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一、はじめに――辜鴻銘の生涯 

本稿で扱う辜鴻銘（1857～1928）は中国清末民国初の学者・思想家。1福建、

同安の人。本名は湯生、字は鴻銘、号は漢濱読易。南洋華僑の子としてマラ

イのペナンに生まれた。曽祖父辜礼歓は現地地方行政官（Captain）、父辜紫

雲がゴム園を営むなど企業家として財をなした。辜鴻銘は幼年期を現地の西

洋学校で過ごした後、知り合いのスコットランド人（Forbes Brown）に伴わ

れて渡英、エジンバラ大学を卒業後、ドイツ、フランス、イタリアなどに遊

学。1880 年に 20 歳代前半でマライに戻り、シンガポール殖民地政府に勤め

る。その間、馬建忠に面識を得る。中仏戦争の時期、張之洞の「幕僚」に取

り立てられ、以来 20 年近く張之洞に仕えることになる。張の感化を受けて儒

学、中国文化を研究に専心し、該博な西洋思想の知識をもとに東西文明を比

                                                      
1 辜鴻銘研究のための基礎資料としては、宋炳輝編『辜鴻銘印象』（学林出版社、1997
年）、黄興濤編『曠世怪傑――名人筆下的辜鴻銘』（東方出版中心、1998 年）等周囲

の人間が辜鴻銘をどうみたかをしることができる資料集。伝記には、孔慶茂『辜鴻銘

評伝』（百花洲文芸出版社、1996 年）、李玉剛『狂士怪傑――辜鴻銘別伝』（華夏出版

社、1999 年）、黄興濤『文化怪傑辜鴻銘』中華書局、1995 年。最後の黄興濤のものは

もっとも包括的、堅実な研究成果である。このほかに黄興濤『閑話辜鴻銘』（湖南出

版社、1997 年）、朱維錚の 3 編「辜鴻銘、生平及其他它非考証」『音調未定的伝統』（遼

丁教育出版社、1995 年）所収、「辜鴻銘和他的《清流伝》」「『中国札記』小引」『求索

真文明――晩清学術史論』（上海古籍出版社、1996 年）所収。［美］艾愷Guy Alitto『世

界範囲内的反現代化思潮――論文化守成主義』（貴州人民出版社、1991 年、本書はGuy 
Alitto氏がはじめから中国語で著したもの）、一節を割いて辜鴻銘を紹介している。ま

た英文ではすこし古いが、R.David Arkush,”Ku Hung-ming(1857-1928)”Papers on 
China(vol.19), Harvard University(Dec 1965)がいまに到るまでもっとも包括的な研究

のようである。Paul Cohen氏のご教示による。 

 - 173 -



較検討する独自の立場を確立した。張之洞のもとを辞して上海黄浦江浚渫局

長を 5 年、1911 年まで上海南洋公学監督として 8 ヶ月を過ごした。民国以後

は北京に赴き、官途に就かずもっぱら著述に専念していたが、1915 年には「兼

容併包」の蔡元培の招きで北京大学の教授に就任、英文学、ラテン語などを

講じる。辮髪をたくわえた復辟論者として知られた。1924 年には大東文化協

会の招きで来日、数多くの講演を行う。27 年に帰国、山東大学学長に就任し

たが、翌 28 年に死去。 

中国の伝統的知識人あるいは 20 世紀初頭以来導入された新式教育が生み

出した新しい知識人とも異なる独特な位置に辜鴻銘はいることをさしあたり

確認しておきたい。 

彼は生涯を通じて欧文、中国文の多くの著作を残した。 

『論語』の英訳である The Discourse and Saying of Confucious—A New Special 

Translation with Quotations from Goethe and Other Writers（上海、1898 年）、『中

庸』の英訳である The universal order or conduct of life（上海、1906 年）の中国

古典の英訳。 

Papers from Viceroy’s Yamen:A Chinese Plea for the Cause of Good Government 

and True Civilization in China（上海、1901 年、漢文名『尊王篇』）（総督衙門論

集）、ET nunc,reges,intelligite! The Moral Cause of the Russo-Japanese War（上海、

1906 年、もとは 1904 年より『ジャパン・メール Japan Mail』に連載）（日俄

戦争的道徳的原因）、The Story of a Chinese Oxford Movement（1910 年、漢文名

『清流伝』）（中国オックスフォード運動の物語）、The Spirit of the Chinese 

People（北京、1915 年、漢文名『春秋大義』）（中国人の精神）等の著作があ

る。 

日本語のものでは『辜鴻銘講演集』（1925 年、大東文化協会）、『辜鴻銘論

集』（薩摩雄次編、1941 年）。前者は日本での講演を日本語原稿におこしたも

ので辜鴻銘思想のエッセンスともいうべき内容をおおく含む。後者は辜鴻銘

の死から 10 数年後に出版された『辜鴻銘講演集』と『春秋大義』からの抜粋、

選訳である。また The Spirit of the Chinese People の日本語訳（魚返善雄訳）に

『支那人の精神』（目黒書店、1940 年）がある。同書には、芥川龍之介、山

口察常、諸橋轍次の序文が付されている。 
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もともと中国語で発表された著作は『張文襄幕府紀聞』（1910 年）、『読易

草堂文集』（1922 年）の二種のみである。そのためその著作へのアクセスは

容易ではなく、英文を能くする胡適、林語堂のような知識人（胡適は辜鴻銘

を“Crazy Ku1”、林語堂は「怪物2」と記す）、あるいは北京大学など辜鴻銘

の周辺にいた人以外の中国人にとっては最近まで辜鴻銘は縁遠い存在だった

と思われる。 

このような状況は辜鴻銘の残した文献を可能な限り収集し中国語訳した

『辜鴻銘文集』3（黄興濤等訳、1996 年）の出現によりいちおうは解決され

たと言えよう。今後の辜鴻銘研究は同『辜鴻銘文集』をもとにして大いなる

進展が期待されるが、本稿では可能な限り英文などのオリジナルテキストに

依拠することにしたい。 

二、多様な辜鴻銘像 

資料面でのアクセスの難しさ、「性格偏激、好走極端4」［性格が偏激であり、

極端に走る］、日本観に見られる一見反「民族」的、「売国」的な言動5、「生

在南洋、学在西洋、婚在東洋、仕在北洋6」といわれるように活躍の場を世界

各地に移したこと等様々な理由が想定されるが、辜鴻銘に対する既存の研究

はさほど多いとは言えなかった。しかし私のみるところこれまで辜鴻銘は以

下の側面で研究者から言及されてきた。 

第一に新文化運動時期の東西文化論戦をめぐってである。東西文化論戦は

陳独秀の拠って立つ『新青年』グループと『東方雑誌』との間でかわされた

議論が有名であるが、日本人の手による論文を翻訳紹介した平佚「中西文明

之評判」（『東方雑誌』1918 年 6 月）が、陳独秀、李大釗らの議論を誘発した

                                                      
1 胡適「記辜鴻銘」『曠世怪傑』20 頁。 
2 林語堂「八十老翁心中的辜鴻銘」『曠世怪傑』56 頁。 
3『辜鴻銘文集』（上、下）黄興濤等訳、海南出版社、1996 年。  
4 黄興濤『文化怪傑辜鴻銘』、355 頁。  
5 「辜鴻銘はこの文章［日露戦争の道徳原因］のなかでロシアの満州占領の動機や日

中戦争の起因等の問題に言及した時、いくらかはっきりと誤った観点があり、彼の民

族政治に対する無知を表している」。『辜鴻銘文集』（上）の注記、195 頁。 
6 凌叔華「記我所知道的檳城」、原載『愛山盧夢影』『辜鴻銘印象』133 頁。 

 - 175 -



ことはよく知られている。1この平佚「中西文明之評判」論文こそまさしく辜

鴻銘の学説をドイツ人学者の反応を交えながら紹介したものである（大津康

「支那精神と欧州精神」「支那精神と欧州精神（二）」『東亜之光』第 13 巻第

12 号、大正 7（1918）年 2 月 1 日と第 13 巻第 13 号、大正 7 年 3 月 1 日を中

国語にそのまま翻訳した2）。『新青年』の「全盤西洋化」に反対した者として

の辜鴻銘イメージがある3。 

第二に、西洋文化（英文学、ラテン語、世界史等）を講じた北京大学の教

授として（1915 年から 2 年半ほど）。当時の受講生による回想もいくつか残

されている4。中国の伝統文化擁護の保守派の論客であるとともに、辮髪をた

くわえ、復辟・尊王をとなえ、蓄妾を肯定した。独特の風貌もあいまって「奇

人」としてのイメージがある。 

第三には張之洞の「幕僚」、行政官としての顔がある。清末の時期、西洋で

教育を受けた数少ない知識人たちは政局を主導した漢人大官たちに取り立て

られ、その西洋語の運用能力と西洋社会の知識を西洋との交渉にあたって重

宝がられた。その一群の人々のなかには、王韜、鄭観応、馬建忠、容閎など

がいる。辜鴻銘も実はこのような一群の人々の一人である。「幕僚5」として

                                                      
1 李大釗「東西文明根本之異点」（『言治』季刊第 3 冊、1918 年 7 月）、陳独秀「再質

『東方雑誌』記者――『東方雑誌』与復辟問題」（『新青年』第 5 巻第 3 号、1918 年 9
月）、傖父「答『新青年』雑誌之質問」（『東方雑誌』第 15 巻第 12 号、1918 年 12 月）、

陳独秀「再質問『東方雑誌』記者」（『新青年』第 6 巻第 2 号、1919 年 2 月）。 
2 大津康（1883-1922）はドイツ語学者。第四高等学校（金沢）、東京帝国大学独逸文

学科卒。1913 年より第一高等学校教授。ドイツ語学に関する著作・翻訳多数、第一

次世界大戦当時、文部省の「時局に関する教育資料調査委員」に任ぜられ。欧米の時

局に関するドイツ語の文献の調査・翻訳に当たった。論文「支那精神と欧州精神」は

その作業過程における成果であろうと思われえる。大津康については上村直己「天才

ドイツ語学者大津康の生涯」『かいろす』九州大学ドイツ文学研究室、31 号、1993
年。 
3 1918 年 3 月の陳独秀「駁康有為『共和平議』」には「康氏は張勲、辜鴻銘らの輩に

倣うが若く」、同 9 月の「再質問『東方雑誌』記者」には「辜鴻銘、康有為、張勲の

諸人」が同列に批判されている。この 3 人の思想的な差異について陳独秀にはまだ認

識されていなかったことが分かる。 
4 羅家倫「回憶辜鴻銘先生」『辜鴻銘印象』所収、原掲上海『時事新報・青光』1927
年 7 月 12 日、等。 
5 「幕僚」の生活の一端については、容閎『西学東漸記』平凡社東洋文庫、参照。 
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過ごした 20 歳代半ば（1880 年代半ば）から 40 歳代半ば（1900 年代半ば）の

20 年間近くの期間は、彼の職業人としてのキャリアの中でも最長で、数多く

の重要な著作――多くは英文であるが――を残した。 

第四に、もともと西洋語での著作活動を主にしてきたためにヨーロッパで

の辜鴻銘に対する評価は高い。とりわけ第一次大戦のドイツに対する好意的

な見方を辜鴻銘自身がしていたためもあって1、ドイツでの「辜鴻銘熱」「辜

鴻銘迷」ぶりは凄まじいものがあったらしい2。著作も競ってドイツ語訳され

た3。ドイツのある大学では授業の必読文献に挙げられているくらいであり、

「辜鴻銘研究会」なるものもあったらしい4。またシュペングラーの『西洋の

没落』に対する辜鴻銘の影響を指摘する研究者もいる。 

第五に、1924 年の渡日と翌 25 年の再来日を契機にした日本での辜鴻銘に

対する歓迎ぶりがある。多くの新聞報道がなされ、講演の内容が日本語で発

表され、著作の日本語訳が公刊された。講演という性格もあって、平易に彼

の思想の全貌を大きな視野から語った内容のものが多く、非常に貴重な資料

であるといえる。これらは彼の思想解明に大きな役割を果たすと思われる。

しかしその分析はいまだ十分とはいえない。また在日時期の行程の詳細、当

時の新聞雑誌等の資料の発掘についてはまだするべき事は数多い5。 

第六に近年の中国での辜鴻銘再評価の動きが挙げられる。1996 年に中国語

訳『中国人的精神』（海南出版社）が発行されてからにわかに起こった「辜鴻

銘熱」「辜鴻銘現象」。同書は十数万冊を売り上げたという6。このブームの原

                                                      
1 辜鴻銘「群氓崇拝教或戦争与戦争的出路」『中国人的精神』（下）所収。 
2 嗣銮「辜鴻銘在徳国」『人間世』第 12 期、1934 年 9 月。『辜鴻銘文集』（下）所収。

嗣銮自身は「辜鴻銘の著作は一度読んだが、印象はあまり深くはなかった」という。 
3 平佚「中西文明之評判」に言及されているように、第一次大戦を前後する時期、『尊

王篇』と『清流伝』の編訳がドイツの著名な漢学者・宣教師Richourd Wilhelmによっ

て（1911 年）、『春秋大義』の翻訳がOscar A.H.Schmitsによってなされた（1916 年）。 
4 黄興濤「徳国的辜鴻銘」、『文化怪傑辜鴻銘』所収。 
5 黄興濤「日本“辜鴻銘熱”的内幕」『文史雑誌』1993 年第１期、のち『辜鴻銘印象』

収録。同論文において黄興濤が依拠している資料は『辜鴻銘講演集』『辜鴻銘論集』

の二種のみである。より広範な資料探索が望まれる。 
6 楊念群「従 80 年代到 90 年代：中国思想史問題意識的演変」『中層理論――東西方

思想会通下的中国史研究』（江西教育出版社、2001 年）所収、86 頁。  
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因を 1996 年当時の中国人の「ポストコロニアル」的な問題関心に起因させる

論者もある1。グローバルな視野から中国、中国人を再照明したいという中国

人の関心とマッチしたものといえると思われる2。 

 一から六まで見てきて、様々な「辜鴻銘」像が存在することに気づかされ

る。 

しかし私としてはこれまでの辜鴻銘に対する言及は断片的なレベルにとど

まる点に不満がある。すなわち辜鴻銘の（生涯、思想文献の）ある断片をと

ってきて断片的な評価を下しているように思われる。彼の生涯全体を見通し

たうえで、彼の思想の質を分析するという姿勢が弱いように思われる。その

意味で辜鴻銘研究はまだはじまったばかりといえる。 

さて辜鴻銘を研究する際の切り口はいくつかあると思われるが、私は以下

の数点を問題にしたいと考えている。 

第一に、『中国人的精神』のような「中国人論」のかたわら、「中国」の近

代を歴史的な視野から総括するような著作（しかも張之洞の側近、当事者と

して『中国牛津運動故事』）も残している。辜鴻銘は生涯を通じて共時的な「中

国」分析と通時的な「中国」分析を同時に行っているといえる。この両者を

統合して理解できないものだろうか。 

第二に、近代中国の知識人たちは好んで東西文化論を展開し、それらには

様々なヴァリエーションが存在する。それ自体巨大な研究テーマであるが、

そのすべてを視野に入れることは到底不可能なことである。ここではそのひ

とつのテストケースとして辜鴻銘を取り上げたいと考える。辜鴻銘は本格的

に西洋思想・歴史の知識を学んだうえで中国との比較を行った東西文化論を

展開して点に特色がある。浪漫派のカーライル（Thomas Carlyle）、アーノル

ド（Mathew Arnold）、エマーソン（Ralph Waldo Emerson）、ラスキン（John 

Ruskin）、ワーズワース（William Wordsworth）等の影響が指摘される。辜鴻

                                                      
1 楊念群「従 80 年代到 90 年代：中国思想史問題意識的演変」、87 頁。 
2 楊念群は、辜鴻銘ブームのもう一つの側面として、中国の学問に対する辜鴻銘の理

解は一般的な士大夫の域を出ない、中国文化の特徴に対する系統的な叙述が一篇もな

い、等の理由から、いざ中国語訳をされてみると、学術界には比較的冷淡な反応が目

立ったとする。楊念群「従 80 年代到 90 年代：中国思想史問題意識的演変」、92 頁。 
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銘自身その著作のなかでこれらの西洋思想家に対して随所に言及している。

両者の影響関係についてさらに深い研究が必要に思われる1。それにくわえ、

私がここで注目したいのは、「西洋」と「中国」（東洋）の関係だけではなく、

辜鴻銘思想の全面的な理解のためには「日本」も視野にいれた三点観測が必

要であるということである。辜鴻銘自身、「日本」を射程にいれることによっ

て自らの東西比較思想を豊かにしている。 

第三に、張之洞に長年親しく仕えたこと、張之洞に思想的な影響を受け、

張之洞を高く評価しているため、あるいは康有為、梁啓超一派2、革命派3に

対する辛辣な評価のために「洋務派」に分類されることもある。しかし、洋

務時期の漢人大官たち（曾国藩、李鴻章等）に対する一筋縄ではいかない辜

の評価を見ても（『中国牛津運動故事』）、そのような分類は不適切であろう。

「洋務」「変法」「革命」の単純な段階論では捉えられない位置に辜鴻銘の思

想はある。 

では以上のような含意をもつ辜鴻銘の思想を我々はどのように位置づけた

らよいだろうか？ 以下で詳しく検討したい。 

三、極東問題と「道徳」 

辜鴻銘の最初の著書である『尊王篇』（1901 年）は主に義和団事件を前後

する時期に英語で書かれた政論を集めたものである。当時、辜鴻銘は湖広総

督張之洞の幕僚をしていたため英文名はPapers from Viceroy’s Yamen:A Chinses 

Plea for the Cause of Good government and True Civilization in China（総督衙門文

集：中国における良治と真の文明を求めての一人の中国人の請願）とも称さ

れ た 。 著 者 名 は Ku Hung-Ming.,secretary-interpreter to H.E.Chang 

Chih-Tung,viceroy of Hukunag（湖広総督張之洞閣下の幕僚・通訳者）となっ

ている。 

                                                      
1 黄興濤はロマン派の思想的影響とともに 20 代前半でのヨーロッパから帰国後の儒

家伝統思想の影響を重く見る立場である。『文化怪傑辜鴻銘』27 頁。 
2 例えば、「康有為の輩は、先ず芸者位のものでありました」（『辜鴻銘講演集』「教養

とは何ぞや」10 頁）。 
3 辜鴻銘は康有為の一派を「振り屋党」、孫逸仙の一派を「わいわい党」と揶揄する

（『辜鴻銘講演集』「教養とは何ぞや」11 頁）。  
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唯一Defensio Populi ad Populos :or the Missionaries considered in Relation to the 

Recent Riots「わが国、わが国民のために弁護する――近年の教案との関連か

ら宣教師を考える」のみひとあし早く 1891 年にNorth China Daily News に掲

載されたほかは、横浜で発行されていたJapan Mailに発表されたものを収録し

たものである1。羅振玉によれば『尊王篇』は「欧人の争って買い求めるとこ

ろとなり、当時たいへんに流通した2」とある。何度か版を重ねたところをみ

ても西洋人に対する影響力は大きかったようだ3。 

辜鴻銘は中国のみならず世界全体が「無政府状態」（Anarchy）に陥りつつ

あるなかで4、今日の中国の弊端は「誤治」（mis-government）ではなくより多

くは「無治」（non-government）にあると認識する5。『尊王篇』はそのような

混乱した政局にいかに対応するかの処方箋となっている。 

Defensio Populi ad Populos :or the Missionaries considered in Relation to the 

Recent Riotsはイギリスのタイムズ紙（1891 年 9 月 5 日）でその英文の見事さ

を絶賛されたという。タイムズ紙は西洋事情に通じたa Chinaman（ある中国

人）の論文として長文の要約を掲載し6、論評を加えた7。 

この論文は 1891 年に長江沿岸で起こった教案に対する辜鴻銘の立場を表

明したものである。宣教師みずからいう布教目的の 3 点、1 民徳を高める

(moral elevation of the people)、2 民智を開く(the intellectual enlightenment of the 

people)、3 慈善事業(Works of charity)についてそれぞれ検討を加え8、この 1

から 3 いずれについても宣教師たちはなしえておらず、中国にとっても宣教

師双方にとってマイナスの結果しかもたらしていないと辜鴻銘は結論づける。

この論文ですでにキリスト教と道徳の観点を提起していることは注目に値す

                                                      
1 辜鴻銘の最初の論文は、1883 年に発表された”Chinese Scholarship”で、North China 
Daily NewsのOct 31,1883 とNov 7,1883 に掲載された後、The Spirit of the Chineseに再収

録された。 
2 「読易草堂文集・羅振玉序」『辜鴻銘文集』（下）、211 頁。 
3 趙鳳昌「国学辜鴻銘伝」『辜鴻銘文集』（下）、578 頁。 
4 Papers from Viceroy Yamen,Preface,p.viii. 
5 Papers from Viceroy Yamen,Preface,p.x. 
6 Times(Sep.5,1891)p.3 
7 Times(Sep.5,1891)p.9 タイムズ紙は辜の論旨は誤った事実認識にもとづく誤った結

論であるとし、辜に反駁する立場をとる。 
8 Papers from Viceroy Yamen ,p.29. 
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る。 

 『尊王篇』の末尾に付された論文Civilization and Anarchy: or the Moral 

Problem of the Far Eastern Question「文明と無政府状態――極東の問題におけ

る道徳の問題」は『尊王篇』の総括ともいうべきものある。さらに重要なの

は辜鴻銘思想の主要な論点がすでに提起されており（後の著作でさらに展開

される）、彼の思想の根源をなすものと思われるからである。標題を見ても分

かるように、一見してアーノルドの『文化と無秩序』（Culture and Anarchy）1

の思想的影響が予想される。 

冒頭、辜鴻銘は貿易や金融の経済問題も平和や戦争の政治問題において極

東問題は道徳問題――中華帝国の政治的前途にくらべても由々しき大問題―

―に係わってくるという2。 

では辜鴻銘のいう道徳問題とは何なのか。 

彼は十字軍の遠征から語り始める。宗教的な熱狂により発動されたこの遠

征は結局東方の民族を蹂躙し、ヨーロッパ自身の疲弊させることになったが、

たしかに人類の文明に対して道徳的な意図と機能（moral design and function）

を有していた。ギゾーのいうように十字軍は「人類精神解放の第一歩」とな

ったのである3。 

また現代にみられる「植民政策」（原文 Kolonial Politik＜ママ＞）は 19 世

紀の遠征であるがこれにも同じく道徳的な意図と機能が見られるという。 

さてここ百年来、「自由主義」の名のもとに古代中世の文化・秩序とは異な

った新しい社会秩序観念がヨーロッパにおいて起こってきている。フランス

革命以前の理性的な物事の考え方が徐々に発展して自由主義になり、ヨーロ

ッパの中世的な制度を全面的に解体させることになったという4。 

このような二つの文明の衝突、すなわち現代自由主義と古代中世主義の衝

突が、極東における道徳の問題でもあるという。 

中世の道徳文化は聖書に基づいていたが、新しい道徳文化は人間の理性に

                                                      
1 マシュー・アーノルド著、多田英次訳『教養と無秩序』1946 年、岩波文庫。原著

は、Matthew Arnold,Culture and Anarchy,1935. 
2 Papers from Viceroy Yamen ,p.144. 
3 Papers from Viceroy Yamen ,p.145. 
4 Papers from Viceroy Yamen ,p.150. 
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基づくものであるという。新しい道徳が十分に獲得されるその過渡期にあた

って警察あるいは「軍国主義」という外在的な力にまだ頼ることがある1。 

このような軍国主義を逃れる唯一の道は、普遍的な自由主義の名のもとに

新しい道徳文化のために闘争することであるという。しかし、辜鴻銘のみる

ところヨーロッパの自由主義は衰退しつつあり、この自由主義は「特権的集

団」（pampered unit）の独裁になりつつあるという2。 

前１世紀の自由主義は文化教養を有していたものの（公理・正義・人権の

ために戦い）、今日の自由主義は文化教養を喪失してしまったという（貿易特

権・資本家・金融商人の利益のために働く）。しかし皮肉なことに現在ヨーロ

ッパがアジアへの進出をもくろむ「植民政策」運動は、中世の十字軍の遠征

がヨーロッパの国家にいい影響をもたらしたのと同じように真の自由主義の

復興、人類精神の徹底的な解放をもたらすであろうと予測する3。 

それは静かな理性的な道徳的基礎のうえに、孟子のいうような愛、正義の

心からもたらされるものであるという。すなわち国会、議会、皇帝、国王な

どによってではなく中国文明、儒家文明によって解決させるという。 

いささか抽象的であるが、近数百年のヨーロッパの歴史を紐解きながら、

中国をとりかこむ国際問題を世界史的な視野から分析する。しかもその根底

に東西文明をつらぬく「道徳」問題を指摘、その解決に当たって中国文明の

価値を高く評価している。このような問題設定は辜鴻銘の生涯を貫くもので

あると言える。 

では、アジアにおけるヨーロッパの「植民政策」の具体的な表れであり、

中国も戦場になった日露戦争（1904-05 年）を辜鴻銘はどのように分析する

のであろうか。「日露戦争の道徳的原因」は、日露戦争勃発と同年 1904 年 12

月 10 日に Japan Mail（横浜で発行）に連載開始（戦争の勝敗の結果は分かっ

ていない）、1906 年に出版（上海、Mercury 出版社）された。 

中国を戦場として行われたこの戦争に関して辜鴻銘は日本よりもロシアに

対して厳しい見方をしている。それは論文の題目にもあるように、日露戦争

                                                      
1 Papers from Viceroy Yamen ,p.154. 
2 Papers from Viceroy Yamen ,p.158. 
3 Papers from Viceroy Yamen ,p.p.158-9. 
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を「道徳」的な観点からみるという彼独自の立場に由来する。すなわち日本

とロシアをそれぞれの民族文化の質から見るというのである。辜鴻銘によれ

ば、「半開化、半教育」で教養に乏しいロシア人1は「人種」的な差別意識を

むき出しにしてアジアへの「植民政策」に乗り出してきている。それに対し

中国と文化的な血縁関係にある「道徳」的にも優れた日本の勝利は必然の結

果といえるのである2。 

四、中国古典の英訳 

四書の英訳は辜鴻銘のライフワークであった。それは後年 1924 年の来日目

的でも新聞紙上で言明されている3。四書は中国の古典の中でももっとも重要

なものであるから西洋語に翻訳することはもとより意義あることである。た

だ辜鴻銘の場合、この翻訳活動にそれ以上の意義を見出していたように私に

は思われる。 

最初に翻訳を手がけたのは、『論語』である。1898 年にThe Discourse and 

Saying of Confuciousの題で出版された。周知のとおり、『論語』の翻訳はすで

に 40 年近く前にジェームス・レッグ（James Legge）のものが存在し、西洋

世界で高い評価を得ていた。あえてさらに翻訳を行うのは辜鴻銘がレッグの

訳に不満をもっていたからにほかならない。各所でレッグの翻訳が量的には

すぐれているとしながらも「必ずしも我々を満足させることはできない4」と

言及している。 

事実、辜鴻銘の「大漢学家」レッグ対する評価は辛辣である。レッグは「文

学的訓練が不足している」（his raw literary training）、「批判的な洞察力と文学

的感受性が欠けている」（the utter want of critical insight and literary perception）、

「硬直した頭」（the extremely hard and narrow limits of his mind）の持ち主、等々

                                                      
1 辜鴻銘「日俄戦争的道徳原因」『辜鴻銘文集』（上）225 頁、等。 
2 辜鴻銘「日俄戦争的道徳原因」『辜鴻銘文集』（上）197 頁。 
3 『読売新聞』1925 年 4 月 3 日、朝刊 2 面。「今後三ヵ年の予定で先ず『明治大帝御

製』の英独語訳をやることに決定し……辜氏は時間の許す限り同時に『四書五経』の

英語訳をやる予定で目下着々と準備をしている……」とある。 
4 The Spirit of the Chinese, p.134. 
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1。そのためレッグの訳文に不満を感じざるを得ないのだという。辜鴻銘は道

徳文化（moral culture）が中国文明であると定義した上で、レッグ博士が訳書

のなかで示した「中国人の知的、道徳的な用具一式」（intellectual and moral 

outfit）は珍奇で風変わりな（strange and grotesque）印象を与えているという2。

辜鴻銘は孔子と弟子の問答集としての『論語』を「中国人の知的、道徳的な

用具一式」をもたらしてくれる書と考えたのである。 

レッグ自身の孔子学説そのものの理解の程度についても辜鴻銘は『中国人

の精神』「中国学（一）」で懐疑的な見解を述べている。すなわち「博士がそ

の註においても論説においても、彼が一個の哲学的体系として孔子の教説の

真意と認めたものをまったく述べていないのは不思議なことであ3」り、要す

るに「これらの古典の価値についてのレッグ博士の判断は決して最終的なも

のとは受け取れない4」という。 

そのために辜鴻銘自らが翻訳をするというのであろう。 

辜鴻銘が続いて翻訳したのが『中庸』である。辜鴻銘の『中庸』訳は 1906

年に上海にて The Universal Order or Conduct of Life と題して出版され、1908

年と 12 年イギリスで重版された。 

実は胡適はこの『中庸』訳を原文からかけ離れた意訳に終始しているため

「大きな失望を覚えた」と酷評したが5、これとは逆に辜鴻銘の訳文は「優れ

ており、同時に正確で明解である6」という林語堂によってLin Yutang,The 

Wisdom of Confucious,RondomHouse,New York,1938. の 第 三 章 に Cnetral 

Harmony(Chungyung)として収録され、より広い人々の目に触れることになっ

たといえる。収録にあたって林語堂は章の順序をもとに戻し、訳文に若干の

修正を行ったという。 

林語堂は、辜鴻銘の翻訳に対して若干の注釈を加えている。林は辜鴻銘の

                                                      
1 The Discourse and Saying of Confucious ,p.vii. 
2 The Discourse and Saying of Confucious,p.viii. 
3 The Spirit of the Chinese, p.134. 
4 The Spirit of the Chinese, p.135. 
5 胡適『四十自述』『吉川幸次郎全集』第 16 巻、409 頁。王国維も訳語の選定を含め

全面的に否定的な評価を下している（「書辜鴻銘英訳『中庸』後」『学衡』第 43 期）。 
6 Lin Yutang,The Wisdom of Confucious,Introduction,RondomHouse,p.45.  
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訳語の選択に興味深い点があるという1。例えば、仁はthe moral sense、義はthe 

sense of justice、礼はmoral and religious institutions(of the Three Dynasties)もしく

はthe laws and usages of  social life。道はthe moral law、君子はthe moral man、

小人はthe vulgar man。中庸はthe universal moral order、別の箇所ではto find the 

central clue in our moral being which unites us to the universal orderと訳している

のである。 

辜鴻銘自身も「中国の古典によくあらわれてくる「仁」「義」「礼」である

が、これらはそれぞれ一般に“benevolence”、“justice”、“propriety”と英訳さ

れている。ところが、この英語では、前後の文脈に照らしてみた時、適当で

はないように感じられる。中国語の持つ意味が十分に表現されていないので

ある2」という。 

さらに辜鴻銘は「仁」の訳語の候補として、“humanity”あるいは聖書の“love

（愛）”、“righteousness（正義）”をあげるが、いずれも適当でないという。辜

鴻銘によれば「これらの語を分解して、その有する基本的観念を普遍的な人

間性に帰納することにより、ただちにその意味を把握することができる3」と

いう。「それは何かといえば“the good（善）”、“the true（真）”、“the beautiful

（美）”である4」というのである。 

「仁」は従来、venevolence（善意・慈悲心）と訳されることが多かったわ

けであるが、辜鴻銘はこれらのことを考慮にいれたうえであえて moral sense

や moral life と訳して道徳的な要素を強調しているわけである。辜鴻銘の道徳

moral の用法に注目すべきと思われる。 

辜鴻銘は「英訳『中庸』序」でまず「道徳」「不道徳」の定義から語り始め

る5。辜鴻銘にとって一体「道徳」とは何であろうか。 

1853 年の太平天国の暴乱分子が上海を占領した際の損害賠償を諸外国が

放棄したことを例にあげ（曾国藩はこれを「君子の行い」という）、道徳とは

                                                      
1 Lin Yutang,The Wisdom of Confucious,ChapterⅢ Central Harmony,p.102. 
2 The Spirit of the Chinese, p.140. 
3 The Spirit of the Chinese, p.141. 
4 The Spirit of the Chinese, p.141. 
5 辜鴻銘「英訳『中庸』序」『辜鴻銘文集』（下）、510 頁。 

 - 185 -



道徳的な責任感というものを認めそれに従うことであるとする1。このような

道徳的な責任感は、文明および人類社会の存在を成功に導くのである。 

辜鴻銘が中国文明を道徳的、真正の文明であると考える理由は、人々がこ

の道徳的責任感を社会秩序の基礎であると考えているからであり、教育を通

じてこの道徳的な責任感の獲得を一つの目標としているからであるとする。

目下の中国はこのような道徳的な責任感からはあまりにもかけ離れた状態に

あることは辜鴻銘自身も認めている2。『中庸』を翻訳した理由は、『中庸』が

このような道徳的な責任感を闡述し、解釈を加え、それによって中国文明下

の人類の行為と社会秩序を支えているからであるという3。 

 「道徳」の観点から言えば現在の中国は、辜鴻銘にとって嘆かわしい状態

である。どのような経緯でこのような状態に陥ってしまったのであろうか。

それには『中国牛津運動故事』の記述が参考になる。 

五、中国のオックスフォード運動 

『尊王篇』が「無政府状態」に陥った中国の現状分析、処方箋を提示しよ

うとしたものであるとするならば、『中国牛津運動故事』（1910 年4）は中国

がそのような状態に陥ってしまった原因を歴史的に分析しようとしたもので

あると言える。『中国牛津運動故事』はもともと辜鴻銘が庇護を得た張之洞に

感謝の意を表し、亡き張之洞に献じたものである5。当時の政局に大きな影響

力を有していた張之洞の幕僚、いわばインサイダーが清末の政治史をどのよ

うに認識していたかを知るうえで興味ぶかい素材を提供している6。 

                                                      
1 辜鴻銘「英訳『中庸』序」『辜鴻銘文集』（下）510 頁。 
2 辜鴻銘「英訳『中庸』序」『辜鴻銘文集』（下）511 頁。  
3 辜鴻銘は「真正の儒家文明はその根本は私がいま翻訳している本［『中庸』のこと］

のなかにある」と言明する。「日俄戦争の道徳原因」『辜鴻銘文集』（上）、202 頁。 
4 『中国牛津運動故事』の初版と再版では内容が若干異なる。1912 年の再版時には、

NorthChina Daily Newsあての手紙、徳齢の『紫禁城での二年間』への書評、袁世凱批

判を行う「ジャコバン主義の中国」が付録として付け加えられる。The Story of a Chinese 
Oxford Movement,Introduction to Second Edition,p.v. 
5 The Story of a Chinese Oxford Movement,Conclusion,p.104. 
6 辜鴻銘がどの程度張之洞に重用されたのか、辜鴻銘の意見がどの程度張之洞の政策

に反映されたのかを検証するのは難しい問題だが、アーカッシュ氏は、「辜の地位は

それほど高くはなく、彼を総督のアドバイザーと考えるのはおそらく間違いだろう
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オックスフォード運動（Oxford movement）は 1833 年から 1845 年にかけて

ニューマン（John Henry Newman 1801～1890）によって主導された宗教復興

運動である。イギリス国教会にはローチャーチとハイチャーチの区別があり、

彼は後者に属し、国教会の改革再建を目指し、数多くの論文を発表、運動を

主導した。初期のキリスト教会の伝統の復興し、儀式を改革、ローマカソリ

ックと国教会の間に新しい路線を切り開き、教会を自由主義思想の影響から

守るべきであると考えた。しかしながら 1845 年ニューマンはローマカソリッ

クに改宗、その後ニューマンらの運動の影響力は次第に衰えた。オックスフ

ォード運動の失敗は伝統道徳の崩壊を意味するとされる。 

『中国牛津運動故事』は中国のオックスフォードたる北京の翰林院の「清

流党」等が李鴻章と中国自由主義者への反対する運動を描く。辜鴻銘はマシ

ュー・アーノルドのイギリス国民の分類にならって中国人を三つの階級――

蛮族（満州人）（Barbarians）、庸俗者（Philistines）、民衆（Populace）に分け

る1。満州貴族は英雄の気概と高い品格――理想的な「道徳」ともいってもよ

い――をもっていたが、中国社会の安定化とともに軍事活動の機会が低下し、

これらの英雄の気概と高い品格も衰えていった。このようななかで太平天国

の暴乱が発生した。 

太平天国の暴乱はフランス革命に相当する。ともに不公正な腐敗した社会

秩序を破壊しようとしたものである。これを機に国家の統治権は満州貴族の

手から、自由と独立の方法で物事を見ようとするいわゆる「自由主義」を奉

じる中産階級（the middle class）の手に移った2。 

しかしこの自由主義者の運動も次第に方向を失い、停滞しはじめた。そこ

で儒教の原則に則り正しい方向を目指す、いわゆる中国のオックスフォード

運動が起こったのである3。中国のオックスフォード運動は主に李鴻章――中

産階級自由主義の代表パーマストン卿(Lord Palmaersten)――に反対するもの

として始まった。 
                                                                                                                                     
と」とする（Arkush,p.201）。辜自身も『張文襄幕府紀聞』のなかで彼の意見が受け入

れられないことを嘆いている（「公利私利」『辜鴻銘文集』（上）、425 頁）。 
1 The Story of a Chinese Oxford Movement,p.p.5-6. 
2 The Story of a Chinese Oxford Movement ,p.15. 
3 The Story of a Chinese Oxford Movement,p.16 
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同書のなかで清末の多くの人物がそれぞれ英国の政治家に対比させられな

がら、清末の政治史が語られている。 

オックスフォード運動の指導者ニューマン博士（Dr Newman）は翰林院掌

院学士の李鴻藻1。ビクリア女王(Queen Victoria)には慈禧太后。ビクトリア女

王がパーマストンを好かなかったのと同様に、慈禧太后が李鴻章を好まなか

ったことが対比される。張之洞はグラッドストーン（Gladstone）に、ともに

中・英のオックスフォード運動のなかから登場した。また張之洞の主著『勧

学篇』はニューマンの有名な著作『弁護』（Apologia）に対比される2。 

張之洞のオックスフォード運動は最終的には李鴻章の粗俗な中産階級自由

主義を打ち破ることになる。李鴻章が日本との和議から帰国したとき、オッ

クスフォード運動によって醸成された思想潮流によって保守分子である帝師

翁同龢さえジャコバン主義的な傾向を強くもつ康有為らの団体に加入させる

ことになった3。 

李鴻章の失敗は、中国の国家権力をふたたび満州人の手に戻すことになっ

た。満州貴族の領袖が栄禄で、彼は中国のソールズベリー卿（Lord Salisbury）

にあたる。栄禄の後をついだのが、慶親王で、中国のバルフォア

（Mr.A.T.Balfour）。慶親王とバルフォアはともに極端な悲観主義者であり犬

儒派（Cynic）の徒になった。 

イギリスに「覇王」（King）ランズダウン（Lansdowne）がいるように中国

人「覇王」鉄良がいる。鉄良は改良派、革命党の足かせになったように、ラ

ンズダウン（Lansdowne）はイギリスの激進党、社会主義者の嫌悪の対象に

なった。鉄良が満州貴族のもっとも頑強な傑出した人物であるとするならば、

端方はもっとも軟弱で卑しい人物である。端方は中国のローズベリー卿（Lord 

Rosebery）。袁世凱は中国のジョセフ・チェンバレン（Joseph Chambelian）。

袁世凱もチェンバレンもともに平民党に属し、一般人民の卑賤な要求を代表

しているのである。 

このほかに、劉坤一はウェリントン公爵（Duke of Wellington）、岑毓英はク

                                                      
1 The Story of a Chinese Oxford Movement,p.19. 
2 The Story of a Chinese Oxford Movement,p.29. 
3 The Story of a Chinese Oxford Movement,p.25. 
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ロムウェル（Cromwell）、光緒帝の生父醇親王奕譞はビクトリア女王の夫コン

ソート皇子（Prince Consort）。自由主義運動が下火になったことよる「空位期」

（An Interrgnum）を担った岑春煊は唯一イギリス人ではないビスマルク

（Bismarck）に喩えられる。 

このような比喩が適当かどうかは別にして、主要な読者として想定される

ヨーロッパ人に具体的なイメージを与えることに成功してはいる。 

きわめて独特の歴史観であるが、近代中国の事情に疎い欧米人に中国でお

こったことを分かりやすい比喩を交えながら説明しているという点で意義あ

る著作であると言えよう。本書は辜鴻銘自らも言うように満州人の帝国を哀

悼する著作であるから1、満州貴族とその「道徳」に高い評価が与えられてい

る。 

『中国牛津運動故事・自序』で「知的な門戸開放」（intellectual open door）

に並んで、「道徳的な拡張」（moral expansion）を目指して本書を著したと自

ら語っている2。中国の知識人にとって必要なのは近年しきりに言われている

「進歩」や「改革」なのではなく、「知的な門戸開放」や「道徳的な拡張」だ

という問題意識である3。 

すなわち英国、中国両国のオックスフォード運動はともに自由主義に反対

し、現代ヨーロッパの進歩の観念と新学に反対する。いわば辜鴻銘のいう「知

的な門戸開放」や「道徳的な拡張」の担い手として現れたのである。 

しかしながらオックスフォード運動を主導した張之洞――辜鴻銘も「思想

をもち思想を理解できる」と評価するが4――も「事物の道徳的な本源」に達

することがなかった5。結局、オックスフォード運動は失敗に終わり、物質主

義を英国とヨーロッパに氾濫させた。清流運動の失敗もまた「進歩」と「改

革」を「思想開放」や「精神開放」にとってかわらせ、帝国の末日を導いた

のである。 

本稿の問題関心から言えば張之洞『勧学篇』とそこで唱えられた「中体西

                                                      
1 The Story of a Chinese Oxford Movement ,Introduction,p.4. 
2 The Story of a Chinese Oxford Movement,Preface,p.xvi 
3 The Story of a Chinese Oxford Movement,Preface,p.xvi,p.xi. 
4 The Story of a Chinese Oxford Movement,p.93. 
5 The Story of a Chinese Oxford Movement,p.22. 
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用」に対する見方が注目される1。『勧学篇』2は一部の外国人によって康有為

らの改革案に賛成したものであると見なされているが、それは大きな間違い

であると辜鴻銘はいう3。張之洞の「中体西用」論はいわゆる中学をもって体

とし、西学をもって用とするというものである。この際の中学＝中国の学問

はいわゆる「道徳」を指す。しかし辜鴻銘からすれば、張のいうこの「道徳」

はこれまでの儒教原則を放棄し、西洋文明の導入に賛成する方便に過ぎない

のである。張之洞は一方で儒家原則を真理であり、個人の生活において必ず

従わなければならないものと考え、一方でこの原則は現代社会では実行でき

ないと考えた。儒教の教えはいわゆる孔子の「賤貨貴徳」の説（富をなした

り、権力的、物質的な成功を進んで求めない）であるが、現代ヨーロッパの

新学はまさしくこの逆で、この両者を両立させようとしたところに張之洞の

理想の矛盾が存在すると辜鴻銘は考える4。 

辜鴻銘からすれば、張之洞は一人に二つの道徳基準を要求していることに

なる。一つには個人的生活に関するもの、もう一つは民族、国家としての生

活に関するもの。個人としては、中国人は必ず儒教の原則に従わなくてはな

らないが、一民族としては、中国人は儒教の原則を放棄して現代ヨーロッパ

の新学に従わなくてはならないのである5。 

まさしくこれが中国のオックスフォード運動の抱えたジレンマであり6、中

国のオックスフォード運動失敗の原因の一つにつながるのである。 

しかしながら『中国牛津運動故事』では辜鴻銘が「道徳」をどのようなも

のと考えたのかははっきりとは記されていない。その解明を含め『中国人の

精神』の分析に移りたい。 
                                                      
1 川尻文彦「「中体西用」論と「学戦」」『中国研究月報』1994 年 9 月。 
2 Chang Chih-tung”China’s only hope:an appeal by her greatest viceroy Chang 
Chih-tung”New York,Fleming H.Revell company,1900 としてSamuel I.Woodbridgeによっ

て英訳された。同内容、同訳者でShanghai Mercury Officeから出版された書名の異な

る”Learn！”も存在する。 
3 The Story of a Chinese Oxford Movement, p.28. 
4 The Story of a Chinese Oxford Movement, p.30. 
5 The Story of a Chinese Oxford Movement, p.30.  
6 とはいえ張之洞が西洋に関する知識を辜鴻銘から得たほかにも、『勧学篇』への辜

鴻銘思想の影響はしばしば指摘される。たとえば、アーカッシュ氏は民主制、封建制

度認識をあげる（Arkush,p.p.45-46）。 
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六、「道徳」の内実 

『中国人の精神』（漢文名『春秋大義』）は 1915 年、第一次大戦中に発行さ

れた。「序論 良民の宗教」「中国人の精神」「中国の女性」「中国語」「中国に

おけるアーサー・スミス」「ある中国学の大家」「中国学」（一）（二）、「付録 

暴民崇拝教（大戦とその出路）」の各章からなる。辜鴻銘自身は最初の三章「中

国人の精神」「中国の女性」「中国語」を本書の中心であると考えていたよう

である。その次の「中国におけるアーサー・スミス」「ある中国学の大家」「中

国学」（一）（二）は欧米におけるシノロジーを批判的に扱ったもの。最後の

「付録 暴民崇拝教（大戦とその出路）」は唯一の時論で、ヨーロッパの大戦

の原因をイギリスとドイツの二つの側から分析したものである。戦争による

甚大な被害に見舞われたヨーロッパではヨーロッパの文明社会に対する反省

の機運から本書への反響は大きかったという。中国文化の紹介をしつつ、つ

ねにヨーロッパの現状・歴史と比較しながら、「道徳」と「文化」の問題を論

じるこの『中国人の精神』はいわば辜鴻銘思想のダイジェストを提供してい

るといえよう。 

辜鴻銘は「東洋道徳」「西洋物質」的な見方に与しないし、基本的には東西

の文明の融和は可能であるとする立場である。そのことは、キップリング

（Kipling）の有名な「東は東、西は西、未来永劫和合さるることはない」に

対し反対の立場を表明していることからも知られる1。 

辜鴻銘は「道徳」はヨーロッパにもかつては存在したのであると考える。

この点ではヨーロッパも中国の共通である。 

人類最初の粗暴な段階では人間の激情を鎮圧し制服するためには物質的な

力を用いざるをえなかった。しかし文明が進むにつれ、人間の激情を統制す

るよりよい方法を人類は発見した。それが道徳力（moral force）であった。

過去においてはヨーロッパ人の間での道徳力はキリスト教であったが、軍備

が先立った今回の戦争においてはキリスト教も道徳力としては無力になった

ように見えると辜鴻銘は言う2。今のヨーロッパは道徳力をもたないために軍

                                                      
1 『辜鴻銘講演集』「東西の異同を論ず」、64 頁。 
2 The Spirit of a Chinese, p.Ⅱ. 
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国主義が必要になった。これは『尊王篇』でも示された論理であり1、辜鴻銘

のここ数世紀のヨーロッパ史理解に基づいている。 

『中国人的精神』の末尾に収められた「大戦とその出路」では大戦を招来

した道徳的諸原因をより具体的に示そうとしたとしたものである2。特にイギ

リス、ドイツ両国を取り上げ、イギリスの暴民（モップ）崇拝、ドイツの武

力崇拝をそれぞれ分析する。辜鴻銘の分析はややこみいっていてドイツ国民

のもつ「道徳性」――つまり不義を、だらしなさを、無秩序を強く憎む心―

―があまりにも高いがゆえに、暴民を憎み、イギリスの暴民や暴民崇拝を憎

むという3。それは特にボーア戦争においてますます高まった。それによって

ドイツ国民はいよいよ力を信頼するようになり、軍国主義となって現れた。 

このドイツ軍国主義の歴史は、宗教改革及び 30 年戦争のヨーロッパの道徳

的な覇権をドイツが握るとともにこの道徳にもとづいてヨーロッパを規律と

秩序あるものにするために軍国主義の実刀を抜かざるを得なくなったことに

由来するという4。 

しかしこの道徳に基づいた軍国主義が他国に対し余りにも無頓着で無技巧

なものとなる時、今回の大戦を直接的に引き起こしたというのである5。この

大戦を引き起こしてしまった無頓着で無技巧な武力崇拝を鎮めるためにどう

したらよいのだろうか？ 

辜鴻銘はこれをヨーロッパの思想のなかに求める。つまりゲーテのいう「こ

の世に平和をもたらす二つの力「正義」（ライト）と「技巧」（タクト）6であ

る。そしてさらにこの「正義」と「技巧」こそ、孔子が中国人に説いた良民

の宗教の精髄であり、特に技巧こそ中国文明の精髄をなすという。 

正義しか説かないヘブライ文明、技巧しか説かないギリシア文明に比して、

中国の文明は正義も技巧もあわせ説くところに特色がある。「人類を愛せよ」

というキリスト教に対し、「礼を以つて人を愛せよ」という礼を伴うところの

                                                      
1 Papers from Viceroy Yamen,Civilization and Anarchy,p.p154-158. 
2 The Spirit of a Chinese,Preface,p.5. 
3 The Spirit of a Chinese,Preface,p.6. 
4 The Spirit of a Chinese,Preface,p.p.9-10. 
5 The Spirit of a Chinese,Preface,p.16. 
6 The Spirit of a Chinese,Preface,p.16. 
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正義の教え、辜鴻銘のいうところの良民の教えこそが、ヨーロッパの大戦を

終結させ、ヨーロッパの文明を救うことができる新しい宗教であると主張す

る1。 

この良民の宗教については『中国人的精神』のなかに一章を割いて論じら

れている（Introduction:The Religion of Good-Citizenship）。その後の章「中国人

の精神」も実は「中国的な人間性」あるいは「真の中国人」とでもいうべき

「良民」としての中国人を扱っている2。 

しかし、辜鴻銘のいう良民の宗教については儒教に基づく信仰体系である

ことは間違いないにしても実はあまりはっきりしない。良民の宗教の第一義

は人間の性は善と信じることである3。この良民の宗教を信奉する中国人その

ものが今日の世界における文化財であるという。 

ここで指摘しなくてはいけないことは、辜鴻銘が「良民の宗教」は「中国

人の精神」の表象つまり儒教道徳でいう「名分大義」にだけ存在すると主張

していることである。 

『中国人の精神』のなかで辜鴻銘はある逸話を紹介している4。「私が日本

に滞在中、前文相菊池男爵が、例の孔子の国家宗教を述べた本［『春秋』のこ

と］から取った四つの文字を訳してくれと頼まれた。それは「名分大義」の

四字であったが、私はそれを「名誉と義務の大原則」（the Great Principle of 

Honour and Duty）と訳した」という。 

孔子は『春秋』のなかで人間社会において利益や恐怖の打算を超えて存在

する高貴な動機を本分と呼んだが、孔子以前の封建時代においては国家の元

首に対する人民の本分義務を明確にする必要はなかった。しかし封建制崩壊

後はこの本分義務に対して新しい基礎を確立する必要に迫られた。辜鴻銘に

よれば、孔子は本分義務に対する新しい基礎を名分ということに見出したと

みるのである5。 

また孔子の説いた「君子之道」という言葉をレッグは the way of the superior 

                                                      
1 The Spirit of a Chinese,Preface,p.17. 
2 The Spirit of a Chinese,The Spirit of the Chinese People,p.1. 
3 The Spirit of a Chinese,Introduction:The Religion of Good-Citizenship,p.Ⅷ. 
4 The Spirit of a Chinese,The Spirit of the Chinese People,p.30 
5 The Spirit of a Chinese,The Spirit of the Chinese People,p.29 
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man と訳しているのに対して、辜鴻銘はヨーロッパの言葉で原義にもっとも

近いものを求めるならば、「道徳律」（the moral law）であり、「君子之道」は

「紳士の法」（the law of the gentleman）であるとする。それゆえ孔子の哲学や

道徳の体系を総括するならば「紳士の法」であるという。 

辜鴻銘のみるところ孔子はこの紳士道を法典化し、宗教――一種の国家宗

教――たらしめた。この国家宗教の信仰箇条の第一条がまさしく「名分大義」

あるいは「名誉の法典」である。この国家宗教において孔子はたんに国家の

みならずすべての社会、文明の唯一真実にして合理的、恒久的、絶対的な基

礎は、この「紳士の法」すなわち人間に備わるところの名誉観であると説い

たという。 

ヨーロッパが自らの文明に自信を失いかけていた大戦直後という時代背景

もあって、この『中国人的精神』はいさかさ「中国名教」を強調しすぎの傾

向がある。このことは後に同書が日本語訳された時にも指摘がある。山口察

常は「この春秋大義は欧州大戦の真最中に著はされ、専ら中国の文化を高唱

して、之を欧米のそれと比較し、その内容の深遠博大な所以を力説したもの

で、特に文化なるものが、物質其者に於てではなく、人格徳性にありとして、

儒教哲学を述べて居る所など、氏の存意如何を知るに足るものである1」とい

う。 

では辜鴻銘の思想は晩年の日本講学にあたってどのように変化し、また日

本の人々にどのように受け入れられたのであろうか。 

七、辜鴻銘と日本 

辜鴻銘と日本の親密な関係についてはしばしば言及される。しかしそれら

は主に資料的な制約から断片的なものにとどまっており、いまだ未解明な部

分が多い。本章では辜鴻銘と日本の関係の一端を紹介したい。 

辜鴻銘は「婚在東洋」ともいわれたように日本人の妻2をもってはいた。し

かし 1911 年の革命直後に「特殊の用を帯びて日本に来たことがあ」り「其当

                                                      
1 『支那人の精神』「序」（山口察常）。 
2 吉田貞。大阪心斎橋の人。詳細は不明である。 
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時は革命直後の事であった為に「林」と云う日本名を以て数日の滞在を東京」

でしたと後年回顧しているが1、日本の長期滞在の経験は晩年に到るまでなか

った2。 

1924 年 9 月、親交の厚かった鷲澤與四二（吉次3）の推薦によって朝鮮総

督の斉藤實子爵の招聘に応じて北京から京城に来遊した。その際に大東文化

協会（いまの大東文化大学の前身）を中心にして日本にも招聘しようという

ことになったらしい。しかし当時、字が下手である4、漢詩が作れないなどの

招聘に対する反対があったらしい。下関を経由して、10 月 10 日に東京入り、

東京5、京都、大阪、神戸、浜松（実業家細井鉄郎氏宅に投宿）等において講

演を行った。11 月 16 日に親類の台湾実業家・貴族院議員辜顕栄氏の招きで

台湾入りする。 

翌 1925 年 4 月下旬、大東文化協会の正式招聘によって永住の覚悟で夫人と

娘を連れて来日。住処（麹町平河一丁目、馬場氏宅）を決め、帝国ホテルか

ら引っ越す。 

その後、東北 5 県に巡回講演に出、5 月 20 日から 28 日まで午後と夜二回

ずつ講演した。この巡回中、新潟の旅舎にて張作霖から政治顧問に来てくれ

ないかという電報を受け取った。帰京後すぐ 6 月下旬に薩摩雄次6（大東文化

協会、日本での辜鴻銘の接待役として寝食をともにした7）とともに満州に行

き、張作霖と前後 4 回会談したようであるが、張作霖の懇請を固辞して 7 月

                                                      
1 辜鴻銘「東西精神文明の真価」『外交時報』1925 年 11 月１日、478 号、64 頁。 
2 辛亥革命時期の秘密裏に訪日したらしいこと。伊藤博文（1898 年に訪中）、岡千仭

などの著名人との交遊は文献から断片的にうかがい知れる。 
3 鷲澤與四二（吉次） 慶応義塾卒業後、時事新報特派員となり長く中国にあり、独

力で英字新聞North China Standard『北華正報』を発行。『尊王編』の重版（1923 年）、

『所有受過英語教育的中国人応読之文』（1922 年）等、辜鴻銘の論考を数多く発表。 
4 陳昌華「我所知道辜鴻銘先生」『曠世怪傑』所収、99 頁、にも同様の証言がある。 
5 1924 年 10 月 14、16、18 日に大東文化協会講堂（東京日々大阪毎日新聞社後援）、

20 日丸の内商工奨励館講堂（ともに東京日々大阪毎日新聞社後援）。 
6 薩摩雄次（1897-1966）地主薩摩三蔵の二男。第三高等学校をへて拓殖大学支那語

科卒。23-28 年大東文化協会幹事、26-30 年拓殖専門学校教授、28 年北京大学予科入

学、30 年修了。31-37 年拓殖大学教授、36 年東京軍法会議で不起訴（二二六事件）、

37 年国民新聞入社・経済部長、同主筆、同論説委員を歴任、37 年退社。38 年から 63
年まで断続的に衆議院議員をつとめる。（『日本現代人物事典』） 
7 薩摩雄次「辜鴻銘先生の追憶」『辜鴻銘論集』所収。 

 - 195 -



下旬に東京に戻った。同夏、大東文化協会夏期講習でも一科目をもって講演

したという。1927 年、台湾経由で帰国した。翌 28 年、山東大学学長に就任

するも死去。 

 では 1924 年から 27 年の日本で辜鴻銘は何を期待され、どのような反響が

あったのだろうか？ 

 実はこれより以前、辜鴻銘を訪れた著名な日本人がいる。芥川龍之介であ

る。1921 年に大阪毎日新聞の特派員として中国に渡った芥川の残した有名な

紀行文『支那遊記』（1925 年）に辜鴻銘は登場する1。3 月末に日本を発ち、

上海、江南、長江、廬山に至り、武漢、洞庭湖から長沙、北京、朝鮮を経て、

7 月末に帰国した。ここで注目されるのが、芥川がなぜ北京で辜鴻銘に会い

に行ったのかということである2。芥川自身がいうには「僕の上海を去らんと

するに当り、ジョオンズ、僕の手を握って曰、「紫禁城は見ざるも可なり、辜

鴻銘を見るを忘るること勿れ。」と」あり、実は西洋人のジョオンズの紹介に

よってであった。この点から辜鴻銘の西洋世界での有名人ぶりがうかがえる。

ジョオンズとはロイター通信のジョーンズのこと。北京行きに先だつ「上海

遊記」に登場する。 

芥川と会見した辜鴻銘は「ヤング・チャイニィイズと異り、西洋の文明を

買い冠らず。基督教、共和政体、機械万能などを罵」った後、「段［段祺瑞］

を論じ、呉［呉佩孚］を論じ。併せて又トルストイを論ず。（トルストイは先

生へ手紙をよこしたよし。）論じ来り、論じ去って、先生の意気大いに昂る」

とある。これに対し「先生の論じる所に感じ」とする。この部分から判断す

る限り、芥川は「全盤西化」とは異なる立場から中国の「時事」的な現状に

対しシニカルに批判してみせる評論家的な側面にひかれたようにみえる3。 

                                                      
1 芥川龍之介「北京日記抄」、後に『支那遊記』に収録。 
2 芥川自身、詳細な旅行日誌を記したであろうが、渡航前後、渡航中も体調を崩し執

筆に支障をきたしたため、北京を含め中国での行動はよく分かっていない。（飯倉照

平「北京の芥川龍之介――胡適、魯迅とのかかわり」『文学』1981 年 7 月、49 号。） 
3 関口安義『特派員芥川龍之介――中国でなにを見たのか』毎日新聞社、1997 年、

でも辜鴻銘に対し詳しい言及はない。同書は、従来芥川は中国の現状をきちんと把握

できていなかったのではないか、彼の中国に対するあからさまな嫌悪感を「帝国主義

的なまなざし」であると糾弾する向きもあった彼の中国行きを再評価する試みである。 
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 芥川の訪中1から 3 年後、辜鴻銘の来日時はどのような反応があったのだろ

うか。 

辜鴻銘を招聘した側である江木千之（大東文化協会副会頭）は「東洋文化

の振作――辜鴻銘氏を招聘した理由」（『大阪毎日新聞』）で次のようにいっ

ている2。「蓋し欧米の諸国では今にして西欧文化の物質主義に傾き易い欠点

に心づくと共に東洋文明の優勢なるを認めたのである……儒教は本来我が国

のものではないが、流入既に三千年を経て我が国体と融洽し国民道徳の根本

をなしてゐる。彝倫を扶掖し綱常を維持するの途は之を鼓吹し振作するを以

て他には絶無であると信ずる、それ等の意味からして、支那現代の大儒辜鴻

銘を招聘し」たという。主催者側の大東文化協会でも辜鴻銘訪日に際し「碩

儒辜鴻銘氏来る」の記事を載せ、「氏は孔子学説に於て支那第一流の学者たる

のみならず年少にして英独に遊んで泰西科学の精華を学び……所謂学東西に

渉り、識古今に通ずる達観の士である、かくて東西の文明を咀嚼したる後ち、

西洋文明に欠陥あるを看破し、東洋文明の長所を確認し、道徳の力の上に立

つ孔孟の思想を高調し、支那の文物制度を世界利益の為めに保存すべきを力

説するに至った。」と評している3。東西文化の融合の課題に対して中国の碩

学に対して何らかの示唆を得たいという立場であろうと思われる。辜鴻銘に

対しておおむねこのような論調で共通している。 

また、大阪の町人学者である岡田播陽4は翌 1925 年辜鴻銘の二度目の訪日

に際して、「辜鴻銘博士に寄す」（『日本及日本人』大正 14 年２月１日）で、

関西の一知識人の立場から辜鴻銘に対して「足下をして前記諸賢［皮錫休、

羅振玉、康有為、陳独秀ら］の前に遜色なからしむるものは、何であるかと

いふに、それは外ではない。即ち東西文化に対する足下の観察、是れである」

                                                      
1 芥川の訪中については、佐藤春夫「人間事」1927 年、『定本佐藤春夫』臨川書店、

所収、に興味深い言及がある。またこれに関連して谷崎潤一郎「きのふけふ」1942
年、『谷崎潤一郎全集』第 14 巻、中央公論社、も参照。 
2 江木千之「東洋文化の振作――辜鴻銘氏を招聘した理由」『大阪毎日新聞』大正 13
年（1924 年）10 月 12 日。 
3 「碩儒辜鴻銘氏来る」『大東文化』1924 年 11 月１日。  
4 岡田誠三『自分人間』中央公論社、1977 年、は岡田播陽の息子誠三の手による播

陽の評伝である。 
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という。さらに「足下の講演は到る所に深き刺戟と共に、静かなる反響を齎

した」に語っている1。これなどは、日本の民間人がどのように辜鴻銘を見て

いたのかを知る上で格好の史料と言えよう。 

 一方の辜鴻銘の側からみた来日の目的についても新聞記事が残されている。

「日本を熱愛する理由――辜鴻銘氏談2」（『大阪毎日新聞』）では日本に対す

るリップサービスを交えながらも日本に来るに当たっての抱負を簡潔に語っ

ている。「余は何故大なる親日派であるかというに日本国民が真に支那文明の

精華を実際に自己のものとして之を実行しているからである」 ここで注目

したいのは、『中国牛津運動故事』で展開した中国人の３階級の持論を展開し

ていることである。辜鴻銘は「支那国民は現在之を有識者、半可通及び無学

者の三階級に分かつことが出来る、而して現在の如く半可通に属する階級が

政治の実権を握って統一を企ててもそれは到底望み難い事である。……真に

永久の平和的統一を完成するには「学」すなわち孔子の教えを上下に徹底せ

しめねばならぬ」という。 

 辜鴻銘は日本において講演、著述活動を精力的にこなしたが（それらはこ

れまで十分に利用されていない貴重な研究資料である）、在日経験は辜鴻銘の

思想にいかなる転換をもたらしたのであろうか。 

結論から言えば、総じて日本での講演活動は自説の再確認の作業であろう

といえる。というのは、日本における講演のなかでしばしば自分の著書に言

及し、それを日本人向けに分かりやすく敷衍する形で論を展開しているから

である。来日を期に彼の思想に大きな転換は見られないように思われる。 

 これまで通り、西洋と比較して東洋の「道徳」の価値を唱え3、そしてその

                                                      
1 岡田播陽「辜鴻銘博士に寄す」『日本及日本人』大正 14 年 2 月 1 日。 
2 「日本を熱愛する理由――辜鴻銘氏談」『大阪毎日新聞』大正 13 年 10 月 10 日。 
3 「私は二十年前に書いた『尊王篇』と云ふ本に欧羅巴の文明は顚覆の危険に瀕して

居ると述べたことがありました。其時分西洋人は之を読んで笑つて居りましたが、私

の豫言は果して欧羅巴の大戦によりて證拠立てられたのであります。真の文明には其

基礎となるべき精神的信条、若しくは道徳的標準がなければならぬ。此前の講演に於

て欧羅巴の文化が未だ出来上つて居ない家のようなものであると申しました。‥‥西

洋人は此道徳的標準を有つて居ない故に、社会の安寧秩序を保つ為めに法律を必要と

致しますが我々は道徳的法則を有つて居て、これによつて安易の生活を送り得るので

あります。」「日本の将来」（58-59 頁）『辜鴻銘講演集』所収。 
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「道徳」の中心には「名分大義」を置く。例えば、『国民新聞』に三回にわた

って掲載された「支那の政体」（1924 年 11 月 22、23、24 日）は講演原稿を

おこしたもので後に『綱常名教定国論』としてまとまめられた。彼の日本滞

在の時期はちょうど 1920 年代、北京では政治の混乱が続いていた時期であり、

安福倶楽部による「共和政体」に対する激しい批判が行われている。辜鴻銘

の現実政治に対する関心は芥川との会見でも明らかである。上でみた『中国

牛津運動故事』では袁世凱政権時期までしかふれられていないが、渡日を前

にした 1920 年を前後するころに「道徳」の立場から中国の現実政治への言及

が増えてくる。この点は、数少ない同時代の辜鴻銘紹介の専論である田中萃

一郎「辜鴻銘氏の春秋大義論」（『外交時報』1920 年）でも指摘がある1。 

辜鴻銘は「今日の支那は共和政体を廃せずんば、国一日も安かる可からず2」

という。要するに「名分」をわきまえた「道徳」的な君子による政治への回

帰を唱える。 

その構想の一端は「旧支那官制における民主的原理」（『東亜』第 3 巻第 5

号、1930 年）で明らかにされている。「今日の愚鈍にして逆上せる中華「民

国」人と称する者どもが、悉く之を破壊し且つ放擲し去った。而してしれは

何のためか。曰く、共和政治または民主政治なるものを猿真似するためであ

る3」いわば全否定したうえで（それゆえ日本に永住するつもりで中国を去っ

たといえなくもないが）、「政治機関の魂としての君主」を中心に閣（行政）、

台（立法）、省（司法）の三権を従えるという中国 2000 年の歴史を経て清に

ようやく完成した政治体制が「純正なる民主政治」であると断言する。この

ような辜鴻銘が理想とする政治が実現可能なのかどうかについては、あるい

はいかに実現すべきであるのか辜鴻銘自身の考えは残された文献からはよく

分からない。この点については 1939 年時点の熊野正平の「社会とか経済の現

実がここ迄演進して来た必然的歴史を忘却して、逆にそれ以前の封建的世界

の道徳や「イデオロギー」への復帰を希求する傾きがある4」との指摘が拝聴

                                                      
1 田中萃一郎「辜鴻銘氏の春秋大義論」『外交時報』第 383 号、1920 年 10 月 15 日。 
2 辜鴻銘「支那の政体」（一）『国民新聞』1924 年 11 月 22 日。 
3 辜鴻銘「旧支那官制における民主的原理」『東亜』第 3 巻第 5 号、1930 年。 
4 熊野正平「現代支那思想」、東亜同文書院支那研究部『現代支那講座』（第 6 講社会
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に値すると思われる。熊野はさらにそれが「辜鴻銘の思想が多くの人から歓

迎されなかった根本的な理由である1」とさえいう。 

 辜鴻銘の日本を実際に見ての印象を示す資料は少ない。「日本上陸後の第一

印象」として関東大震災後の日本人を見て、「「泰西人が大廈高楼に暖衣美食

して事故の物質文明のみを誇つて居るのに引更へマッチ箱の様なバラック内

に一本の大根を食ひつつ露命をしのぎながらも尚人生を享楽し得る吾東亜の

精神文明はヨリ尊し」と云う信念を更に確證2」したという。しかししばらく

すると、「少し許り西洋の文明を輸入したとて高慢になつてはならぬ、日本が

過去に有した美点は尽く失っているではないか、日本はもっと道徳的に目醒

めなければならぬと警告している3」 あるいは、日本の街頭での若者の風俗

の乱れをみて「ハイカラにつける薬はありません」「日本危ないよ！4」と危

惧の声をもらしたことが薩摩雄次によって紹介されている。真の「儒教文明」

が存在するとしていた日本5に対しても冷静な観察をしていたことに注目す

べきである。 

1925 年に出版された『辜鴻銘講演集』に対する反響は、『大東文化』に掲

載された「『辜鴻銘講演集』に対する新聞雑誌の批評一班6」から読売新聞、

日本及日本人、大阪朝日新聞、山陽新報各紙の書評の内容を知ることができ

る。「日本の将来を論じ東西文化の異同を説くにあたり東西文明の深意見旧に

基礎づけられた卓見の閃光が放射されて居る」（読売新聞）、など「達識の士」

「現代支那の名士」辜鴻銘に対する好意的な反応がうかがい知れる。また『太

陽』には同『講演集』の書評広告が掲載されている。そこでは「中に『日本

の将来』といふ話は、最も公平なる日本観であり日本の招来を暗示して現在

の缺点を好意ある筆法で摘剔出してゐる。……氏の如き人を友邦支那に見出

したことは吾が東洋人の喜びであると共に、日本人は感銘して受ける度胸を

                                                                                                                                     
文化）、246 頁。 
1 熊野正平「現代支那思想」、247 頁。 
2 辜鴻銘「東西精神文明の真価」『外交時報』1925 年 11 月１日、478 号、64 頁。 
3「碩儒辜鴻銘氏来る」、167 頁。 
4 薩摩雄次「辜鴻銘先生の追憶」『論集』、246 頁。 
5 辜鴻銘「日本の将来」『辜鴻銘講演集』所収、他。 
6 『大東文化』第２巻第 4 号、1925 年 4 月。 
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持たねばならぬ。1」という。日本に対する批判も含め受け入れるべきである

とする。 

そう考えると一部の研究者が指摘するように2、辜鴻銘の思想を直ちに「大

東亜共栄圏」的発想――すなわち日本人が彼の思想を 1930 年代、40 年代に

「大東亜共栄圏」の理論的支えとして利用しようとした――と結びつけるの

はやはり早計に思われる。『中国人の精神』の日本語版翻訳者の魚返善雄は

1944 年の時点で「今の日本人や若い支那人の間には案外知られてゐない3」

と証言している。 

中国においては「扶持を離れた、気節ある、サムライ」としての「一浪人」

を謙遜も含め自から称していた4彼が日本において「突如として……人に知ら

れ、有名な人物になった5」ことに戸惑ったようであるが、岡田のいうように

東西文明を幅広い視野から縦横無尽に論じる「碩儒」に対する常識的な「静

かな反響」であったと思われる6。 

八、結論 

 以上の論述で、様々な制約から従来その全体像すら知られることの少なか

った辜鴻銘の思想をたどってきた。彼は一貫して西洋と中国の文明とその歴

史を整合性のある説明をしようとした壮大な、稀有な思想家である。彼の思

想を理解しようとするならば彼の「道徳」概念をしっかり把握する必要があ

る。彼がその著作・翻訳・講演活動――一見ばらばらのように見えるが――

でもっとも訴えかけたかったことが「道徳」であり、彼は西洋と東洋の文明

と歴史も「道徳」を軸にしてそれぞれ展開し、そして相互に影響を与えてき

たと考えるからである（「道徳」についてさまざまな知識をもつ現代の我々か

                                                      
1 『太陽』31 巻 4 号、1925 年 4 月 1 日。 
2 黄興濤『文化怪傑辜鴻銘』。 
3 魚返善雄訳『西洋文化の支那侵略史』1944 年、427 頁。 
4 「東亜精神文明の真価（余は何故親日家なるや）」『外交時報』1924 年 11 月１日、

60 頁。 
5「＜ポリチカル・エコノミー＞の真諦に就て」『辜鴻銘講演集』、90-91 頁。 
6 本稿では触れなかったが、佐藤春夫「人間事」1926 年、谷崎潤一郎「きのふけふ」

1942 年、等にも辜鴻銘への言及がある。日本作家と辜鴻銘の深いかかわりが推測さ

れる。 
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ら見れば、辜鴻銘の「道徳」はいささか浅薄の感をぬぐえないかもしれない

が、それはあくまでも 20 世紀初頭当時の文脈を無視した後知恵のように私に

は思われる）。その意味で単に守旧の「古怪」あるいはエキセントリックな変

人として片付けることのできない思想的な奥行きを持っていたことを本稿で

確認できたと私は考える。 
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