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個人の地位の変化およびこれに相応する概念の転換は、近現代社会と伝統

社会を分ける重要な境目の一つである。中国は大規模な近代の西欧に遭遇し

た後、その近代化運動は困難に満ちた道を歩み、紆余曲折しながらしだいに

展開してきた。このプロセスを見ると、伝統思想に対する明末清初の自己批

判の中から生まれてきた個人重視、個人解放の思想は、西学東漸の「支援」

を受けてさらなる進展を追い求めた。それと同時に、近代民族国家の構築と

いう客観的な要請によって、個人の自由・価値・権利および人格理想などの

諸問題について、啓蒙的学者は思想や議論を展開することを促された。この

方面の文献が明らかにしているように、中国近代思想史上の個人観はすでに

ある程度自覚した形式として転換している。しかしながら、中国の伝統文化

と西洋の近代思想との多方面にわたる差異によって引き起こされた文化的摩

擦と、中国近代の特殊な歴史的境遇、特に現代性が生まれてくるのに伴う民

族国家建設の紆余曲折の過程によって、個人観の転換は決して順風満帆では

なく、多くの矛盾の絡み合いに満ちた後退と反復の過程として現れた。この

方面の資料を整理し総括することは、ただ思想史研究に役立つだけでなく、

中国現代性の発生と成長のプロセスについて認識を深める助けにもなる。本

論文は中国の現代性意識の起源という角度から、厳復（1853～1921）と梁啓

超（1873～1929）という二人の中国近代の啓蒙思想に重要な影響を与えた人

物の理論的言説を相互に参照しながら、中国の近代的個人観の転換にささや

かな分析を行なおうとするものである。 
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一、個人観の転換と現代性との歴史的関係：西洋の事例 

 人類の歴史は伝統社会より現代社会へと向う転換であり、現代性の形成の

プロセスでもある。現代性はたんに生活秩序と社会制度の重大な変革を意味

しているだけではなく、重大な思想文化あるいは観念世界の転換をも伴って

いる。そのうち、人類個体の地位・価値・権利および人格理想に関わる観念

の転換は、現代性形成プロセスのなかで、重要な地位を占めている。これに

ついては、西洋の学者がすでに多く論を述べている。たとえば、イタリア・

ルネサンス文化研究で有名なブルクハルト（Jacob Burckhardt）は指摘してい

る。ルネサンスが一つの新しい時代の始まりを代表しているのは、それが与

えた新しい文化が中世の精神的な枷と束縛を突き破り、「人間の発見」と「世

界の発見」を実現したからである。いわゆる「人間の発見」とは主につぎの

ことを指している。中世においては、人々の視野は一枚のヴェールで覆われ

「人類はただ一個の人種・民族・党派・家族あるいは団体の一員として――

ただある種の一般的範疇を通して自己を認識していた」、それが今や、「人は

精神を持った個人となり、かつまたこのようにして自己を認識するようにな

った」1と。ここで、ブルクハルトは、ルネサンスがもたらしたところの新し

い文化を「精神を持った個人が民族の成員に取って代わる」過程として結論

づけ、自我の覚醒と個体の主体性の発見とを新時代の特徴とみなし、現代社

会と伝統社会の精神の在り方と価値観念における分岐点であると鋭く指摘し

た。ブルクハルトのこの観点は、現代の思想家によってつぎつぎと確証され

ている。チャールズ・タイラー（Charles Taylor）は指摘している。「我々は古

い道徳的視野の中から必死になって抜け出しようやく現代的な自由を勝ち得

た……これまで人々はいつも与えられた場所――そこでは想像もつかないほ

ど逸脱した役割が人々に割り振られていた――そのような場所に束縛されて

いた。このような秩序に対する懐疑の助けを借りて、現代自由はようやく生

まれたのである」。2ハーバーマス（Jürgen Habermas）もまたつぎのように考

                                                      
1 ヤコブ・ブルクハルト『意大利文芸復興時期的文化』（商務印書館、1997 年）120
頁。 
2 査爾斯・泰勒『現代性之隠憂』（中央編訳出版社、2001 年）3 頁。 
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えている。現代性は新しいモデルと標準を用いて中世以来の壊れたモデルと

標準に取って代わった。現代というこの時代は「個人の自由という烙印を深々

と焼き付けた」と。 

 したがって学者たちがすでに明らかにしているように、「人間の依存関係」

を特徴とする伝統社会における価値体系の基本的な特徴は、宇宙にはある既

存の目的と秩序があり、各人にはこの世の中である既定の位置が割り当てら

れいる。そしてこの位置に適った生活は道徳に合致したものであると信じら

れた。一方、「現代の社会形態においては、個人は空間、経済、精神のすべて

の面で本来所属していた関係の境界を飛び越えている。これゆえに個人の生

成をもって現代性の標識と見なすことができる」のである。現代性とは、個

人がさまざまな伝統の束縛から解放され、自己の生活を獲得するためにこれ

までなかったほどの自主性を獲得したことを意味している。個人の独立・自

由と権利は現代性の旗印である。この意味から言うと、現代的個人観は、現

代性意識の核心を、少なくとも核心の重要な構成要素を成していると言える

だろう。歴史進化の角度から見ると、現代的個人観の形成過程は、また伝統

的な個人観に対する変革の過程でもある。この種の変革は哲学レベルで言う

と、人の個体としての主体性の発見と確立のプロセスでもある。具体的な内

容から見ると、人類の個体としての地位、価値、権利に対する新たな定位と

理想的人格に対する新たな定義である。 

 地球規模の歴史から言えば、現代性はまず西洋に始まった。したがって西

洋近代以来形成されてきた個人観は現代個人観のもっとも早い、また今のと

ころもっとも基本的な形態でもある。個人を抑圧し抹殺した伝統的社会の個

人概念と異なり、現代的個人観は自然権あるいは天賦人権を基本的な理論的

前提とし、個人の権利、自由および世俗生活の幸福を追求する正当性を極力

肯定する。思想史家、文化史家や歴史家から近代の発端と称されるルネサン

ス運動は、明確に個人中心を標榜し、個人を価値の本源とする思想を宣伝し

た。この時期、人文主義者はその思想と作品ないし個人的生活の中において、

はっきりと個人主義的傾向を表現した。主として二つの方面が含まれてい

る：一つは、神学の禁欲主義から解放し、人の世俗的生活、特に物質的欲求

の正当性と合理性を強調し、教会と専制国家が宣揚する「利他主義」「自己犠
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牲」の虚偽性を暴露した。もう一つは、専制統治と階級制度の束縛から解放

して、人間の自由・平等と自我の実現を強調した。この両方面において、長

期にわたって支配的地位を占めていた神学的思想体系と全体主義を特徴とす

る伝統的価値体系に深刻なダメージを与え、現代的個人観の形成と発展のた

めの道を切り開いた。 

 哲学的角度から分析するならば、現代性の核心はすなわち人間の主体性―

―人類の主体性と個体の主体性とを包括する――の解放であり、主体性原則

の確立である。ルネサンス以前にあっては、人間は神を中心とする宇宙体系

中の劣った成員であり、その主体性は抑圧状態に置かれていた。ルネサンス

は人と神、人と自然の関係において、人を中心とする人類中心主義を確立し、

人類内部の関係にあっては個人中心あるいは個人主義を確立した。個人主義

は歴史上複雑な反応を生みだし、いまに至ってもなおそれに対する評価は褒

貶相半ばしている。しかし人類の思想解放とラジカルな社会的原動力をもた

らし、その結果として人類の生活秩序と社会構造を一新させた積極的意義に

ついては誰もが認めるところであろう。理論上からいえば、人間は一個の類

としての個体によって組織されており、人類の主体性の発展は 終的には個

人の主体性の成長と完璧な成就に係っている。個人の主体性が普遍的に高揚

することは、たんに人類社会が発展するための前提であるばかりでなく、ま

た社会発展の 終的な目標そのものでもある。 

 ルネサンスのあと、西洋各国の至るところで思想的啓蒙運動が起こり、現

代主義思想の急速な発展を推進した。もしもルネサンスがより多くの新観念

を出現させ、あるいは人道主義に基づく旧思想と旧秩序を暴露し批判したと

するならば、これにつづいて起った啓蒙思想は、ルネッサンスの主旨を継承

すると同時に、すでに到来していた新しい時代の理論的弁護と理論の建設に

いっそうの関心を集中した。ホッブズ、ロックらの社会契約論と「天賦人権

説」は、理論上から個人の独立と自由を準備し、また彼らの後継者達も一歩

進めてよりシステマティックな民主政治理論を展開した。このほかヒューム

とミルもそれぞれ、人間存在の不完全性と方法論的個人主義を以て自由の秩

序を弁護し、現代的個人観がよりいっそう西洋自由主義の思想体系のなかで

基礎的地位を占めるように働きかけた。より純粋な哲学の領域においてさえ
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も、我々はまた現代的個人観の「痕跡」を見つけることができる。デカルト

の「我思う故に我在り」 の命題が表わしているものは、たんに理性的存在と

しての人間が宇宙や神の前で主体的地位を占めていると言うだけに止まらず、

また理性的主体としての個体の独立性をもはっきり表明している。ドイツの

哲学者ライプニッツの場合、個体の独立・自足・自主は実際に彼の哲学的思

考の中心（当然、彼の思考は「実体」「モナド」などの抽象的概念レベルのも

のではあるが）を構成している。モナド論・予定調和説などによって構成さ

れた彼の形而上学体系は、存在論の上から、個体は完全に独立自主の存在で

あり，同時にこれらの独立自主の個体はまた普遍的で予定調和的なものでも

あることを極力論証しようとした。デカルトは「我思う」 の中心的地位を確

立し、ライプニッツは「モナド」の独立性について論証した。彼らとその後

に形成された哲学は、人の個体性と個体存在をして西洋近代以来の哲学思想

の主要な潮流（手掛り）の一つにさせたのである。1

現代的個人観の形成は、たんに重要な思想史的意義を具えているだけでな

い。人類の思想的発展の重要な一里塚であり、しかも社会の現代化に対して

長期にわたって深い影響を及ぼした。もしいわゆる「存在は意識を決定する」

という命題をより広義に解釈することが許されるなら、我々は以下のことを

認識するに至るだろう。現代的個人観が包摂しているところの個人の独立・

自由・権利といった現代性の核心的理念と価値は、実際のところ現代的個人

ないし社会秩序と組織構造の形成に関与しており、それらの理念と価値は現

代人の独立した個人形成の精神的条件となっている。そしてまた西洋の現代

社会の生活モデルと組織構造の指導的な思想でもある。2

二、中国近代個人観転換の社会的期待 

個人観の転換および現代的個人観の発生は、西洋であれ中国であれ、みな

                                                      
1 拙稿「整体主義与個人主義之争：西方哲学的一条重要綫策」『学術界』1999 年第 6
期を参考されたい。 
2 フランスの哲学者レイモン・アロンは「個人主義は現代社会の組織の原則である」

と明確に指摘している。『社会学主要思潮』（華夏出版社、2000 年）222 頁を参照。 
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「一つの現代的出来事」1にならざるを得ない。異なるところは、中国の現代

的個人観の発生は、西洋の現代性が全世界的規模にまで及んだ拡張と大いに

関係している。すなわち西欧の現代性と遭遇した結果である。中国と西洋文

化の遭遇戦、特に中国と西洋の政治上、軍事上の衝突と対立は、個人観も含

めた中国の現代性思想が、たんに西洋の現代性を（自強のために）学習し吸

収しようとしたと同時に、また西洋の現代性を（救国のために）排斥し反対

さえしたという困難な境遇の中でみずからを形成発展させることになった。

そしてこのプロセスは、同時に中国伝統文化についての自己批判と反省のプ

ロセスでもあった。 

 中国の伝統価値体系が提供する個人観は、個人の従属性を強化し個人の道

徳的義務を突出させることを特徴とするものである。これには歴史的原因が

ある。社会構造の方から見ると、血縁関係を紐帯とする宗法制度がしっかり

と出来上がり、しかも長期にわたって存続したことは、中国の前近代社会の

一つの顕著な特徴である。春秋戦国時代以後、完全な意味での宗法制度は衝

撃や衰微にさらされたが、宗法制度の影響はかえって長期間存在した。宗法

制度と互いに関係する家庭と国家とが同じ構造を持つという現象は、近代以

前の中国ではずっと存在し続けた。「礼」が維持するところの厳格な階級制の

専制制度と宗法制度の支配下で、個人は「公」「全体」およびその代表である

統治者に対してただ畏敬と服従あるのみで、個人の存在と発展は家族と全体

の発展に転換され、個人の人格は「礼」によってのみ承認された。これは事

実上、個人の埋没をもたらした。歴史学者たちが中国伝統の公私観を分析す

                                                      
1 「一つの現代的出来事」としての個人観の転換は、名詞あるいは語彙の変化の方面

から考察することができる。ドイツの社会学者のNorbert Elias の研究によれ

ば、”individual”という言葉は 17 世紀に至って始めて、もっぱら個人を指すのに使わ

れた。（『個体社会』、訳林出版社、2003 年、184 頁参照）中国語学界には、「個人」と

いう語はすでに古代文献中に出現しているが、ある特定の個人を指すだけであり、「権

利の主体としての個人」あるいは「社会組織の基本単位」というような意味合いは帯

びていない、ということを指摘している学者もいる。この古い「個人」という言葉に

新しい意味を付与し、一種の新たな個人観を表現したのは、大体 20 世紀初頭になっ

てからである。また明らかに、日本の学者が明治維新以降、”individual”を「個人」と

訳したことが影響していよう。（金観濤、劉青峰「中国個人観念的起源、演変及形態

初探」。『二十一世紀』20048 月号掲載を参照） 
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る際に指摘している通り、中国文化は一般的に「群」と「公」、「己」と「私」

を並べ、「公」は即ち集団であり、「私」は個人を指すと見なし、「公」と「私」

の二元的思考のなかで「私」については留保したり肯定したりするところが

ある。しかし一歩進めて分析すると気付くことだが、たとえ「私」について

肯定する場合であっても、決して個人の地位に対して承認を与えているので

はない。というのは、前近代の文献中での「私」は主に小さな集団を指して

おり、個人ではないからである。「私」は大なり小なり、上であっても下であ

っても、すべて隷属者に対しての言い方であり、支配者と被支配者の階級的

区分である。一家一戸はまさに利益分割の 小単位であり、この 小単位の

「私」でさえも集団を支えているのであり、そこには個人という位置がない。

それなら「個人」はどこにあるというか。 

 文化的価値体系から見ると、まさに「 後の儒者」と称された梁漱溟（1893

‐1988）も「個体性を欠如した人こそ中国文化 大の積弊である」というこ

とを承認せざるを得なかった。たしかに中国思想史上にも個人の価値を大い

に重視する傾向の思想があった。たとえば、原始儒家は道徳価値を高々と掲

げ、老荘学派は人の絶対的自由を追求した。いずれも人の尊厳と精神の自由

を顕著に表現している。その上また個体の生命に関心を向ける学説の系譜が

糸のように細くではあるが続いていた。春秋戦国時代の楊朱学派が唱えた利

己主義、『呂氏春秋』中の「尊生」「重身」の説など、みな人の感性的欲望を

満足させることを人生の重要な内容ひいては 高の境地とさえ考えた。明代

の王艮もまた「尊身」を主張し、李贄は明確に私欲の合理性の問題を提起し

た。集団中心の伝統のもとで、これらの思想は人の自然性を強調して「天理」

「天命」に対抗し、個体生命に対する関心を体現し、個人に対する肯定的態

度を表明した。しかしながら、これらの思想は結局のところ抑圧された地位

に置かれていたのである。正統的儒家の場合、個人意識が集団全体に衝撃を

与え、集団の秩序崩壊を引き起こすのではないかと言う点に、その思想の焦

点が向けられた。だから彼らはよりいっそう人の集団性を言い募り、集団の

原則を強調した。たとえ道徳の面で個人の主体性を重視したにせよ、もっぱ

ら集団的利益が窮極の目標であったから、集団の中に個体性を解消させる傾

向が現われている。これに就いて、梁漱溟は論評して言う。「個人を本位とす
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る西洋社会においては、いたるところで権利の観念が活発である。それに反

して、いたるところで義務の観念が活発な中国では、個人にはほとんど場所

が無いに等しい。これでは、個人は倫理の中に埋没し、ほとんど永遠に現れ

出てこないであろう。自由の主体すら立たないのだから、自由がどうやって

立ち得ようか？」 

 中国の伝統社会と文化が個人に加えてきた拘束と抑圧の現象は、近代以来

西洋の思想家に多く注目されるところとなった。ヘーゲルから見れば、中国

人は決して未だ主体を確立しておらず、当然自由を有することはできない。

道徳上の自由と人格の欠如、これが中国人の基本的な特徴である、と。この

観点は後に「精神を欠いた人」の説として概括された。すなわち、儒家の意

味する「自我」は独立した人格や自主精神あるいは内在的精神生活の欠如し

た人のことであって、儒家の道徳上の努力目標は個体性の消滅させることに

あった。この種の観点は多くの学者の同意を得た。ハンセン(Chad Hansen)は

つぎのように指摘している。儒家の人格論は一種の「部分－全体」の構造モ

デルである。このモデルでは、全体は部分より大きく、部分はある種の意義

において全体の道具となり、部分は完全に全体に服従し、ただ全体の意義に

従ってこそはじめてそれ自身の意義を獲得することができると考える。ドナ

ルド・モンロー(Donald J・Munro)もまたこう考えている。儒家が尊重すると

ころの価値は「無我」であって、儒家の「自我」は抑制された一種の自我あ

るいは「無我」の人格であり、「無我の人格であればみずから望んで彼自身あ

るいは彼が属する小集団（たとえばひとつ村）の利益をより大きな社会集団

の利益に従属させる」。1

 当然、現代の学者の中には儒家の個人観および集団と自己との関係につい

て、肯定と賞讃の態度を堅持する人も少なからずいる。デビット・ホール

(David L.Hall)とロジャー・エイムス(Roger T.Ames)は、ハンセンの「部分－全

体」モデルは、儒家の自我と集団、社会、国家との関係についての説明に用

いる事は出来ない、と考える。彼らからみれば、儒家の「自我」概念には深

い主体性の含意があり、儒家は決して個体を社会に服務する道具とは見なし

                                                      
1 郝大維・安楽哲『漢哲学思惟的文化探源』（江蘇人民出版社、1999 年）26－31 頁よ

り転載。 
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ておらず、それとは反対に、孔子は、個人と社会とは互いに目的となるべき

ことを主張している。1トーマス・メッガー(Thomas A.Metzger)もまた「中国

文化を集団主義、あるいは個人の重要性をなおざりにしている文化であると

記述する」のは、これは一つの「流行の誤解」であると述べている。2この他、

儒家の個人主義観念の実質は個人の道徳上の自我の完成、あるいは道徳自我

の成長と発展、およびこの基礎に立った集団と社会に対する個人の責任意識

であると指摘している学者もいる。たとえば杜維明は、儒家の個人主義はつ

まるところ、「個人の積極性を結集して、国家の危急に赴くという精神であり、

西洋的意味での個人主義ではない」と言っている。3これらの見方は一定の側

面から言えば、疑いなく卓見を含んでいる。実際のところ、原始儒家はただ

個人の道徳的な主体性を高揚し、個人の人格の独立を強調しただけでない。

個体の生命存在についても相当な関心と注意を払っていた。しかし、儒家の

個人重視というのは、ただ人を道徳の主体として取り扱うだけのことなので

ある。この意味においては、たしかに個人の自由は完全にその意志によって

決定され、個人の価値は完全にその自己修養の到達レベルおよび人と我との

関係の中での実践によって決定される。しかし、近代的観念のなかの個人は

たんに道徳の主体であるだけでなく、さらに重要な点は、法権の主体として

外在秩序（制度）によって保証された権利を所有する個人であるということ

であり、その自由は主として精神の内在的な自由ではなく、政治と社会生活

のなかでの現実的な自由である。この方面に関して中国の伝統思想が提供し

うる資料は全くないわけでないが、希有であることは確かである。このほか、

視点をたんに原始儒家の「書かれたテクスト」に置くだけでなく、社会史的

事実からも眺めれば、経学化され体制化された以降の儒学は一種の体制側の

イデオロギーとして、個人の集団に対する責任と義務、特に個人の君主（集

団の代表とみなされる）に対する絶対的な服従をさかんに強調してきた。「天

理」的世界観の重圧の下で、個人の意志と主体性は喪失したのである。伝統

                                                      
1 同上。 
2 墨子刻『擺脱苦境――新儒学与中国政治文化的演進』（江蘇人民出版社、1995 年）

42 頁。 
3 杜維明『東亜価値与多元現代性』（中国社会科学出版社、2001 年）81 頁。 
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的全体主義の価値体系と一統支配の専制王権の機能との結合は、個人の地位

と価値とを向上させることを困難にしただけでなく、この結合の上に形成さ

れてきた個人観の主潮流は否定的、抑制的な性格を帯びたものであり、義務

に結びつくが、権利を指向するものではなかった。その実態はと言えば、個

人を束縛するか場合によっては抹殺さえした。だから中国においては、近代

的意味での「人間の発見」（すなわち個人の発見）は遅々として到来しえず、

近代に向かう思想文化の変革は遅々として実現困難であったのである。 

 したがって、個人を隷属する集団の中から如何にして離脱させ、如何にし

て伝統社会が個人の身に加える有形無形の鎖を取り除き、個人を如何にして

独立主体と現代的公民の身分として新しい時代と新しい社会の中で自立させ

るか、これが伝統から近代（現代）に向う中国の一つの重要な歴史的任務と

なった。この歴史的任務と呼応するものとして、イデオロギー化された儒家

の「天理」「天命」 の世界観とこの上に構築された価値体系を如何に解体す

るか。そしてまたこの解体の上に立って、現代的な個人観念を如何にして育

成発展するか、これが清朝末期以降、一種の客観的需要あるいは社会的期待

となった｡ 

 歴史の実際から見ると、中国における個人観の転換は明清交替期の思想界、

晩明儒学の激変の中にすでになんらかの兆候があった。日本人学者の溝口雄

三の研究によれば、明代中後期から、「欲」と「私」を肯定する主張が明確に

打ち出されたことにともなって、中国思想史に「ドラスティックな変化」が

出現した。この種の変化はただ「欲が理の名義の下で承認された」だけでな

く、公私の関係についての新しい理解にも影響を与えた。「個人の「私」を捨

て去ってしまい、皇帝一個の「私」でありながら、天下の個人の上にいわゆ

る「天下の公」（そんなものは存在したためしがない）を無理強いすることが

原理上否認されたのであり、「公」は天下の個人である「私」を媒介にしてい

っそう高次の「公」へと統合されるに至った。」1

溝口雄三が指摘しているように、中国の「公」観念の特殊性と「私」につ

いての特殊な理解のために、西洋や日本のように社会（公）に相対する自我

                                                      
1 溝口雄三『中国前近代思想之曲折与展開』（上海人民出版社、1997 年）2‐3 頁。 
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（私）の自立が普遍的に形成できなかったのは当然である。しかし、晩明儒

学に個人を強調し重視する思想が現われたのは争えない事実である。特に明

清の際、顧炎武（1613～1682）、黄宗羲（1610～1695）、王夫之（1619～1692）

など中国の早期啓蒙思想家は、社会生活に対する批判と宋明理学に対する反

省を通して、個性の解放と個人の利益と個人の権利を重視する思想を提示し

たが、その中にはすでに伝統思想とは異質な思想的要素が含まれていた。こ

れは社会文化の中にいくつかの転向の兆候がすでにあったことを表現してい

る。中国封建社会はすでに自己批判の段階に入り、伝統的な天命的世界観は

すでに亀裂が生じ始めていた。個人の自我の覚醒を特徴とする一つの時代が

ゆっくりと到来しつつあったのである｡ 

 近代前夜、龔自珍（1792～1841）は社会に対する暗鬱で苦痛の体験に基づ

いて、個人解放の叫び声をあげた。彼は哲学の高みから「自我」を論じた。

彼は「自我」「心力」を尊重し、正統的な儒家の天理天命的世界観を激しく攻

撃し、個性解放の時代のラッパを吹き鳴らした。アヘン戦争以後、西洋から

学ぶという観念がしだいに賛同を得るとともに、大規模に西学東漸が始まる

のに伴って、現代的な意識を持った第一世代の啓蒙思想家を育んだ。彼らは

ただ西洋の進歩した思想を借りて悪戦苦闘しながら自己の観念の転換を実現

しただけではなかった。彼らは広範に西洋の学問を輸入伝播して、中国人の

思想文化世界を再構成しようと試みた。まさにこのプロセスの中で、中国の

現代的個人観はしだいに発芽し成長していったのである。 

三、厳復・梁啓超の思想的自覚と理論の言説 

中国近代において も早く体系的な啓蒙思想を作り上げたのは、維新派の

思想家である。彼らの理論上の言説の中に、すでに個人観の転換に対する一

定の意識が自覚されている。康有為（1858～1927）は 1980 年代に書いた『康

子内外書』『実理公法全書』の中で、「三綱五常」を攻撃し、「人には自主の権

利がある」「人類の平等は幾何学の公理である」等の観点を提出した。その後、

彼はよりいっそう明確に「人はだれでも独立し、平等であり、自主であり、

たがいに犯すことはなく、互いに親愛する。これは人類の公理である」と指

摘している。彼からすると、自主・平等の権利は天賦のもので、これらの権
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利を禁止したり剥奪したりすることはできない。これは普遍的な公理（彼は

またこれを「天理」とも呼んでいる）である。その後に執筆し、世間を驚愕

させた『大同書』の中で、康有為は個人の自主・博愛・平等の思想を十二分

に表現した。理想社会に対する緻密な描写のいたるところに個人の重視が具

体的に表現されている。維新運動のいま一人の著名人であった譚嗣同（1865

～1898）もまたを時代の羅網を突き破り、個人解放の思想に広範な影響を与

えた。康有為が取り上げた仮想未来のユートピアのあり方とは異なり、譚嗣

同は『仁学』の中で、綱常名教について猛烈な正面攻撃を行なった。彼は「三

綱五倫の痛ましい惨禍」に対し正面から「封建倫常の羅網を突き破る」雄叫

びをあげたのだった。「まず利禄の羅網を突き破り、ついで俗学もしくは考証

学あるいは詞章の羅網を突き破り、ついで全世界の諸学の羅網を突き破り、

ついで君主の羅網を突き破り、ついで倫理の羅網を突き破り、ついで天の羅

網を突き破り、全世界の宗教の羅網を突き破り、 後に仏教の羅網を突き破

る」と。人倫関係は「自主の権利を失わない」ことを原則とすべきだと譚嗣

同は考えていた。 

 厳復と梁啓超の場合、個人の独立と自由と権利の思想については、西洋の

学問の影響を受けて、かなり体系的で現代的な学問的認識を獲得していた。

だから個人の地位と個人と社会との関係についての認識の点で、彼ら両者は

康有為と譚嗣同をはるかに超えていた。まさしく台湾の研究者の張朋園氏が

「中国の近代思想世界に対する影響力と人民の権利観念の覚醒に関しては、

厳復と梁啓超の右に出るものはいない」と指摘するとおりである。厳復と梁

啓超が理論的言説の中で表明した新しい個人観は、たんに当時においてきわ

めて大きな進歩性を具えていただけでなく、のちの中国の現代性の思想発展、

特に新文化運動時期の啓蒙思想に対しても広範な影響を及ぼした。 

 総括すれば、厳復と梁啓超の個人観は主に以下の諸点に集約的に現れてい

る 

其の一、伝統的な社会体制およびその価値体系が個人を過小評価し否定する

傾向に対する批判。 

 1895 年に天津の『直報』に発表した何篇かの著名な論文のなかで、厳復は
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東西文化の比較という観点から、個人に対する伝統文化の抑圧と束縛を白日

にさらして批判した。また「論世変之亟」のなかで自由の観念を唱道した。

彼は儒学を主体とする中国伝統思想が個人の自由に対して拒絶と排斥を加え

ていることを攻撃した。「そもそも自由という言葉はまことに中国歴代の聖賢

が深く畏れるところであり、未だかつて自由を教として立てたことは一度も

ない。かの西洋人の言葉に「天が民を生み、各人は天から賦与されて自由を

得た。すなわち完全な自由を得た。ゆえに人々はおのおの自由であり、どの

国もそれぞれ自由であり、ただたがいに侵犯してはならないだけのことであ

る」とある。人の自由を侵す者は天理に逆らい人道に背くことになる。人を

殺し傷つけ人の財産を盗む者は、人の自由を侵すことの極致である。だから

人の自由を侵すことは国君でさえも許されない。法律はそのために作られた

のである」と。1彼からすれば、中国と西洋の文化的差異は「自由か不自由か

の違いだけ」にすぎない。厳復はつぎのように考えた。専制政治は人民の徳

と智と体の三方面の活力を抑制したが、本当は個人が強大であってこそはじ

めて国家は強大になるのであって、西洋民族が強盛である秘密は自由を本質

とし、民主を作用としていることにある。しかるにわが中国の民は専制支配

に屈服して皇帝の奴隷になっている、と。「辟韓」のなかでこう述べている。

「かくして西洋の民の尊く且つ貴きこと王侯宰相以上である。しかるにわが

中国の民は卑しく且つ賤であり、みな奴隷の子である。もし戦争になれば、

かの西洋の民は公共の財産と公共の利益のために進んで戦うが、中国の民は

奴隷としてその主人のために戦うだけである。そもそも奴隷を駆り立てて貴

人と戦わせて、敗れないということがあるだろうか」と。2

梁啓超は 1900 年に「国民十大元気論」を書いたが、個人の独立の問題を議

論するに際して、伝統的社会制度が人に加える抑圧を批判した。彼は言う「独

立者とは何ぞや？他人の力を借りずして、屹然と世界に自立する者のことで

ある。人の庇護を仰ぐ者は真の奴隷である……いまわが中国四億の民はみな

他人の庇護を仰いでいる。名は四億だが、実際には一人の人もいない」と。

                                                      
1 「論世変之亟」『厳復集』第一冊（中華書局、1986 年）2-3 頁。 
2 「辟韓」『厳復文選』（上海遠東出版社、1996 年）39 頁。 
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11901 年に書いた「中国積弱索源論」のなかでは、彼は憤激まじりに、中国

は歴史上、国家と国民の関係を完全に顛倒し、君主を至高で無上のものとみ

なしたが、国家の主人は実際には一国の人民なのであることが分かっていな

い、と指摘している。彼は言う、「思うにわが国民が十八間地獄に埋没し、今

に至るまで日の目を見られないのは、みなこれらの邪説が道理として害毒を

人心に撒き散らしたからである。数千年来の人民の敵は、国家を奪っておの

れの財産とし、国民を繋いでおのれの奴隷とし、何ら恥じることがない。か

えって大義を引き合いに出しこれを言葉で飾り立て、その凶悪な炎を燃えあ

がらせ、遂には一国の民を転じて自ら奴隷の境涯に置き、奴隷の本姓を本性

とし、奴隷の行為を行なわざるを得ないようにさせた」2と。数千年来、専制

制度が借用して世間に行ってきた各種の政治制度と施策は、すべて人民を敵

視し奴隷化することを目的としている、と梁啓超は考えた。彼は、統治者が

人民を奴隷化し抑圧する術を概括して四種とした。人民を飼い馴らす術、甘

い言葉で騙す術、これを使役する術、これを監視する術。「これを飼い馴らす

術」とは、つまり知識人の思想を致命的に窒息させてしまう科挙制度と考証

学と理学の空談がワンセットになった封建的イデオロギーである。「これを騙

す術」とは、統治者が爵位や褒章、利禄を誘惑の手段として利用し、臣下の

諸官吏を卑屈にさせ、権力の階段上で苦しい競争を演じさせることを指す。

「これを使役する術」とは、統治者が群臣を思いのままに操縦し、統治組織

を維持するための権謀術数を指す。「これを監視する術」とは、統治者が役所

や軍隊を設け法律を制定し、これを以て人民を警備し鎮圧する手段とするこ

とを指す。3梁啓超から見れば、まさしくこのような奴隷化政策と腐りきった

統治術によって、中国国民の素質の低俗さが形成されていったのである。彼

は「中国積弱溯源論」の中で、国民心理の不良症状を以下のように指摘して

いる。一に奴隷根性。二に愚昧。三に利己主義。四に不誠実。五に臆病。六

に消極性。1904 年に執筆した「中国国民之品格」の中で、梁啓超は中国の国

民性の欠点をまた四つに概括している。一に愛国心の薄弱。二に独立性の脆

                                                      
1 『飲冰室合集・文集之三』（中華書局、1989 年）62－64 頁。 
2 『飲冰室合集・文集之五』（中華書局、1989 年）17 頁。 
3 『飲冰室合集・文集之五』（中華書局、1989 年）28‐34 頁を参照。 
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弱。三に公共心の欠如。四に自治能力の欠如。1

其の二、独立した社会主体としての個人の肯定ならびに個人の素質を高める

重要性の強調。 

個人を社会組織の基本単位とみなし、個人の主体的地位を肯定し、国家と

社会の発展に対する個人の素質の重要性を強調することは、厳復と梁啓超の

思想に共通する特徴である。厳復の社会改良思想が主に依拠している論点の

ひとつは、すなわち社会は一つの有機体であり、集団と個人との関係は密接

で、個人の素質は集団の盛衰を決定するから、人民の素質の改善は社会進歩

のキーポイントである、というものであった。1895 年に発表した『原強』の

一文中で、厳復はダーウィンの進化論について初歩的な解説を行い、進化論

の思想は「身近では保身治生に役立ち、大きくは経国利民に役立つ」と書い

ている。すなわち進化論は、一種の進取自強の人生観を育くむよう人々を啓

発しうるだけではなく、国民品性の向上と社会の改造を通じて国家の自強・

自立・自主を実現するよう人々を啓発しうるのである。厳復は指摘している。

中国は鎖国を解いて自国を開放してから、西洋の技術や器物さらには産業に

至るまでを学んで導入したが、「橘は淮河を超えた北方ではからたちと呼ばれ

る」［『周礼・考工記序』環境の違いによって性質が変わるたとえ］。その原因

は国民性がこれとまったく適合しないところにあった。だから「民智をどの

ように開き、民力をどのように厚くし、民徳をどのように明かにするか、こ

の三つは今日の切実な急務である」と。『原強修訂稿』では、これについてさ

らに一歩進めた説明をし、つぎのように指摘している。「いわゆる富強とうい

ものは、要約していえば、民を利することにほかならない。だから政治がま

すます民を利することができるのは、必ず民がみずからを利することができ

ることから始まる。民が各々みずからが利することができるのは、必ず自由

を得ることから始まる。民が自由を得ることを許そうと思うならば、とりわ

け民が自治することが必要である。これに反すれ混乱が生じる。ただ民がよ

く自治して自由を得ることができるのは、みな民の力、民の智、民の徳が誠

に優れている場合である。それ故に、今日の政治の要諦を三点に纏めると、

                                                      
1 『飲冰室合集・文集之十四』（中華書局、1989 年）を参照。 
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一に民の力を鼓舞する、二に民の智を開く、三に民の徳を新たにする」1。こ

こには、「新民」の思想が明確に提示されている以外に、自由の原則と民が各

のみずからを利することの功利主義に対する厳復の肯定が表れている。 

 個人の自主および「新民」に関する厳復の思想は、梁啓超の賛同と継承を

得るとともにさらに一歩推し進められた。厳復と比較すると、梁啓超はこの

問題に対してより多くの文章を書いている。1901 年に執筆した「十種徳性相

反成議」で指摘している。「中国が独立国として成立し得ない理由は、国民に

独立の徳が乏しいからだ……私が思うに、中国が独立国たり得ないのを私は

心配しない。ただ中国にはいま独立の民がいないのが心配なだけである。だ

から今日、独立を言わんと欲すれば、まず個人の独立を言うべきである……」
2と。また言う、「およそ人の人たる所以のものには二つの大きな要件がある。

一に生命、二に権利。二つのどちらが欠けても人ではなくなる」3と。梁啓超

はまた分析して言う、「独立の反対は依存であり、集団を成すこととは違う。

集団と成すことの反対は私利をはかることであり、独立とは違う」と。ここ

には明確に独立と集団の統一が示されており、二者は決して矛盾するもので

はない、だから「独立を以てその集団を助け、集団を以てその独立を助ける」

べきだと考えている。 

 厳復と梁啓超の「新民」はつぎのような思想を表明している。国民性は国

家の存亡を決定し、国民性の改造は救国の根本である。旧時代の人は人格を

失っているか、さもなくば人格が有っても思想と文化がない。ただこのよう

に独立した人格があり、かつまた文化的知識と社会的責任を具えた人にして

始めて国民でありうるのだ。厳復と梁啓超らは、国民は独立自由の精神を持

つべきであり、専制制度と外国の強圧的圧迫から脱却し、また伝統的習俗の

束縛からも脱却すべきであると強調した。中国人の資質を高め、新しい価値

観念をもって理想を追求し、新たな精神的風貌と生活方式を具えた新時代人

を育成することこそ、中国が全般的立ち遅れから脱却し、進歩的で近代的民

主国家へ向うための不可欠な条件である、と彼らは考えた。 
                                                      
1 『厳復集』第一冊（中華書局、1986 年）27 頁。 
2 『飲冰室合集・文集之五』（中華書局、1989 年）44 頁。 
3 『飲冰室合集・文集之五』（中華書局、1989 年）45 頁。 
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其の三、個人の自由、個人の権利と個人の利益に対する肯定と論証 

 厳復は 1903 年に発表した翻訳『群己権界論』の「訳凡例」の中で指摘して

いる。「人道が必ず自由を得る所以のものは、思うに不自由であれば善と悪、

功と失はみな自分自身から出てこない。ただ幸運か幸運でないかが言えるに

すぎない。このままでは民の徳は進展することはできない。故にただわたし

が自由である時にだけ、天は私を択んで働きかける。偉大な政治には必成の

一日があるということである［政治のすべては自由の実現にかかっていると

いうこと］。」1個人が自由であるか否かということは、個人に道徳的自覚があ

り道徳的責任を負うことができるかどうかに関わるのみならず、国家の治乱

安寧にまで影響を及ぼすということを明確に提示している。『原富』の按語の

中で、厳復はさらに一歩進んで「その民が不自由でありながら、その国が自

由でありうるような例をわたしは見たことがない」と指摘している。また「法

意」のコメントの中で「自由の民」を定義して「権利がわれに在る者」とし

ている。彼によれば、民権が伸張し、国家権力に対して制限を加える、これ

が人民が「常に暴力から免れること」の基本的条件である。 

 1902 年から 1906 年まで『新民叢報』に継続して発表された『新民説』な

どの文中で、梁啓超は個人の自由・独立と個人の権利について比較的体系的

な言説を述べている。『新民説・論自由』は自由を解釈して、「自由とは、奴

隷に対立するものである」、そして奴隷状態から脱却し自由を獲得するには、

必ず「奴隷根性を突き破」らなければならない。一に古人の奴隷となるなか

れ、二に世俗の奴隷となるなかれ、三に境遇の奴隷となるなかれ、四に情欲

の奴隷となるなかれ、と。『新民説・論権利思想』の中で、梁啓超は個人の権

利の重要性を強調して、「一部分の権利はこれを合わせれば全体の権利となる。

一人の私人の権利思想はこれを積み重ねれば一つの国家の権利思想となる。

だからますますこの思想を育成しようとすれば、必ず個人から始めねばなら

ない」2と。このほか、梁啓超は力を込めて民権思想を提唱すると同時に、「民

権」の意味についてさまざまな視点から定義を与えている。その要点は、第

一に、「民権」は「民主」と同等ではない。「そもそも民権と民主の二者はそ

                                                      
1 『厳復文選』（上海遠東出版社、1996 年）130 頁。 
2 『飲冰室合集・専集之四』（中華書局、1989 年）36 頁。 
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の訓詁は全く異なる」1と。異なるところは、民主を行なうには必ず専制政治

を倒し君権を撤廃することが前提であるが、民権を興しても君権を損なうこ

とにはならない。第二に、中国の民権と西洋の天賦の人権とは完全に同じで

あるのではない。後者は専ら政治だけを指して言っているのではない。第三

に、儒学の仁政思想と民権思想とは、全く別物である。民権思想を明らかに

するため、彼は新たに四組の対概念を提出した。一に国民と奴隷。彼は民主

権利を所有する立憲国の人民を「国民」と称し、民主権利のない専制国家の

人民を「奴隷」と呼ぶ。二に朝廷と国家。彼は指摘する、「国家とは全ての国

民の公共財産である。朝廷とは一姓の私有である。……国家があって後に朝

廷がある。国家が朝廷に置き変わることはできても、朝廷が国家を操ること

はできない」2と。三に国民と国家。「国なるものは民を積みて成るものであ

る。国家の主人は誰であろうか。すなわち一国の国民がこれである」3。人民

は国家の主人であり、君主は人民の公僕である。四に権利と義務。国民に権

利の思想がないということは、国家の安否に対して甚大なる関係がある。儒

教の 大の欠点は「専ら君のために法を説き、民のために法を説かないとこ

ろにあった」、このような思想の統治下にあっては、人民はただ義務のみあっ

て権利はない、と彼は考えた。4梁啓超の民権問題の分析と論証は、改良派の

民権思想の影響を大々的に押し広げ、人権・民主についての人々の思考と認

識を促進した。彼の『新民説』は「第三階級の人権宣言書」5と見なされるよ

うになった。 

 梁啓超はまた自由の問題を具体的に分析した。彼は指摘している、「政治上

の自由とは、人民が政府に対してその自由を保持することである……民族上

の自由とは、本国が外国に対してその自由を保持することである」6と。彼は

人の自由に対する専制制度の抑圧を批判し、また西洋の思想を借り来たって

                                                      
1 『飲冰室合集・文集之三』（中華書局、1989 年）76 頁。 
2 「中国積弱溯源論」『飲冰室合集・文集之五』（中華書局、1989 年）16 頁 
3 同上 
4 熊月之『中国近代民主思想史』（上海人民出版社、1986 年）334-336 頁を参照。 
5 何干之「中国啓蒙運動史」『何干之文選』第 2 巻（北京出版社、1993 年）45 頁。 
6 『飲冰室合集・専集之四』（中華書局、1989 年）40 頁。 
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自由の重視を表現した。彼は言う、「ルソーは言っている、自己の自由権を保

持することは人生の一大責任である、と。およそ人間と称する限り、この責

任を尽くさないわけにはいかない。思うに自由権というものは、ただ甲冑の

類のように借りて身を覆い、思うがままに自由にこれを着たり脱いだりでき

るといったようなものではない。もし自由権を脱いでこれを棄て去れば、自

分が自分を棄てて自分で所有しないということになる。なぜかというと、自

由とはすべての権利の根本であり、すべての責任の根源であるからである。

責任はもとより棄て去ることはできないし、権利もまた棄て去ることができ

ない。ましてやその本源たる自由権をや」1。この一文は、個人の自由の重要

性に対する梁啓超の深い理解を示している。「自由」という語を排斥せよと主

張した康有為に対し、梁啓超は弁護解説して言う、「自由を口にするのは他で

もない、自由をして人間としての完全なる資格とするためである。広義に言

えば、三綱五常の抑圧を受けず、古人の束縛も受けないということである」

（致康有為書、光緒 26 年 4 月）と。梁啓超から見れば、自由は「権利の象徴」

であり、権利は自由の「内包」であり、権利と自由は二つとも人が人として

存在する基本的な条件であった。 

其の四、個人と国家および社会の関係に対する説明と定義 

厳復は 1903 年の『群学肄言』の「訳余贅語」の中で、個人（小己）と社会

（群）の関係について具体的な説明をしている。彼は言う、「いわゆる小己と

はすなわち個人である。すべて万物は全体と部分をもたないものはない。全

体を「拓都」（total）といい、訳して「全体」という。部分は「幺匿」(unit)

といい、訳して「単位」という。筆は「拓都」であり、毛先は「幺匿」であ

る。ご飯は「拓都」であり、飯粒は「幺匿」である。国は「拓都」であり、

民は「幺匿」である。社会の変化は極まりないが、その一つ一つは小己（個

人）の品質に基いている」2と。このような厳復の分析は方法論的個人主義の

特徴を備えていることは疑いない。西洋の自由主義と頗る接近している。1913

年、『天演進化論』の一文において、厳復はスペンサーの観点を引用して指摘

                                                      
1 「盧梭学案」『飲冰室合集・文集之六』（中華書局、1989 年）101 頁。 
2 『厳復集』第一冊（中華書局、1986 年）126 頁。 
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している、「それゆえ国是を治めるものは、必ず国益のために小己を犠牲にし

てはいけない。蓋し小己の利益のために群を立てるのであって、群があって

そのあとに小己が有るわけではない。小己に利するところが無ければ群を立

てる理由がないからである。」1と。ここには、厳復が個体の自由・権利と利

益を高度に重視し、決して単純に国家を目的とし、個人をたんなる国家富強

を実現するための手段と見なしてはいなかったことが示されている。 

 梁啓超の『新民説』は冒頭に指摘している。「国なるものは、民を積みて成

る。国に民が有るのはたとえば身に四肢、五臓、経脈、血流があるようなも

のである。四肢がすでに断たれ、五臓がすでに病み、経脈がすでに傷つき、

血流がすでに枯れ、しかもなお身体が能く生存したためしは未だかつてない。

同様にその民が愚陋、臆病、散漫、混濁でありながら国が能く存立したため

しもない」2と。彼が自分自身に課した任務は「国民の種を播き」、民衆を奴

隷状態から脱却して国民にすることであった。『新民説・論国家思想』で指摘

している。新しい民は王朝国家の臣民と同じではない。国家の主人として国

家思想を具えるべきである。いわゆる国家思想とは以下の四点を包括してい

る。「一に一身に対して国家が有ることを知る、二に朝廷に対して国家が有る

ことを知る、三に外国民族に対して国家が有ることを知る、四に世界に対し

て国家が有ることを知る」3と。 

其の五、理想の個人について――新しい民の人格の探求 

 厳復と梁啓超は国民性についての批判を行なうと同時に、新しい理想的人

格を再構築することを始めた。彼らから見れば、理想の個人とは、つまり新

しい人民であり、権利と義務の観念を具え、主権を所有する国民であり、そ

の人格はまさに独立自主・自己尊重・進取・奮闘および協力・団結の精神な

どを具備すべきものである。厳復は特に、理想的人格の中における自主の精

神と個性の独立の地位を強調した。彼はこのような品格を具えた人を「特操」

のある人と呼び、凡庸な大衆と区別した。梁啓超はまさに独立・自尊・自治

                                                      
1 『厳復文選』（上海遠東出版社、1996 年）292 頁。 
2 『飲冰室合集・専集之四』（中華書局、1989 年）1 頁。 
3 『飲冰室合集・専集之四』（中華書局、1989 年）16 頁。 
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の人格と進取冒険の気性、尚武の精神、堅忍剛毅の精神を具有することを理

想的国民の基準とみなした。このほか、梁啓超は特に公徳心の重要性も強調

した。「新民説・論公徳」で指摘しているが、中国の伝統的道徳はただ人倫関

係中の私徳を重要視するだけであるから、社会の公徳心の欠如をもたらすこ

とになった。そこからさらに進んで、国家意識の曖昧さと「集団」の解体を

招いた、と。彼から見れば、公徳心の欠如は実際にまた「国民の私徳に大き

な欠陥がある」ことと相関するものであった。私徳の育成を放棄すれば公徳

もまた拠るべきところを失う。彼は言う、「大勢の盲人を集めても一人の離婁

［視力が強い人］になることはできない。大勢の聾者を集めても一人の師曠

［音律をよく弁別できる人］になることはできない。大勢の臆病者を集めて

も一人の烏獲［力持ち、力士］になることはできない。だから一人の私人に

して私有するところの徳性がなければ、このような私人を百、千、萬、億と

集めたところで、公有の徳性を完成することは絶対にできない。この道理は

至って明らかである」1と。そこで彼は公徳を強調すると同時にまた指摘して

いる。「それゆえに国民を作り上げようとするなら、必ず個人の私徳の育成を

第一義とし、国民を作り上げることに従事しようとするなら、必ずみずから

が其の個人の私徳を育成することを第一義とすべきである」2と。 

厳復と梁啓超が言うところの「民を新たにす」とは、実際のところ封建専

制が作り上げた従属的な人格から脱却し、現代的特徴を持った理想の人格を

具えることである。このような理想の人格は、実際は西洋の「公民」の概念

をモデルとするものである。それは伝統的儒家が求めた聖賢の理想的人格と

異なるだけでなく、現実の伝統社会に存在していた臣民の人格とも違ってい

た。前者は理想が高邁すぎて虚偽を生みだし、後者は感覚の麻痺と人々の離

散状態をまねいた。新しい民の人格は、自由・平等・人格の独立、個性の尊

厳などもろもろの要求を含めた庶民的人格のことである。 

四、初歩的分析と評価 

 厳復と梁啓超の理論的言説は以下のようなものであった。中国近代思想中

                                                      
1 「新民説・論私徳」『飲冰室合集・専集之四』（中華書局、1989 年）119 頁。 
2 同上 
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の個人観は、伝統思想の中に見られる個人貶斥と抑圧的な個人観とは根本に

区別される。それはまず個人の権利と自由に対する伸張という形をとって表

れ、個性の解放と民主思想という特質を体現していた。ただ道徳主体の範囲

内において個人を定義した伝統思想の限界を突き破っただけでなく、近代の

個人観は、個人を社会的権利の主体とみなすと同時に、民主的制度とそれに

対応する法治によって個人の権利は保障されねばならないという思想を内包

していた。換言すれば、個人はもはや単なる道徳主体であるだけでなく、何

よりもまず法権の主体と見なされた。この転換は、個人の主体性はより一層

の現実的な基盤と保障を備えなければならないことを意味している。 

 つぎに、集団と個人の関係の角度から見ると、中国の近代が形成した個人

観は、集団原則の強化がもたらした全体主義的傾向を持つ伝統文化の枠を越

え出て、個人に独立自主の地位を与え、人類の一員としての個人それ自体に

価値が有ることを承認した。ここから普遍的な人権観念が派生してきたが、

この人権観念によって、身分関係や役割から個人の位置を定め、結局のとこ

ろ個人を道具的手段と見なすような伝統文化の苦境から脱却し得たのである。 

第三に、個人の理想的形態という角度からみると、中国近代が形成した個

人観は平民化された自由なる人格の追求を表現している。それはもはや伝統

社会と文化の中にあった「聖人や賢人になることを希求する」という高踏的

道徳とは異なり、また一方で虚偽と人欲が横行するという分裂状況とも違っ

ていた。それは伝統社会中の権威的人格と従属的人格（すなわち魯迅が概括

するところの「盗人」心理と「奴隷」根性）からの超越であって、自由と平

等の理性的精神を体現していた。 

疑いないことであるが、歴史的条件と認識水準の制約によって、特に商品

経済がいまだ充分に発展していなかったがために、社会の現代化に向かうた

めの基盤が薄弱であったということ、また中国近代の特殊な歴史的境遇が啓

蒙思想の発展にもたらした阻害要因によって、中国近代が形成した個人観に

はなお多くの欠陥と不備が存在していた。 も顕著なあらわれは、切迫した

民族救亡の任務のせいで、思想家達は個人観に関わるより深いレベルの問題

に対して落ち着いて研究を深めることが困難であった。そのため彼らの思想

的言説は往往にして基礎が不安定で、甚だしい場合、相互に矛盾が生じた。
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厳復と梁啓超についていえば、彼らはどちらも集団と個人のバランスを取り

ながら個人の地位と自由を定め、国家権力と個人の権利のそれぞれの範囲を

確定しようと試みた。彼らの思考方向と妥当な願望は非難を受けるに当たら

ないだろう。ただ、現実の状況から言うと、国家を富強にしたいという願望

と現実社会の生活上の急速な変化によって、彼らの思考の重心はつねに動揺

をきたし、正しいコースから逸脱しがちであった。彼らの思想中の個人主義、

民族主義、そして国家主義などの要素もまたつねに緊張状態に置かれ、整合

性を得ることが困難であった。したがって、個人と集団が対峙する場合、彼

らはより多く集団の方を強調した。個人の権利と国家権力との関係では、い

っそう多く個人の国家に対する義務を強調し、個人の人権に対する国家の保

障という側面をなおざりにすることを免れなかったのである。（ついでに触れ

ておくと、梁啓超は「人権」という概念を使用することを望まず、幾分曖昧

な「民権」という概念を代用しさえした。） 

 単純にテクストを理論的角度からみると、厳復と梁啓超の個人観に関する

言説には前後の不一致や相互矛盾さえ存在しているのは一つの事実である。

しかしもし、もう一つ別の角度、つまり彼らが生きた時代および彼らが応対

せねばならなかった世間から眺めると、この種の情況が出現してくるのは、

ある種の「歴史的合理性」を備えていたからかもしれないだ。周知のように、

厳復と梁啓超は決して単純な「書斎型」の人物ではなかった。偉大な思想家

として、彼らは社会変革に対して高い参画意識と責任感を持っていた。彼ら

は理論の上で西洋の自由主義思想と個人主義の観念を理解し受容することが

できた。それはまた一連の著作のなかで思想を啓蒙するための重要な素材と

なり、中国人の思惟方法と日常の生活態度についての批判に用いられた。し

かし中国に対する当時の険悪な国際環境に直面したとき、彼らは国家の主権

と集団の自由の優先性をいっそう強調しないではおれなかった。この点にお

いて、日本近代の偉大な啓蒙思想家・福沢諭吉（1834～1901）との間に驚く

ほどの類似を見出すことができる。福沢諭吉は一生を通じて天賦の人権と人

民が国家の主人であるとする観点を堅持し、「一身が独立してこそ一国は独立

し得る」というテーゼを繰り返し説いた。しかし国際関係の問題に話が及ぶ

と、彼の思想は実際のところ大きな偏向を示し、人権から国権への転向と回
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帰が見て取れる。彼からすると、一つの強大な民族国家を建立するには優先

順位がなければならない。だから彼の思考には、個人の独立は国家の独立の

手段という考えが存在していたのである。 

指摘しておかなければならないが、思想文化の世界において、完全に現代

的意味での個人観念を形成するのは、中国においては困難にみちた道程であ

った。これは単に数千年来の中国伝統社会と伝統文化の巨大な惰性のせいで

あるだけでなく、さらに中国が近代に歩みを進めた特殊な方法および近代以

来の特殊な歴史的境遇によっている。ある意味から言えば、中国の近代以降

の基本的な歴史の道筋は、民族国家の建設と社会の現代化の追求という、こ

の一体にして両面の変遷の過程であった。このうち、民族国家の建設は、二

十世紀前半の主要な歴史的任務および目標として、現代的個人観の形成と発

展に対して多層で複雑な影響を生み出した。一方で、中国近代民族国家の建

設は、個人観の変革にとって巨大な原動力を提供した。中国の近代的個人の

問題が明瞭に現われたのは、まさしく「集団」（群）に対する問題認識から触

発されたのである。進化論の影響を受け、「群を挙げて進化する」というテー

ゼは、人々の思考の中心的な問題となった。同時に、西洋の政治思想の影響

を受けて、主権在民の基礎の上に立って中国人の政治的コンセンサスを再建

することが時代の切実な問題となった。これらは挙げて、個人およびその集

団ないし社会との関係について新たな思考を必然的に触発し、個人観の転換

を促進した。他方で、近代民族国家建設のプロセスが辿った紆余曲折によっ

て、啓蒙思想家達の思考の重心は偏りを持たざるを得なかった。王爾敏が分

析して指摘している。「集団と個人の両者の価値関係の解釈は、さらに一歩進

んで二つの新観念をただちに導入した。一つは社会の有機体の観念。個人は

民族・国家・社会の中間に在るが、それはちょうど一個の生物の細胞のよう

なものであり、生物とその細胞は互いに共同して生命の延続をはかる密接な

関係にある」、という考え方を彼らはただちに受け入れた。もう一つは社会の

有機体の観念から、「小さな個人と大きな集団」という観念が導き出されてき

た。すなわち、一つの国家民族という集団に対峙して言えば、個人の価値は
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軽く、集団の価値は重い。」1と。客観的にいえば、民族の救亡という背景の

下で、非常に多くの思想家達が「個人は軽く集団は重い」を強調したのは、

一つの必然的な選択だった。その上、思想の啓蒙が内包する意味からいうと、

カント（Immanuel Kant）がまさに指摘するように、啓蒙は単に個人の覚醒―

―個人をして公然とかつ独立して自己の理性を運用しうる人とならしめるだ

けに止まらない。さらに「人民を啓蒙するとは、自己の所属する国家の義務

と権利に対して人民を公然と教育指導することである」2と。中国の近代以来、

非常に多くの啓蒙思想は単に個人の解放に注意を払っただけでなく、民族と

国家に対する個人の責任と義務を非常に重視した。ここには明らかに歴史的

な合理性がある上に、また啓蒙思想がまさに備えるべき内実であった。しか

し、中国の現代的個人観はわずかに一部分の思想的エリートの言説として現

われたに過ぎず、いまだ社会によって普遍的に認知された理性と価値観念が

生まれていない状況下で、そして個人の独立・自由と権利が決していまだ実

現していない状況下において、個人の集団に対する服従と義務をいっそう強

調し、個人の権利と自由を犠牲にすることさえ主張したことは、伝統的な全

体主義の価値観念への回帰を容易にし、個人に対する軽視と抹殺をもたらす

ことになってしまったのである。こののちの中国の歴史的現実がまさしくこ

の点を証明している。 

 

（翻訳：大阪市立大学非常勤講師 白井順） 
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