができなかったのは，必ずしも不思議なこ  

とではない。というのも，公共用体が所与の「営造物」ではなく，ばらばらの個  

人から自発的に形成きれるという原理それ自体は，会館や秘密結社など中国社会  

においてもほとんど自明の事実だったからであるしボ⊃。＿一 会館組織とアメリカの連邦  

制の類似性を指摘していたように，ローカルなレベルにおいて鯉の状態から自発  

的に団体を創り出す能力に関しては，中国とアメリカとで根本的な適いはなかっ  

た。むしろ彼の問題意織は，会館どうしの1l二むことのない内部抗争など，こうし  

た中国的自発結社が多元的で自立的に存立Lていることが，「中華」「中国」のナ  

ショナルな統一性を必然的に掘り崩してしまう性質のものであったことにある。  

上紀の擬似的な血縁原則がこうした統一性の基礎になりうるかと言えば．むしろ  

ごく身近な人間関係に対する執着を強化し，小集団への分散化にドライヴをかけ  

るものでしかなかった。梁啓超がアメリカ社会の特質として，下位の「小共和国」  

と上位の連邦との統一的な並存という（今から見てさほど興味をひかないような）  

側面を強調していったのは，ナショナリズムへの関心からというよF）も，こうし  
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た中国社会の自己理解に基づく問題意識の結果として理解することが可能であ  

る。   

結果として梁啓超は，先に引用した文章で左糎という人物の例を挙げているよ  

うに，「世界共和政体の祖国」と彼が呼んだアメリカ体験を通じて，逆説的に中  

国における「専制」（＝独裁）政治の必要性を主張していくことになる。「中国専  

制政治進化史論」を番いた段階では，あくまで伝統中国的な「専制」（＝独裁）  

における「奴性」（奴隷精神）の克服と「自由」の啓蒙が目指されていた。しか  

し，梁啓超がアメリカの準備社会で目の当たりにした，会館における選挙の混乱  

や秘密結社の凄惨な抗争といった現実は，今の中国で「自由」を掲げることが適  

切かどうかについての疑念をいっそう深めるものであった。披からすれば，こう  

した社会における討議と競争選挙による民主主義の実行は，いたずらに「自由」  

のインフレれションを引き起こすだけで，社会的な混乱と分裂を悪化させること  

は明らかであるように思われたのである。   

こうして染啓超は，中国においては実力をもった個人の強力なリーダシップに  

よる「専制」的な統治こそが，政治的に最も有効な方法であると確信していくこ  

とになる。彼のアメリカ体験は，「自由」という価値へのコミットを確固たるも  

のにしたのではなく，アメリカ社会との対比において，「自由」が政治的に実効  

的なものになるための社会的な前擢条件が中国には現実に備わっていない，とい  

う限界を強く自覚させる結果になったのである。  

結びにかえて  

亡命先である日本に戻って『新大陸瀞記』を執筆した後の梁啓超は，中国人留  

学生の間における民族革命論の盛り上がりに対して，「中国国民に議会政治の能  

力はない」ことを繰り返し力説し，強力な国家の主導による漸進的な近代化政策  

である「開明専制」を主張していくことになる。彼の開明専制論は民族軍命派か  

らの激しい反発を招き，清朝政府が議会設立へと舵を切り始めたこともあって，  

彼自身も程なく国会早期開設運動へと方針を転換していく。   

しかし，自律的な階級や共同体といった中間的な自治権力を欠く過剰に「自由」  

な社会であるという中国社会への自己理解は，晩年に至るまで梁啓超の思想のな  

かで一貫していただけではなく，後に劉師培の中国式アナーキズム，孫文の三民  

主義思想，梁漱涙の郷村建設理論などにも受け継がれている㌔ 西洋社会におけ  

る「団体格局」との対比で，中国社会を石を水に投じてできる波紋のように自己  

を中心とする同心円状の「私人の連繋」による社会として描き出した，資孝通の  

有名な「差序格局」論も（費［1947］1991），中国社会の非団体的な性格を強調  

するこうした議論の文脈に位置づけることができるtlOJ。「一盤散沙」（ばらばらの  

砂）や「人情社会」といった表現は，現在でも中国社会の自画像として頻繁に自  

己言及され，現実における中国の政治文化にも少なからず影響を与えている。  
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『新大陸瀞記』は，まさにアメリカ体験を通じてそうした「‡い囲」の‖画像を  

描き出そうとする最初の試みのト・つであl），それは後世の人類学や社会学におけ  

る中国社会諭の先射けとしての意兼をもつものと理解することができる．重要な  

ことは，中国人と中国社会の「固有性」「特殊性」が何かを性急に描きⅢしてし  

まう前に．このような中国社会の自」理解がいかなるプロセスにおいて成立して  

いったのか，そしてその自己理解を支える歴史的な根拠や社会的な文脈がいった  

い何であったのかを，－▲つ■■・・一つ丁寧に解き明かしていくことであると言えるだろ  

う。，  

［註］  

（1）既存のアメリカ社会論のなかで強調きれてきた要素としては，第一に歴史の   

共有や共同体ではなく共和主義や自由といった普遍的な理念を掲げて無限の   

「アメリカ化」を日才旨す「理念国家」であること（古失2002），第二に公民権   

連動など公共問題と社会改革の運動における宗教文化の役割が商いこと（Bel－  

lah1985＝1991：301）．第一三には公共的な剛体が自発的な結社として触織化さ   

れていること（Skocpo12003＝2007），という▼iつの一如こまとめることができ   

る。  

12）串乳 梁啓超はアメリカの政体を叙述するにあたりて，ジェイムズ・プライ   

ス（［巨土和利斯）のアんeAmgrよcα乃CommoJl相和J溝 川＼英国政治論』），および   

その［l本譜駅である人見・一・太郎訳述『平民政治』を参考にしている（梁［1904］  

1981：75；川尻2005：61－2）L、ちなみにマックス・ヴェーバーもアメリカ社会   

の理解にあたって，トクヴィルではなくこのプライスの著作に大きく依拠して   

いる（今野2007：181）．J  

（3）例えば，最も代表的な梁啓趨研究の－－・つである挟間輔（1999）でも，『新大   

陸瀞記』は全く言及されていない。『新大陸瀞記』全体について詳細な解説を   

加えた研究として川屁（2005）があるが，本欄では中国社会に対する自己理解   

の形成過程を記述・分析するという間組関心から，梁啓超の紫僑社会に対する   

観察を中心に扱っているt）  

（4）ヴューバーのアメリカ社会に対するこうした評価については，今野（2007：  

173－82）に従っている。  

（5）『新大陸併記』の記述に従えば，旅程は以■Fの通り。旧暦の閏月が挿入され   

ているので ，日付は若干前後している。滞在期間の短い小都市や同じ場所の往   

復，地名が不明の場所などは省略してある。横浜（1．23）→ヴァンクーヴァー   

（2．6）→オタワ（4．8）→モントリオール（4．10）→ニューヨー■ク（4．16）－→   

ボストン（5．2）→ワシントン（5．14）→フィラデフイア（5．21）→ボルティ   

モア（6．4）→ピッツバー グ（6．7）→シンシナティ（閏5．14）→ニューオリン   

ズ（閏5．16）→セントルイス（閏5．25）→シカゴ（6．2）→カンザスシティ（6．14）  
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・→ヘレナ（6．26）・→ポカテロ（6．29）・→シアトル（7，8）→ポートランド（7．12）  

・→サンフランシスコ（臥5）・→サクラメント（9．5）→ロサンゼルス（9．10）－→   

ヴァンクーヴァー（9．12）→横浜（9．23）  

（6、）ル・ボンとは言うまでもなく，群衆論の古典『群衆心理』の著作で知られる   

フランスの社会心理学者，ギエスクーヴ・ル・ボン（1841－1931）のこと。ル・   

ボンの著作の日本語訳は，1900年の塚原政次解説『ル・ボン氏民族心理学』が   

最初であるらしいが（桜井1993：283），梁啓超もこの目本でこの訳書に接し   

ていたものと思われる。  

（7）この間鴇に関しては，佐藤（1996）第3車3節，および足立（1998：2卜6）   

を参照。  

（糾 明末以降に盛行した善堂・善会などと呼ばれる公共事業川体など，17世紀以   

降から20世紀初頭にかけての中国が「自発的結社」の社会であったことは，広   

く認められている歴史的事実である。「「自治」と言う名の伝統的な尊堂・貴会   

の公益事業は，村落を越えたネットワークの広がりをもっていた。逆にいえば，   

均分相続制により田上の所有関係が流動的で，地縁共同体的な村落の少ない中   

国では，公益事業は官が資任を負わない限り．民間で誰かが自発的に呼びかけ，   

誰かがそれに呼応するなどのネットワーク方式で実行する以外になかった。別   

の諾い方をすれば，rl〉り司の「民」は「宮」の制度的な保護や制約の受けられな   

い，したがって地方のエリートたちが上記（1908年に清朝が発布した自治車程   

肌－－引用者註）の学務，衛生，退路，酋挙など広範な領域にわたって自治せざ   

るを得ない「民」である」（摘＝・池川巨小島2007：208）。  

（9）劉師培と孫文の「自由」観については佐藤（1996），梁淑潔の郷村建設の思   

想と運動については余（2004）および森（2005）に詳しい。  

（1n）費孝通が「差序格局」給を展開した著作である『郷土中国』（1947）は，1943   

年からの44年かけてのアメリカ旅行で親交を結んだ人類学者マーガレット・ミ   

ードのアメリカ社会論であるmeAmerわα花CんαrαCねrの様式に従ったもので   

あると言われている（佐々木2003：46）。  
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