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はじめに 
近代中国の知識人が明治維新によって一躍世界の強

国の一員になった日本の躍進ぶりに開眼させられ、日

本を自らの改革の手本にしようとしたのは十九世紀九

十年代頃のことである。彼らは日本の政治制度、法律

のみならず、文化 ─ 学術・思想・教育 ── などに

も多大な関心を寄せ、日本の近代化の原因を究明し、

中国の改革のために も良い方法を探っていた。その

中で、明治維新を成功させた幕末志士達の行動や思想

は特に注目された。幕末の思想家・志士吉田松陰（一

八三〇～一八五九）はまさにこの時期、この背景のも

とで中国の改革者達に紹介され、著述が読まれていた

のである。清末改革者たちの著述に松陰紹介や松陰論

が数多く残っている1。清末中国の改革者の中で、吉田

松陰にもっとも惹かれ、多くの松陰論を残し、深い松

陰理解を示した人に梁啓超（一八七三～一九二九）が

いる。梁啓超は清末のめまぐるしい改革運動の中で、

松陰を積極的に紹介し、松陰論を借りて自らの改革思

想を展開した。彼の松陰論の形成及びその松陰論の中

身を考察し、分析することは、梁啓超思想の解明はも

とより、逆照射の形で松陰の思想的本質を映し出すこ

とも可能であるし、世紀交替期の東アジア間における

知的交流の実態の解明にも意義のある仕事だと思われ

る。 
梁啓超の思想を考えるとき、言うまでもなく、幕末

から明治に至るまでの日本思想との関連を抜きにして

は考えられないのである。従来、西洋思想を強く受け

た明治の日本思想が梁啓超に与えた影響が多大だと、

中日双方の研究者によってしばしば指摘されている。

たとえば、夏暁虹氏はその著『覚世與伝世 ── 梁啓

超的文学道路』（上海人民出版社、一九九一年）におい

て、明治日本、特に明治文学との関連の角度から梁啓

超の思想形成をとらえている。日本で、 近、狭間直

樹編『共同研究・梁啓超 ── 西洋近代思想受容と明

治日本』（みすず書房、一九九九年十一月）は新刊され、

多角度から、しかも深く梁啓超の西洋近代思想、特に

西洋思想を受けた、明治日本思想との関連を明晰に分

析している。これらの研究は梁啓超思想の明治文化、

思想との関連を深く論じている一方、梁啓超の日本幕

末思想、ここで特に幕末の思想家松陰との関連を十分

に追究し、検討しなかったようである。 

梁啓超と幕末思想、とりわけ松陰の思想とは実に深

い関連があった。彼は康有為（一八五八～一九二七）

が改革準備のために創立した「万木草堂」（一八九一

～一八九八）おいて、早くも師康有為から松陰の著作

『幽室文稿』を必読書として指定され、松陰の知識を

多く授けられた。また、梁が「時務学堂」（一八九七）

で教鞭を執っていたとき、黄遵憲の『日本国志』など

を通じて松陰の事跡に触れ、一層松陰に憧れていた。

日本亡命後、梁啓超は松陰に憧憬したため、自らの名

前を「吉田晋」と改めた。『清議報』、『新民叢報』に載

せられた彼の西太后攻撃、民族革命鼓吹の有名な政論

の多くは松陰の革命思想（局面打破、破壊主義）を論

拠にしたものである。革命派との論戦を続けながら、

『幽室文稿』（吉田松陰著、品川弥二郎編、明治十四年

刊行）を抜粋し、それを中国語に翻訳し、刊行したの

も松陰の精神でもって中国改革者の改革決意を固め、

改革の意気込みを奮い起こさせようとしたねらいが見

られる。 
先行研究の梁啓超のこの側面の研究の不足を補うた

め、本稿では梁啓超と幕末の代表的思想家、志士吉田

松陰との関連を取り上げ、梁啓超の文章にしばしば見

られる松陰論を通して、彼の中国改革の必要性から生

まれた松陰認識を考察し、彼の松陰理解のあり方を解

明したい。 
 

一、梁啓超の松陰認識 ―― 日本亡命以前 

一八九八年八月六日、西太后のクーデターにより、

康有為、梁啓超のリードした「戊戌変法」は失敗に終

わった。康有為はイギリスの軍艦に助けられ香港へ脱

出、梁啓超は北京にある日本領事館の手配で日本から

来た小型砲艦「大島艦」に搭乗し、日本亡命の途につ

いた。 
「大島艦」で梁啓超は「去国行」という詩を書き、 
……吁嗟乎、男児三十無奇功、誓把区々七尺還天

公。不幸則為僧月照、幸則為南洲翁。不然高山蒲生

象山松陰之間占一席、守此松筠渉厳冬、坐待春回終

当有東風。……2 
と歌っている。日本到着直後、梁啓超は当時の内務

大臣、かつて吉田松陰の「松下村塾」の弟子であった

品川弥二郎に宛てた書簡「梁啓超上品川弥二郎子爵書」

（九月二十日付け）に次のことを記した。 
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啓超昔在震旦、遊於南海康（康有為 ── 引用者）

先生之門。南海之為教也、凡入塾者皆授以『幽室文

稿』、曰：苟士気稍偶衰落、輒読此書、勝於暮鼓晨

鐘也。僕既受此書、因日與松陰先生相晤対、而並與

閣下相晤対者、数年於茲矣。3 
と。 
この二つの資料から梁啓超は日本亡命以前から、つ

まり「万木草堂」期において、梁啓超は師康有為から

松陰の『幽室文稿』を授けられ、日本幕末の志士たち

特に吉田松陰のことについて相当勉強し、かなりの知

識を持っており、彼らの改革精神に仰がれていたこと

が分かる。 
『幽室文稿』は、安政五（一八五八）年一月から同

六年五月東送するまでの間に書かれた松陰の文章、書

簡、詩歌などを集めたものである。安政五年の部分は

「戊午幽室文稿」（三巻）、六年の部分は「己未文稿」

（三巻）、合計六巻のこの書は、松陰の弟子の一人品

川弥二郎（一八四三～一九〇〇）が明治十三（一八八

〇）年に編纂し『幽室文稿』の名で刊行したものであ

る4。安政五年は日米通商条約、幕府の違勅調印などの

事件が相次いで起り、松陰の発言がますますラジカル

になり、老中間部詮勝要撃などを企て、遂に再入獄さ

れた年であり、六年は藩主の参勤を止めるため、要駕

策を計画し、倒幕を企て、果たさず、遂に、東送の命

が下り、半年後処刑された年である。この文稿は松陰

自身も も大事にしたものであり、彼は自ら清書し、

自跋をも付した。その跋文にこう書いた。「戊午己未

両稿共六巻、猛士可罪処全在于此、其可功処亦全在于

此、（中略）此六巻、附思父（品川弥二郎 ── 引用

者）秘蔵之、………若其功罪、待猛士骨冷、然後断者

出也。二十一回猛士誌。」 5その後、松陰が安政六（一

八五九）年七月江戸獄より高杉晋作に与えた書簡の中

にもこの文稿のことに触れ、「小生去冬十月二十五日

投獄已来大分学問進ミ候様覚候、当五月迄之文稿二冊

有之、弥二郎ニ秘蔵サセ置候、小生死無遺憾所全ク此

二冊ニアリ、他日御一見可被下候」6と書いた。松陰の

自跋や書簡からこの書は松陰晩年の思想を知るのに

も重要な書物だということが分かる。 
そもそも、康有為が広州の長興里に塾「万木草堂」

を開いたのは一八九一年のことである。開塾後、一八

九四年清政府に一時禁止されたが、また再開し、一八

九八年「戊戌変法」の失敗で閉鎖されるまで約八年間

教育活動が続いた。梁啓超が康有為の弟子入りしたの

は開塾直前の一八八九年で、彼は一八九〇年から九四

年頃まで四年間ほど「万木草堂」で康有為について勉

強し、また、塾の補佐として康の著作の編纂に協力し

た。康有為は「激励気節、発揚精神、広求知恵」7を「万

木草堂」の教育方針としている。梁啓超も師康有為の

この方針を敷衍して「万木草堂小学学記」で「立志」

を求学の第一義としている。「万木草堂」において、

康は「托古改制」の変法主張を鼓吹し、中国の伝統思

想のみならず世界各国の歴史、西洋の近代思想などを

教えていた。 
康の「万木草堂」での教育について、「戊戌政変」

後、彼の日本亡命を助け、中国革命への関心から、康

有為の「改良派」と孫文の「革命派」との提携を斡旋

し、康の活動に詳しい宮崎滔天（一八七一～一九二二）

は次のように記している。 
康（有為）が広東万木艸堂の家塾に蟄居して子弟

を教育したる時は、彼は宛然たる一個の小ルソーに

て有之候。彼が理想として子弟に鼓吹したるは米佛

の自由共和の政体にて有之候。彼が尊重して子弟に

推読せしめるは中江篤介の漢訳せる『民約論』や『佛

国独立史』乃至は『万国公法』にて有之候。彼が理

想の人物は米国の華盛頓にて有之、又時に見識ある

吉田松陰を以て自から任じ居申候。彼は其の弟子の

志気を鼓舞せんがためには態々『日本之変法由遊侠

浮浪之義憤攷』といふ書物さへ据へ申候。要之当時

の康有為は実に支那思想界の革命王として恥ずかし

からぬ人物にて有之候。8 

と。即ち、康有為が「万木草堂」で「吉田松陰を以て

自から任じ」て教育活動に努め、改革思想を弟子たち

に吹き込んだのである。 

この史料に出た『日本之変法由遊侠浮浪之義憤攷』

は如何なる書なのであろうか。この書の題は正式に『日

本変法由遊侠義憤攷』で、康有為の長女である康同薇

が編纂し、一八九八年春大同印書局より刊行されたも

のである。書の序文に康有為が長女同薇に命じて編纂

させた旨が記され、所々に「案語」のかたちで批評、

感想などが記されていることから、この書は康有為の

意志で編纂されたことが分かる。この書の序文で康有

為は編纂のねらいを明示している。 
我中国雖有四万万人、而弱気爾頓、蕩風成俗、雖旧

政束縛、戎貊宰割、而無有舎身命激涕洟而起力争者。

（中略）欲求志士義侠以救国大難、何可得哉？何可

得哉？太史伝遊侠、吾願似続之、命女子子同薇集日

本義侠発憤之事、以著其維新強盛之由、以告我大夫

君子。我再読再写、予顙有泚、不知汗之浹背髪之衝

冠也。（句読点は引用者） 
つまり、康有為は幕末の志士たちの精神で以って弟

子達の改革の志を鼓舞しようとしたのである。この資

料から明治維新が幕末志士たちの発憤によって実現さ
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れたとする康有為の維新観が伺える。 
『日本変法由遊侠義憤攷』は、幕末の日本国内外の

情勢、志士たちの「尊王攘夷」や「倒幕」などの救国

活動を紹介し、日本明治維新の成功が志士たちの奮闘

努力の賜だとしている。 
幕末志士たちの維新における役割を中心に記述した

この書では、吉田松陰の事跡と役割が大きく取り上げ

られ、次の如く記されている。 

長州藩士吉田次（松陰の名 ── 引用者）英邁不

群、少講韜略、遊学江戸、究心時事。米艦入浦賀、

草「私言」、「急務時勢条議」、「接外夷私議」三篇、

曰：「彼固侮我、不有所懲則無以伸国威。」是時佐久

間講論西学、考究砲械、以慷慨論時事、為一時所宗。

上書阿部勢州、論開航海之学為急務、不報、欲附俄

艦出外国考西法。俄艦已発、会米艦継至、二人私往、

乞載不許。幕知之捕下獄、命長藩掌之。罪籍之中、

鼓舞尊攘、二氏使一藩子弟翕然向風。長門激徒之衆

自此為始、志士下獄亦始於此也。然幕府之覆亦根於

是矣。此長門攘夷党之起也。（中略）吉田寅次聞間部

総州上京、会同志謀要殺、会幕府命藩檻致、吏詰通

謀頼梅田諸人、寅次弁其誣、更告以謀刺総州、吏大

驚、乃論幕府違勅大罪、辞気慷慨、遂処死。（句読点

は引用者、以下同）9 
この史料では、佐久間象山についての記述には明ら

かに事実と食い違ったところがあるが、松陰に関する

記述は基本的に事実に即したものである。この史料か

ら、梁啓超が師康有為から松陰をはじめ、日本幕末志

士たちについて教えられたことは明らかである。 
師康有為のほかに、梁啓超は当時中国人の書いた日

本関係の書や中国に将来された日本人の著述からも松

陰に関する知識を獲得したと考えられる。梁啓超が一

八九六年に刊行した『西学書目表』10（時務報館より

刊行）に西洋学の書のほかに中国人の書いた日本関係

の書、たとえば黄遵憲『日本国志』・『日本雑事詩』

をはじめ、当時刊行或いは未刊の日本事情の本が合計

九種11収められている。また、梁啓超の書いた「記東

侠」（一八九七年）という文章に岡千仭の『尊攘紀事』、

蒲生重章の『近世偉人伝』などを読んだことが記され、

松陰の外に、多くの幕末志士達の名前も並べられてい

る。 
上に上げた書物の内、黄遵憲の書いた『日本国志』

が初めて松陰を中国に紹介した書物として注目すべき

である。黄遵憲（一八四八～一九〇五年、字は公度）

は光緒三（明治十年、一八七七）年、清の駐日公使何

如璋の書記官として来日、四年間日本に滞在した。彼

が在日したのはちょうど明治十年代に当たる。彼は日

本の明治維新の成果をこの目で見、肌で感じ、「日本

已開議院矣、進歩之速、為古今万国所未有」12と感嘆

し、大きなショックを受け、思想的に中国改革の念が

芽生えた。彼は日本滞在・勤務中、多くの日本の友人

と交際し、大量の日本書を集め、意欲的に読んだ。彼

は中国に自分の見た明治維新の成果を紹介する使命を

深く感じ、来日の翌年に『日本雑事詩』を完成、刊行

した。『日本雑事詩』と共に『日本国志』の執筆に着

手した。『日本国志』は一八八七年に脱稿した。しか

し、この書はすぐには刊行せず、稿本として当時の中

国の官僚たちをはじめ、知識人の間で広く読まれ、一

八九五年「日清戦争」の敗戦をきっかけに中国人の日

本関心が高まるにつれ、ようやく刊行された。 
『日本国志』13は日本の政治、歴史、法律、文化、

風習等に対する多方面にわたる紹介と研究であり、近

代中国の日本研究の白眉とされている。黄遵憲以前に

日本に関する観察や記述はあったが、断片的なものば

かりで、系統的な研究は初めてのことだとされている。

この『日本国志』の誕生によって日本の全体像が初め

て中国人に知らされた。黄遵憲は自らこの『日本国志』

を「明治維新史」14と称し、その著述する狙いを自序

に 
検昨日之歴以用之今日則妄、執古方以薬今病則謬。

故俊傑貴識時、不出戸庭而論天下事則浮、坐雲務而

観人之国則闇。故兵家貴知彼。日本変法以来、革故

鼎新、旧日政令、百不存一。今所撰録、皆詳今略古、

詳近略遠、凡牽渉西法、尤加詳備、期適用也。15 
と明記している。「適用を期す」という彼の狙いは日

本の明治維新の紹介を通じて、中国の改革に模範を提

供するところにあった。 
吉田松陰が初めて中国に登場したのはこの『日本国

志』によってである。『日本国志』巻七「隣交志四」

では近世日本の鎖国から開国に至るまでの過程が詳し

く述べられている。安政元（一八五四）年ペリー再来

の時、松陰が弟子金子重之輔とともにペリーの率いた

アメリカの軍艦に搭乗・渡海し、世界情勢を視察しよ

うとしたが果たさず、幕府に拘禁されたことについて

黄は次のように書いた。 
墨艦臨去、送致長門人吉田矩方等二人、幕府錮之。

【割注】初、長州士吉田矩方、受兵学於松代儒臣佐

久間象山。象山博学恰聞、兼通象訳、善火技。毎曰、

方今要務宜周航万国、審其情実、庶不致観人国於雲

霧中。会幕府、托和蘭購兵艦。象山曰、不如遣人往

殊域学之、邦人来往、自能操舟、不復仰給於外、省

購費而習技巧、益莫大焉。幕府不納。矩方聞之感憤。

時魯艦入長崎、欲従之航、西至則已去。乃歉然返江
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戸。象山在浦賀警衛中。矩方與其門人渋木松太郎（金

子重之輔の仮名 ── 引用者註）謀之象山、象山授

与方略、托小吏令二人夜窃入墨船請附載、陂理不聴、

護送遣帰。幕府以其犯国禁也、錮之其藩、並幽象山。

嘗観陂理紀行書、謂矩方聡明、識天下大勢。日本罪

斯人真為可惜。然矩方後竟被刑、維新以来、長門藩

士之以尊王樹勲者多其門人。世謂其以名節鼓舞士気

至今称道。矩方又嘗草「七生滅賊説」、引楠子語以

自況、其英烈可想也。」16 
梁啓超の日本開眼は師康有為のほかにこの『日本国

志』によってである。この書を読んだ梁啓超は維新に

より急速に近代国家になった日本の成長ぶりに驚きを

禁じ得ず、早速『日本国志後序』（一八九六）を書き、

次のように記した。 
中国人寡知日本者也。黄公度（公度は黄遵憲の字

―― 引用者）撰『日本国志』、梁啓超読之、欣懌詠

歎黄子乃今知日本、乃今知日本之所以強、頼黄子也。

又懣憤責黄子曰、乃今知中国、知中国之所以弱、在

黄子成書十年之謙譲不流通、今中国人寡知日本、不

鑑不備、不患不悚、以至今日。17 
梁はまた「新民説」で『日本国志』を読んだ当時の

感想を「吾昔読黄公度日本国志、好之、以為拠此可以

尽知東瀛新国之情状矣」18と述べている。 
黄遵憲自編の詩集『人境廬詩草』19（十一巻）巻三

に「近世愛国志士歌」が収められ、詩の形で近世日本

の「愛国者」合計十一人の事跡を歌った。松陰につい

て次のように詠じられている。 
丈夫四方志、胡乃死檻車、倘遂七生願、祝君生支那。 
「祝君生支那」の句は中国にも松陰のような志士が

誕生することを強く期待した気持ちが込められている。

詩の後に付した「自注」に次の如く記されている。 
吉田矩方。字松陰。長門人。受兵学於佐久間象山。

象山毎言今日要務。当周航四海。庶不致観人国於雲

霧中。会幕府托和蘭購兵艦。象山又曰。仰給於外。

不如遣人往学之為愈也。幕府不納。矩方聞之感憤。

時墨艦泊浦賀。象山実司警衛事。乃密謀夜以小舟出

港近墨船。偽為漁人墜水者。墨人救之。乃固請於墨

將披理。求附載。披理奇其才。以犯禁故。仍送致幕

府。請勿罪。幕府錮之其藩。密書寄象山曰。知時務

如先生。今之俊傑也。今之諸侯。何者可恃。神州恢

復。如何下手。茫々八洲。置身無処。丈夫死所。何

処為宜。乞告我。矩方卒被刑。維新以来。長門藩士

之以尊王立功者。多其門人。在獄中。又嘗引楠正成

語草七生滅賊説。其英烈可想也。20 
棒線部では幕府支配に対する根本的疑問をもち、死

をもって幕府と対決しようとした松陰の「英烈」ぶり

が称揚されている。この部分は実は『幽室文稿』に収

められ、松陰が象山に与えた書簡の一節である。黄遵

憲が上記の文章を書いたとき『幽室文稿』を参考にし

たことも明らかである。 
「近世愛国志士歌」序文にあった「吾が党の愛国の

士を興起せん」21という言葉に黄遵憲の松陰をはじめ

とする日本愛国志士称賛の狙いが見られる。 
梁啓超は『飲氷室詩話』（一九〇五年）で、黄の「近

世愛国志士歌」の十一首の歌の中から高山彦九郎・林

子平・佐久間象山・吉田松陰を歌った四首を選び、「日

本四君咏四絶」を『新民叢報』に載せ、当時より二十

年前（一八八〇年代）から四人を紹介し、詠じた黄の

改革的先駆性を肯定し、「公度於二十年前歌頌四君、

其志可知矣」といってその改革の「志」を高く評価し

た。22 
上に上げた師康有為、黄遵憲などを通して受けた幕

末志士たちの影響は梁啓超の主宰した「湖南時務学

堂」23での教育に明らかに現れたのである。彼が「湖

南時務学堂」の講師として赴任する直前に書かれた「記

東侠」（一八九七年を）に「日本自劫盟事起、一二侠

者、激於国恥、唱大義以号召天下、機捩一動、万弩斉

鳴、転圜之間、遂有今日。24」と、志士たちの役割へ

の評価が見られる。彼はまた「時務学堂」の学生の宿

題の評語に「日本所以能自強者、其始皆由一二藩士慷

慨激昂、以義憤号召於天下、天下応之、皆侠者之力也。

中国無此等人、奈何奈何！（「湖南時務学堂課芸批」）25」

と書き、志士の精神が中国の改革に不可欠だというこ

とを唱えた。さらに彼は「時務学堂」で講学期間中に

書かれた「南学会叙」（一八九八正月）で湖南省の若

者が薩長土肥四藩の志士たちのように立ち上がり、革

命の手段で改革を呼びかけ、こう語る。 
吾聞日本幕府末葉、諸侯擁土者数十、而、其士気

横溢、熱血奮発、風気已成、浸假遍於四島。今以中

国之大、積弊之久、欲一旦聯而合之、吾知其難矣。

其能如日本之已事、先自数省者起、此数省者、其風

気成、其規模立、然後浸淫披靡以及其他省。（中略）

湖南天下之中、而人才之淵藪也。其学者有畏斉船山

之遺風、其任侠尚気、與日本薩摩長門藩士相彷彿。

（中略）其可以強天下而保中国者、莫湘人若也。26 
と。「時務学堂」赴任当時の梁啓超はまだ立憲君主制

の政治路線を想定せず、むしろ民権、革命を盛んに唱

えた。彼は自著『清代学術概論』で当時の教育を振り

返って「啓超毎日在講堂四小時、夜則批答諸生剳記、

毎条或至千言、往々徹夜不寐。所言皆当時一派之民楽

論、又多言清代故実、臚挙失政、盛唱革命。（下略）27」

と記している。 
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以上に見られるように、梁が「時務学堂」で革命を

唱える際、幕末志士たちの事跡を教育の内容として、

彼らを手本にしながら、青年学生たちを刺激し、彼ら

の改革の志を奮い立たせたのである。 

以上をまとめると、日本亡命以前、梁啓超は師康有

為、黄遵憲の著述、日本人の書いた書物から松陰に関

する情報を多く獲得したが、松陰を他の志士より特別

に重視したり、或いは関心を示したりするようなこと

はなく、むしろ他の多くの幕末志士と同じように松陰

を認識し、幕末における彼らの果たした役割を高く評

価し、彼らの精神でもって若者を刺激した。梁啓超は

松陰の著述に触れ、松陰の事跡や役割について多くの

知識を持っていたことは確かであるが、松陰の思想に

ついてどの程度認識し理解したかは不明である。松陰

の著述『幽室文稿』をよく読み、松陰の思想への深い

理解と共鳴を示したのは日本亡命以降、即ち梁啓超の

思想が も激しい ―― 即ち「反満革命」を高唱した

―― 時期を待たなければならない。 

 

二、梁啓超の松陰理解 ―― 日本亡命後 

梁啓超が松陰への深い理解を示し、松陰の思想を自

らの理論根拠として取り入れようとしたのは日本亡命

後である。彼の日本滞在期間は一八九八年九月から一

九一二年頃までで、合計14年間であったが28、〇六年

まで、彼はずっと松陰に対して関心を持ち続けた。こ

の間、その思想状況から、彼の思想はまた二つの時期

に分けられる。一つはいわゆる「反満革命」を唱えた

時期で、一八九八年から一九〇三年十一月までである。

また一つはいわゆる「保皇」、つまり立憲君主制を主

張する時期で、一九〇三年十一月から一九〇六年頃ま

でである。梁啓超の松陰論は基本的にこの二つの時期

において行われた。 
一八九八年から一九〇三年十一月までの間は、梁啓

超の生涯でその思想が も激しい一時期であった。彼

は当時の思想状況について、 
戊戌（一八九八年）八月出亡、十月復在横浜開一

『清議報』、明目張胆、以攻撃政府、彼時 烈

也。………辛丑（一九〇二年）之冬、別弁『新民叢

報』……当時承拳匪（義和団 ―― 引用者）之後、

政府創痍既復、故態旋萌、耳目所接、皆増憤慨、故

報中論調、日趨激烈。壬寅（一九〇二～〇三年）秋

間、同時復弁一『新小説報』、専欲鼓吹革命。鄙人

感情之昂、以彼時為 矣。29 
と回想している。この間、梁啓超は日本で日本思想や

西洋近代思想に触れ、更に、孫文の革命派との接触な

どもあり、思想上大きく変化した。つまり、「戊戌変

法」時に持っていた「改良」（つまり立憲君主制）に

よる体制維持の政治路線を放棄し、「反満革命」（つ

まり満清政権打倒の民族革命）を唱えるようになった。

彼はこの間の思想変化について「自居東以来、広捜日

本書而読之、若行山陰道上、応接不暇、脳質為之改易。

思想言論与前者若出両人。30」と書いている。つまり、

彼自身も「日本書」を読んで思想上にかかる変化が起

きたのだと考えたのである。彼の言った「日本書」に

は日本人の著述し、或いは翻訳した西洋近代思想の書

のほかに、日本幕末思想、明治思想に関する書も多く

含まれていた。梁啓超の日本での読書を記録した文章

「東籍月旦」に「日本書」として、中学教科書、日本

や西洋の倫理学（西洋哲学も含まれる）、アジア、中

国、日本の歴史に関する書などが挙げられている。日

本史の書として、彼は竹越与三郎の『二千五百年史』

を挙げるほか、島田三郎著『開国始末』、勝安房著『開

国起原』、福地源一郎『懐往事談』を挙げ、「我輩読

日本史、第一義、欲求知其近今之進歩、則明治史為

要。第二義、欲求知其所以得此進歩之由、則幕末史亦

在所当読。三書皆叙述幕府末葉之事実、蓋日本之過度

時代也。日本之所以能成為今日之日本者、皆彼時代諸

豪傑之賜也。読之 可以発揚精神、於我学界尤要品

也。31」と、日本明治史と幕末史を読む重要性を強調

している。 
先の品川への書簡で、梁啓超は早い時期から師康有

為から『幽室文稿』を授けられたと記したが、日本亡

命後、中国改革の必要に鑑み、彼は幕末の思想家松陰

への関心が一層高まり、「吾生平好読松陰文」32を標

榜し、松陰の著述から中国の改革に必要な養分を引き

出そうとした。先の書簡で梁啓超は引き続き、「松陰

先生著述及行状、尚有他刻否？能賜一二種、不勝大幸。

（下略）再啓超因景仰松陰、東行両先生、今更名吉田

晋。」33と書き、松陰の他の著作を求めたのみならず、

自分を松陰や高杉晋作になぞえて、「吉田晋」と改名

したことを記した。彼は同じ書簡でさらに『幽室文稿』

中の もラジカルな箇所を引用し、当時マスコミの、

戊戌変法はあまりの性急さの故に失敗を招いたとの非

難に反発した。 
天仮之縁、以政変之故、行邁貴国、自顧菲材、雖

不敢仰希先哲、然弊邦今日情形、與貴邦幕末之際相

類。毎読送生田〔良佐〕叙中語、謂今日事機之会、

朝去夕来、使有志之士、変喜怒於其間、何能有為。 34

窃服矍斯言、雖波瀾詭譎、千起百落、曽不敢以動其

心也。近聞貴邦新報中議論、頗有目睹僕等為急激誤

大事者。然僕又聞之松陰先生之言矣。曰：観望持重、

今正義人、比比皆然、是為 大下策、何如軽快直率、
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打破局面、然後徐占地布石之為愈乎？35又曰：天下

之不見血久矣、一見血丹赤噴出、然後事可為也。36僕

等師友共持此義、方且日自責其和緩、而曽何急激之

可言？弊邦数千年之疲軟澆薄、視貴邦幕末時、又復

過之、非用雷霆万均之力、不能打破局面、自今日以

往、或乃弊邦可以自強之時也。（傍線部は何れも『幽

室文稿』から引用した言葉である ―― 引用者注）37。 
では、この頃の梁啓超は松陰をどう認識し、どんな

松陰像を打ち出したのか、そして、彼のかかる松陰観

（認識）は何をもとにして形成したのであろうか。 
上の資料で見られるように、梁啓超が「局面打破」

の模範として松陰をとらえ、松陰を「革命家」として

認識していることが分かる。 
梁の「革命家」松陰観は彼が亡命先の日本で『清議

報』と『新民叢報』で「反満革命」の主張と共に展開

されていた。 
『新民叢報』一九〇二年七月号に載せた『新民説』

に「進歩を論ず」という文章で梁は社会進化論の立場

に立脚しながら「破壊主義」を盛んに唱え、次のよう

に述べた。 
…… 破壊亦破壊、不破壊亦破壊。破壊既終不可免、

早一日則受一日福、遅一日則重一日害。…… 
…… 日本自明治元年以後、至今三十余年無破壊、

其所以然者、実自勤王討幕、廃藩置県之一度大破壊

来也。使其憚破壊、則安知今日之日本不為朝鮮

也。…… 
…… 救危亡求進歩之道将奈何、曰必取数千年横暴

混濁之政体、破粋而韲粉之、使数千万如虎如狼如蝗

如蝻如蜮如蛆之官吏、失其社鼠域狐之憑籍、前後能

滌盪腸胃以上於進歩之途也。必取数千年腐敗柔媚之

学説、廓清而辞闢之、使数百万如蠧魚如鸚鵡如水母

如畜犬之学子、毋得揺筆弄舌舞文嚼字為民賊之後援、

然後能一新耳目以行進歩之実也。而其所以達此目的

之方法有二、一曰、無血之破壊、二曰有血之破壊。

無血之破壊者、如日本之類是也。有血之破壊者、如

法国之類是也。…… 
…… 昔日本維新主動力之第一人曰吉田松陰者、嘗

語其徒曰「今之号称正義人、観望持重者、比比皆是、

是為 大下策、何如軽快拙速、打破局面、然後徐占

地布石之為愈乎？」日本之所以有今日、皆恃此精神

也、皆遵此方略也。（梁の割り注：吉田松陰、日本

長門藩士以抗幕府被逮死、維新元勲山県伊藤井上等

皆其門下士也）……38 
と、松陰の「局面打破」、「破壊精神」を取り上げ、

日本が今日があるのは全くこの「破壊的精神」の賜で

あるとのべた。梁はまた「釈革」（一九〇二年）とい

う論文で、松陰を「革命人物」としてとらえている。

さらに、梁は『新民叢報』（一九〇二年十一月）で松

陰の肖像及び略伝を載せ、「破壊主義」を唱えた革命

家松陰を紹介し、顕彰した。 
吉田松陰者、日本長州人、維新之主動力也。前此

日本各藩並立、不許交通。松陰独亡命、遍歴全国、

交結志士。又嘗欲赴欧美探其情実。時日本海禁甚厳、

不得行、事洩、下獄。既而圏禁於家、開松下村塾、

専従事精神教育。明治維新人物多出其門、若前宰相

伊藤博文、現宰相桂太郎皆彼弟子也。生平専主破壊 

主義、所事未嘗一成。然其精神遂動全国。年三十二
マ マ

、 
為幕府所逮捕、斬於市。 
梁は一九〇二年二月頃康有為への書簡で自らの民族

主義に立つ「革命論」を述べ、康有為の革命が国家分

裂を招く論調に反発し、「反満革命」を断固行うべき

だと主張し、次のように述べている。 
至民主、撲満、保教等義真有難言者。弟子今日若

従先生之誡、他日亦必不能実行也、故不如披心瀝胆

一論之。今日民族主義 発達之時代、非有此精神、

決不能立国、弟子誓焦舌禿筆以唱之、決不能棄去者

也。而所以喚起民族精神者、勢不得不攻満洲。日本

以討幕為 適宜之主義、中国以討満為 適宜之主義。

弟子所見、謂無以易此矣。満廷之無可望久矣、今日

日望帰政、望復辟、夫何可得？即得矣、満朝皆仇敵、

百事腐敗已久、雖召吾党帰用之、而亦決不能行其志

也。39 
革命こそ「中国を救う唯一の道」だと考えた当時の

梁にとって、松陰は理想的革命家であったのである。 
梁のこのような「革命家」松陰像の形成は『幽室文

稿』の影響によるものであるが、また一方蘇峰の『吉

田松陰』（明治二十六年・初版）の「革命家松陰像」

から示唆を受けたことも推測できる。また、その他、

当時日本で流行していた明治維新イコール革命観とも

関わっていると考えられる。 
当時「平民主義」を標榜した蘇峰は品川弥二郎の国

会選挙干渉に鑑み、第二の維新革命の必要性から、『吉

田松陰』第十四章「打撃的運動」及び第十五章「革命

家としての松陰」などで、 
彼が攘夷尊王の大義も、其の実行的経倫に到りて

は、局面を打破するの一事に集注し来れり。破壊的

作用、此れも亦た時に取りては、革新の絶好手段な

るを知らずや。（中略）「局面打破」是れ彼が当世

に於ける主一の経倫のみ（下略）40 
局面打破は、彼が畢生の経倫なりき（下略）41 

と松陰を「革命家」として捕らえ、顕彰した。蘇峰の

かかる松陰論に魅了された梁啓超は彼のアメリカの旅
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を記録した『夏威夷游記』で、旅の途中の船上で蘇峰

の『将来の日本』及び国民叢書数種を読んだことを記

し、蘇峰及び民友社や国民新聞の文章が大好きだった

旨を記した。彼は「徳富氏為日本三大新聞主筆之一。

其文雄放雋快。善以欧西文思入日本文。実為文界開一

別生面者。余甚愛之。中国若有文界革命者。当亦不可

不起点於是也。蘇峰在日本鼓吹平民主義。甚有功。又

不僅以文豪者。」42 と述べ、蘇峰が当時果たした政治

的・文学的役割に対し高い評価を与えた。梁は蘇峰の

文章を通じてその影響を受けただけでなく、直接交際

の記録も見られる 43。 
梁の「局面打破」「破壊」の「革命家」松陰観の影

響もあり、さらに中国改革の必要から蘇峰の『吉田松

陰』（初版本）は一九〇三年中国で翻訳され、中国語

名『新史学叢書 吉田松陰』（翻訳者は王鈍）で中国

上海通雅書局・南京明達書荘によって刊行された。 
梁の言った「革命」という言葉の中身であるが、君

主の交替のような易姓革命でなく、社会革命に近い意

味を持っている。西洋の近代思想が梁の思想を裏から

支えているとされているが、 も身近な日本幕末志士

松陰の革命思想（「破壊主義」）を理論根拠にしたこ

とは彼の思想の中には西洋の近代思想だけでなく、日

本の近代思想の要素も含まれていることを物語ってい

ると言えよう。 
 

三、一九〇三年十一月以降梁啓超の松陰観 ──『松陰

文鈔』を中心に 

梁啓超の思想は一九〇三年十一月を境に変化が起き

た。彼は北米遊歴後、師康有為の強い影響もあって、

今まで持っていた「局面打破」、「破壊主義」の考え

方（民族革命）を放棄し、「開明専制」つまり光緒帝

のような賢明な君主のリードのもとで立憲制を実施す

る、即ち立憲君主制による救国の道を再び探り始めた。

当時の思想変化について、彼はこう語る。 
（前略）其後見留学界及内地学校、因革命思想伝

播之故、頻閙風潮。窃計学生休学、将以為国家建設

之用、雅不欲破壊之学説、深入青年之脳中。又見乎

無限制之自由平等説、流弊無窮、惴惴然惧。又黙察

人民程度、増進非易、恐秩序一破之後、青黄不接、

暴民踵興、雖提唱革命諸賢、亦苦於収拾。加以比年

国民財政国民生計、艱窘皆達於極点、恐事機一発、

為人劫持、或至亡国。……自此種思想来往於胸中、

於是極端之破壊不敢主張矣。故自癸卯甲辰（一九〇

三、〇四）以後之『新民叢報』専言政治革命、不復

言種族革命、質言之、則対於国体主維持現状、対於

政体則懸一理想、以求必達也。44 

梁啓超のこのような思想変化と連動して、その松陰

観も変化を見せている。つまり、一九〇三年十一月を

境にして、梁の今まで強く唱えていた「破壊主義的」

「革命家」の松陰観が後退し、松陰の明治維新の先駆

者、原動力的要素を強調し、松陰の「志気」、「至誠

観」、「生死観」などの内面に新たに松陰理解を求め

ようとする姿勢が見られる。 
梁は「自由書」で、幕末の状況に会わせて絶えず対

策を調整した当時松陰のことを「善変之豪傑」と評価

し、次のように述べた。 
吉田松陰、初時主公武合体之論、其後乃専主尊王

討幕、非首鼠両端也、其心為一国之独立起見、苟無

傷於平和而可以保独立、則無寧勿傷也。既而深察其

腐敗已極、難欲已而無可已、乃決然衝破其羅網、摧

壊其基礎、以更造之。其方法雖変、然其所以愛国者

未嘗変也。45 
ここで梁啓超は松陰を評価しながら、愛国者松陰像

を打ち出している。この松陰像には梁啓超の心境がか

なり投影されているように思われる。これはおそらく

革命の主張から立憲君主制の主張に切り替わった梁啓

超が自分のこのような変化は松陰の当時の思想変化と

同じように愛国という純粋な動機によるものだと解釈

しようとした現れであろう。 
梁はまた同じく「自由説」で「成敗」（一九〇三年

十一月）を論じ、松陰の先駆者たる側面を強調した。 
日本維新之首功、西郷乎？木戸乎？大久保乎？曰

唯唯否否。伊藤乎？大隈乎？井上乎？後藤乎？板垣

乎？曰唯唯否否。諸子皆以成為成者也。若以敗為成

者、則吉田松陰其人是也。吉田諸先輩造其因而明治

諸元勲収其果、無因則無果、故吉田諸輩為功首也。

考松陰生平欲辧之事、無一成者、初欲投西艦逃海外

求学而不成、既欲糾志士入京都勤王而不成、既欲遣

同志阻長藩東上而不成、事事為当道所抑圧、卒坐吏

議就戮、時年不過三十、其敗也可謂至矣。然松陰死

後、挙国志士、風起水湧、卒傾幕府、成維新、長門

藩士 有力焉、皆松陰之門人也。吾所謂敗於今而成

於後、敗於己而成於人、正謂是也。丈夫以身任天下

事、為天下耳、非為身也。但有益於天下、成之何必

自我、必求自我成之、則是為身也、非為天下也。（中

略）読松陰之集、然後知日本有今日之維新者、蓋非

偶然矣。（下略）46 
ここで、松陰の先駆者的役割のほか、身を犠牲にし

て国家独立の大いなる成功の原因を造った純粋な人格

を取り上げ、高く評価するようになった。松陰の明治

維新の先駆者と共に、彼の感化精神にその特質を見出

そうとしたのは梁啓超の『松陰文鈔』のねらいである。
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『松陰文鈔』の序文で彼はこう語る。 
日本維新之業、其原因固多端、而推本其原動力、必

帰諸吉田松陰。松陰可謂新日本之創造者矣。日本現

世人物、其嘖々万口者、如伊藤博文、桂太郎輩、皆

松陰門下。弟子不待論、雖謂全日本之新精神、皆 

松陰所感化焉可也。夫松陰生三十二
マ マ

年而見戮於政府。 
生平所為事業無一不失敗。其学問又非有以遠過於儕

輩、若近世之新学理無洪無繊、皆松陰所未嘗夢見也。

顧其力之及於一国者何以若是？固知事業與学問皆枝

葉也。而有為事業学問之本原者、本原盛大則枝葉不

必出自我而不啻出自我。而不然者、日修其枝葉、本

則撥矣、夫安所麗？吾生平好読松陰文、乃鈔其 足

為我国人厲者、著於篇。丙午二月梁啓超鈔竟記。（句

読点は引用者）47 
この序文から分かるように、梁啓超は松陰の先駆者

たる所以、即ち松陰思想の根底にあるものを新たに求

めようとしたのである。 
先にも触れたが、『松陰文鈔』は梁啓超が「其 足

為我国人厲者」ものとして、松陰の『幽室文稿』から

松陰の書簡、詩、文を合計七十二編抜粋、翻訳し、欄

外を付して上海広智書局で刊行したものである。『松

陰文鈔』の所々に重要だと思われる本文の傍らに○が
振られ、また欄外に「眉批」の形で梁啓超のコメント

が記されている。また、これらのコメントから、梁の

松陰関心、松陰理解を見ることができる。次に『松陰

文鈔』に記された梁のコメントを手がかりに、思想転

換後の梁啓超の松陰観を探ってみたい。 
『松陰文鈔』が出版されたのは一九〇六年のことで

ある。この年は康有為、梁啓超をはじめとする清朝擁

護の立憲派と孫文をはじめとする清朝打倒の革命派と

の間で中国を救うには「立憲」を行うべきかそれとも

「革命」を行うべきかをめぐって論戦し、二つの政治

路線が激しく衝突した年である。このような情勢のも

とで、梁啓超は『松陰文鈔』の刊行でもって、「立憲

派」同志たちの志気を鼓舞し、改革の決意を奮い立た

せ、固めようとしたのである。 
『松陰文鈔』で梁の示した松陰関心は多岐にわたっ

ているので、以下いくつかのキーワードをもとに整理

して見たい。 
『松陰文鈔』で、梁の松陰関心が松陰思想の根底を

成す「志気」、「成敗観」、「至誠観」、「生死観」

などに集まった。 
『幽室文稿』に「児玉士常の九国・四国に遊ぶを送

る叙」（安政五年正月二十三日付け）という文章が収

められている。梁啓超は松陰の「大凡士君子の事を為

すは、志気如何に在るのみ。志を立つるは奇傑非常の

士と交はるに在り、気を養ふは名山大川を跋渉するに

在り。」48というところに○を振ったのみならず、欄外

に「此二語可書諸紳」と記している。49さらに書簡「良

蔵に与ふ」（安政五年二月二十二日付け）にあった松

陰の一聯「勤王敵愾世皆口にす、刻意励行独り君あ

り」50に梁啓超は「今之志士所謂皆口也。此言不啻詔

我輩。」51と書き、松陰の「勤王」を自らの政治主張

「立憲君主」と関連させながら理解する。 
「立憲派」の同志たちの志を固めるため、梁啓超は

『幽室文稿』の「国相益田君に上る書」（安政五年六

月）の「今日の急此くの如し、而して此れを為すは固

より容易に非らざれども、亦甚だ難しきにも非ず、唯

だ執事意を決して志を堅くし、之れを為すに漸を以て

せらるるに在るのみ。或は為すべからざるあるも、方

を改め人を易ふれば、尚ほ或は可なり。決して異論邪

説の為めに其の策を沮橈することなくんば、則ち必ず

幹事の才あるもの起り、執事の用に応ぜんこと疑なき

なり。執事苟も然る能はず、漫然之れを為し、汎然之

れを試み、少しく滞礙あらば、乃ち遂に廃棄し、重ね

て人の笑となるは、初めより之れを為さざるの愈れり

と為すに如かざるなり。」52に「此定国是之説也。今

中国大吏、宜日三復此言。」53と、書簡「士毅に復す」

（安政六年正月十二日『野山日記』）にある「天下事

起こらば、人々手を挙ぐ、何ぞ吾が党を用って為さん

や。」54という個所の欄外に「此数語吾党宜三復」55

とコメントを記した。 
松陰の成敗観に惹かれた梁は、書簡「高杉晋作に与

ふ」（安政五年二月十二日）の「当今天下の事、万為

すべからず、而も為さざるべからざるは、臣子の責な

り。為すべからざるを知りて為さざると、為す所あり

て為さざると、皆俊傑の為（しわざ）に非ざるなり。」56

という個所に「松陰之成敗観固非委心任運者」57とコ

メントし、さらに彼は書簡「福原又四郎に復す」（安

政六年三月五日）の「黙霖嘗て言ふ、『天朝の積衰は

一朝一夕の故に非ず。世の慷慨家乃ち謂へらく、一旦

事起らば朝権即ち復せんと。是れ浅々の見のみ。故に

余の万死自ら任ずる、其れ実に後起の覇者を驚覚せし

めんと欲するのみ』と。深きかな霖の心。僕実に之れ

を肝に銘す。今日の事、万成らざるに期す。霖已に之

れを事なきの前に知れり。然れども僕にして能く死せ

ば、亡師友に負かずと為さん。是れ僕の安心立命、諸

友と同じからざる所以なり。諸友の尊攘に於けるは、

時勢為すべくんば則ち之れを為し、為すべからずんば

則ち為さず。其の僕を以て狂と為し愚と為す、万々的

当せり。」58を抄録し、「知不可而為是松陰一生大宗

旨、然彼非委心成敗也。謂雖敗猶不害其成也」59とコ
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メントし、失敗を覚悟して天下のために身を犠牲にし

ても信念を全うする松陰に 大の敬意を示した。 
梁は『松陰文鈔』で松陰の「至誠観」を特に取り上

げ、強調する。書簡「竹下琢磨の邑に帰るを送る叙」

（安政五年八月二十五日）の「『大丈夫の事を行ふ、

当に磊々落々として日月の皎然たるが如くなるべし』

と、是れ英雄男児の語なり。吾れ少小より此の語を喜

ぶ。ここを以て人を待つに城府を設けず、瀝肝吐胆、

一見故の如し。是れを以て天下に交遊す、奇才異能あ

るにあらず。而るに天下の士、過ちて許與せらる。逋

亡幽囚、流離顛沛、人の賤しみ悪む所なるに、而も天

下の士、或は之れが愛慕を為するものは、皆是れが為

めのみ。」60という個所を抄録し、「所謂至誠而不動

者未之有也」61とコメントし、また、書簡「杉蔵を送

る叙」（安政五年七月十一日）の「今日の事誠に急な

り。然れども天下は大物なり、一朝奮激の能く動かす

所に非らず、其れ唯だ積誠之れを動かし、然る後動く

あるのみ。」62という個所に「今日吾国民党之不振毋

亦徒有奮激而未有積誠耶」63とコメントし、松陰のよ

うな「至誠」、「積誠」を中国の改革に必要不可欠な

要素としとらえている。したがって、梁は松陰の「君

儀に復す」（安政六年正月二十六日）「国家の事、万々

済すべからざるなり。何となれば、事を済すは誠に在

り、而るに今人皆偽にして且つ大難を排す。二十分の

胆を待ちて而る後成る、而るに今人一分に胆もなし。

（中略）吾れ果して死せば、其の心死する者或は更生

するものあらん。」64という個所に「吾輩今日読之乃

可哭耳」とコメントした所以である。また、梁は松陰

があれだけの感化力を持ったのはその心の「誠」によ

るものだと考え、書簡「玉木叔父に上る書」（安政六

年正月二十四日）の「今の人、必ずしも為さざるの事

を為さずして、当に為さざるべからざるの事を為すべ

し、為すべからざるの事を為さずして、当に為すべき

の事を為すべし。」65という個所に「読此言可想見松

陰気象。其狷急不能容物、亦至矣。然其友卒不畔之者、

積誠所感也。」66と記した。 
松陰の死生観について、梁は書簡「八十に与ふ」（安

政五年十二月二十二日）の「生死離合、人事倏忽たり。

但だ奪はざるものは志、滅びざるものは業、天地の間

恃むべきものは独り是のみ。」67という個所に「松陰

深有所得於生死観、此其一斑也」68と記し、生死より

志のほうが遙かに価値があるとする松陰の考えに深い

共鳴を示した。 
以上挙げたいくつかの視点のほか、梁啓超はまた松

陰の人格、性格、「松下村塾」の感化教育、尚武精神

などにも触れている。『松陰文鈔』の所々に「日本尚

武之風、松陰養之実多」69、「日本維新諸傑咸有此気

度、故能相反相成、以建大業。」70、「此等気象我輩

真当学。我輩真当学、但学豈至易耶。」71、「真是磊

々落々底気象」72、「此二語松陰写真也」73、「常読此

語可令気王」74「此漢頗頑頗愚、好以瑣事與人忿争、

是以衆皆不容。然激之以功名節義、必能死於王事矣。

吾故愛此漢也」75、「可想見当時学風、後此能歴大難、

相與有成、皆此精神為之也」76などが記され、梁の多

彩な松陰観を伺わせている。 
以上をまとめると、『松陰文鈔』のコメントから、

梁の松陰関心はもはや松陰の「局面打破」、「破壊的」

「革命家」的側面ではなく、松陰の内面的理解に寄せ

られていることがわかる。これはおそらく当時革命派

との激しい論戦の中、梁啓超は心の強固なる支えを松

陰に求めようとしたのであろう。彼は松陰の精神でも

って同志たちを励まし、同志たちの改革の決意を固め

ると共に、自らも松陰の純粋な思想から多くの養分を

吸い取ったと思われる。彼の松陰を研究している内に、

松陰をより深く理解したのである。 
 

終わりに 

以上、梁啓超の日本亡命以前、亡命後、思想転換後

の松陰論を辿ってきた。梁啓超の松陰観の考察を通じ

て、梁啓超の思想は西洋の近代思想だけでなく、日本

幕末思想と実に深い関連があったことが分かる。梁啓

超が『幽室文稿』を通じて得た松陰認識は時期によっ

て、また彼の政治的実践によって変化したが、いずれ

も彼の中国改革の必要に応じて自覚されたものである。

松陰思想の様々な側面が触れられ、多彩な姿を呈する

梁啓超の松陰論は日本思想との関連の角度から彼の改

革思想を刻み、映し出すものとして注目に値するもの

であろう。 

紙幅の都合もあり、この小稿で梁啓超の『松陰文鈔』

への分析は必ず十分に行ったとは思えないが、それを

後日の課題として残させてもらいたい。 

 
 
注 

1. 詳しくは拙稿「近代中国における吉田松陰認識 ── 清末

改良派を中心に ──」（玉懸博之編『日本思想史 ── そ
の普遍と特殊』ぺりかん社 一九九七年七月）、「近代中

国における吉田松陰 ── 革命派と民国期の松陰論をめぐ

って ──」（東北大学文学会編『文化』第六十二卷、第三、

四号、一九九九年三月）を参照されたい。 
2.『飲氷室文集』之四十五下、二頁。 
3.『民報』第二十四号時評二二頁、一九〇八年十月号。 
4. 山口県教育委員会編纂『吉田松陰全集』（原典版、全十巻、
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岩波書店、昭和九～十一年）巻十に附載された「関係文献

一覧表」によれば、『幽室文稿』（六巻）は文求堂蔵版と

尊攘堂蔵版の二種類の版本（いずれも六巻、品川弥二郎編

輯）があるということである。 
5.『吉田松陰全集』（原典版）巻四、三七五頁。 
6.『吉田松陰全集』（原典版）巻六、三六一頁。 
7. 梁啓超「康有為伝」(一九〇一年十二月)。『康有為自編年

譜』（外二種）所収、二四二頁、中華書局 一九九二年。 
8.「東京だより」（１８９９年２月１８日付け）、『宮崎滔天

全集』巻５、平凡社。 
9. 康同薇纂『日本変法由遊侠義憤攷』、大同印書局、一八九八

年。 
10. この書は時務報館より刊行されたもので、西学諸書、西政

諸書、雑類書、附卷からなっており、翻訳、刊行、未刊、

中国人の著書を合計三〇〇種以上網羅し、西学書の読法や

翻訳等について詳しく紹介した。 
11. 黄遵憲の『日本国志』、『日本雑事詩』のほかに、傅雲龍『日

本図経』、姚文棟『日本志』・『日本地理兵要』、顧厚焜

『日本新政考』、何如璋『使東述略』、李豊『東行日記』、

王韜『扶桑日記』等も入っていた。 
12. これは黄遵憲が光緒十六（一八九〇）年、『日本雑事詩』

改訂版〔定本〕を刊行した際、其の自序に記した言葉であ

る。この年は明治二十三年にあたり、第一回帝国議会が開

かれた年である。『日本雑事詩』は光緒五（一八七九）年

日本で初刊し、光緒十六（一八九〇）年改訂本〔定本〕を

刊行した。初刊本で作者は新興した明治政府による西洋の

政治・思想・文化などの摂取に対し、「新旧同異之見、時

露於詩中」のように、曖昧な態度を示したが、定本ではそ

のような曖昧な態度が是正され、「乃信其政従西法、革故

取新、卓然能自樹立」（共に改訂版〔定本〕自序）のよう

に明確に明治政府の政策を認めるようになった。（鐘叔河

主編「走向世界叢書」黄遵憲『日本雑事詩』（広注）岳麓

書社出版、五七二頁、一九八五年） 
13. 『日本国志』は「国統志」（三巻）「隣交志」（五巻）「天

文志」（一巻）「地理志」（三巻）「職官志」（二巻）「食

貨志」（六巻）「兵志」（六巻）「刑法志」（五巻）「学

術志」（二巻）「礼俗志」（四巻）「物産志」（二巻）「工

芸志」（一巻）の十二志、合計四十巻からなっている。 
14. 「奉命為美国三富蘭西士果総領事留別日本諸君子」黄遵憲

『人境廬詩草』巻四所収。（銭仲聯箋註『人境廬詩草箋註』

一二二頁、古典文学出版社、一九五七年）。 
15. 黄遵憲著『日本国志』凡例、十頁。光緒二四（一八九八）

年上海図書集成印書局印（改刻本）（沈雲龍主編『近代中

国史料叢刊続編』第十輯第九六種『日本国志』上冊二〇〇

頁、台湾文海出版社一九七四年、影印版）。以下『日本国

志』の引用はこの本による。 
16. 黄遵憲著『日本国志』巻七「隣交志四」。 
17.「日本国志後序」、『飲氷室文集』之二、五〇頁。 
18.「新民説・論進歩」（『新民叢報』第１０号、一九〇二年六

月） 
19. この詩集は黄遵憲の一八六四～一九〇四年の間の詩作を

収録し、明治四十三（一九一〇）年日本で刊行されたもの

である。詩集の成立について、銭仲聨の著した『黄公度年

譜』光緒十七（一八九一）年条によれば、この年の六月に

黄遵憲が「人境廬詩草自序」を書いた。また、それが写本

として一八九一年以前からすでに流布していたということ

である。現在刊行されたのはその稿本をもとに、黄が補填、

削除などをし、編纂したものと見られる。 
20.『人境廬詩草』「近世愛国志士歌」、孫仲聯箋注『人境廬

詩草』箋注巻三、中華書局香港分局、一九六三年版、一〇

二頁。 
21.『人境廬詩草』「近世愛国志士歌」序。 
22.「詩話」『飲氷室文集』之四十五〔上〕。梁啓超が『人境

廬詩草』稿本を目にしたのは一八九六、七年頃のことであ

る。彼は『飲氷室詩話』に「丙申丁酉（一八九六、七）間、

其人境廬詩稿本留余家者両月余。」（孫仲聯箋注『人境廬

詩草箋注』詩話上、中華書局香港分局一九六三年版 三九

一頁）と記している。「日本四君咏四絶」が『新民叢報』

〔総第七十号〕に掲載されたのは光緒三十一（一九〇五）

年（十一月十五日）のことである。 
23. 梁が「時務学堂」で教えた期間は一八九七年十月から一八

九八年二月まで、約四ヶ月間である。 
24. 『飲氷室文集』之二、三〇頁。 
25. 中国近代史資料叢刊『戊戌変法』（二）五四九頁。 
26. 『飲氷室文集』之二、六六頁。 
27. 『飲氷室専集』之三四、六二頁。 
28. 一九〇〇年一〇月から一九〇一年四月までの半年は梁啓

超がハワイや北米を訪問した。 
29.「莅報界歓迎会演説辞」（一九一一年）『飲氷室文集』之二

九、二、三頁。 
30. 「夏威夷遊記」（『飲氷室専集』之二二）。 
31. 『飲氷室文集』之四、一〇二頁。 
32. 日本吉田寅次遺書・中国梁啓超節抄『松陰文鈔』叙、上海

広智書局、光緒三十二（一九〇六）年。 
33. 「梁啓超上品川弥二郎子爵書」『民報』第二十四号時評、

二十二頁。 
34.「送生田良佐帰邑叙」〔安政五年九月四日〕（『吉田松陰

全集』巻四、五十一頁「戊午幽室文稿」）。 
35. これは『幽室文稿』所収の「復轟木武兵衛」〔安政五年十

月八日〕から引用されたものであるが、原典版全集に収め

られた「戊午幽室文稿」では「率直」が「拙速」となって

いる。（『吉田松陰全集』巻四、六十頁）。 
36.『幽室文稿』「與赤根武人」〔安政六年二月二十五日〕に

あった言葉を梁が手直したものである。原文は「天下之不

見血久矣、一見鮮血、丹赤湧動、大義可挙也、〔下略〕」

となっている。（『吉田松陰全集』巻四、三一六頁「己未

文稿」）。 
37. 同上。 
38.『飲氷室専集』之四、六十頁、六七頁。 
39.「與夫子大人書」（一九〇二年四月）（丁文江、趙豊田等編

『梁啓超年譜長編』二八六頁、上海人民出版社、一九八三

年） 
40. 徳富蘇峰『吉田松陰』（初版本、明治二六年）三三四頁。 
41. 同上、三四六頁。 
42.『飲氷室専集』之二二、一九〇頁。 
43. 梁啓超が当時国民新聞社を主宰していた徳富蘇峰に送っ
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た書簡（一八九九年十月三十一日付け、現存同志社大学）

によれば、日本亡命後、梁は何度も柏原文太郎などを経由

して蘇峰に会いたい旨を伝えたが、ずっと会えなかった、

今回は自ら招待状を送り、晩餐会へ招待する、という内容

であった。 
44. 『飲氷室文集』之二九、三頁。 
45. 『飲氷室専集』之二、二六頁。 
46. 『飲氷室専集』之二、一頁。 
47. 日本吉田松陰遺著・中国梁啓超節抄『松陰文鈔』、広智書

局校印叢書第二種、光緒三十二年（一九〇六）四月六日、

中国天津図書館蔵。 
48. 『吉田松陰全集』（普及版）巻五、一〇七頁、岩波書店、

昭和十四年。 
49. 『松陰文鈔』二頁。 
50. 『吉田松陰全集』（普及版）巻五、一一七頁。 
51. 『松陰文鈔』七頁。 
52. 『吉田松陰全集』（普及版）巻五、一八三頁。 
53. 『松陰文鈔』十六頁。 
54. 『吉田松陰全集』（普及版）巻六、六六頁。 
55. 『松陰文鈔』五〇頁。 
56. 『吉田松陰全集』（普及版）巻五、一一五頁。 

57. 『松陰文鈔』四頁。 
58. 『吉田松陰全集』（普及版）巻六、一九一頁。 
59. 『松陰文鈔』七五頁。 
60. 『吉田松陰全集』（普及版）巻五、二四四頁。 
61. 『松陰文鈔』一七頁。 
62. 『吉田松陰全集』（普及版）巻五、一八九頁。 
63. 『松陰文鈔』二十七頁。 
64. 『吉田松陰全集』（普及版）巻六、一一八頁。 
65. 『吉田松陰全集』（普及版）巻六、一一一頁。 
66. 『松陰文鈔』五八―五九頁。 
67. 『吉田松陰全集』（普及版）巻五、三三四頁。 
68. 『松陰文鈔』二五頁。 
69. 『松陰文鈔』一頁。 
70. 『松陰文鈔』七頁。 
71. 『松陰文鈔』七二頁。 
72. 『松陰文鈔』七一頁。 
73. 『松陰文鈔』八頁。 
74. 『松陰文鈔』十九頁。 
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