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 都市空間と知識人の関係について考察することは、近現代の知識人研究に

おける新しい問題領域であるのみならず、「中国の現代性と都市知識人」につ

いてさらに踏み込んだ研究をする際には欠くことのできない意義を持ってい

る。1現代性（modernity）は 17 世紀前後のヨーロッパでまず始まり、そのの

ち社会生活もしくは社会組織のモデルとして様々なレベルで世界に影響を与

えたが、その現代性の重要な尺度となるのが都市化（urbanization）2である。

本論が言及する範囲について見れば、この過程そのものが伝統的な士大夫か

ら現代的知識人への転換に伴うものである。新タイプの知識人は、つねに血

縁・地縁・学派の自然的制約を脱却し、都市の中の多元的で複雑な公共空間

――おもに、茶館・喫茶店・サロン・本屋・民間団体・同人雑誌・公共メデ

ィア・出版社・大学・広場など――において、相互交流とアイデンティティ

の形成を始めた。 

 「公共空間」（public space）という概念に対し、関連性はあるがそれとは区

別されている「公共圏」(public sphere)3というもう一つの概念がある。一般的

に、前者は後者に比べて範囲が広く、社会と国家の間で人々が社会交流や文

化活動を行う場所を指す。わざわざ後者を持ち出すのは、以下のような問題

                                                      
1 許紀霖「城市空間視野中的知識分子研究」『天津社会科学』、2004 年第 3 期を参照。 
2 安東尼・吉登斯（Anthony Giddens）、田禾訳『現代性的後果』（訳林出版社、2000
年）第 1 頁参照。 
3 「公共圏」が強調するのは、市民社会の中から生み出され、国家と社会の間に介在

し、鮮明な政治批判的機能を持った公共空間のことである。この空間は、自らが生み

出す社会公共世論によって、政治システムの合法性の根源となった。哈貝馬斯（Jürgen 
Habermas）、曹衛東等訳『公共領域的結構転型』（学林出版社、1999 年）。 
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意識に基づいている。現代性の政治的展開の過程において、政治権威の合法

的基礎にどのような変化が生じたのか。これについて言えば、「公共圏」は現

代性のもう一つの重要な特徴――政治の民主化（democratization of politics）

――の理解に関わっているといえよう。前近代社会において、公共事業の管

理と政策決定は少数の人間に独占されており、一般民衆は政策決定に身を投

じることに興味も情熱も失っていたし、また公共事業管理に参加するための

制度化された手段も持っていなかった。現代性が展開するにつれて、公衆（と

りわけ都市知識人）が公共事業管理と政策決定に介入する必要性を日増しに

感じるようになり、そこから都市に各種の公共空間が出現した。そしてそれ

ぞれ異なった価値観と公共利益に対するさまざまな理解から、社会公共事業

について公開の討論や自由な論争を行った。さらに進んで公共のコミュニケ

ーションと批判を基礎として政治権力を制限する公共世論を形成し、政治権

威の合法性の重要な基盤である公共圏を形成・発展させることを促した。 

 ユルゲン・ハーバーマス（Jürgen Habermas）の提唱した「公共圏」という

概念は、西ヨーロッパ史を抽象化して作った概念であり、明らかに理念型

（ideal type）の性格を持っている。「近代中国都市において西洋的な意味での

公共圏というものが果たして形成されていたか」という問題に対して、この

十年来国内外の中国研究学界で激しい論争や見解の衝突を見たが、許紀霖教

授の晩清上海における公共圏についての研究によると、1896 年梁啓超が主宰

した『時務報』を皮切りに、時事論的機能を持った各種新聞・雑誌ならびに

知識人の団体やサロンの大量出現に伴い、20 世紀前半至るまで、すでに上海

では西ヨーロッパのような公共世論を生み出す公共圏を形成しつつあった。1

また、まさにこのような視点から、近代中国における重要な思想家であり都

市知識人であった李大釗（1889-1927）が都市の公共圏の形成において果たし

た思想と実践が、われわれの関心を強く引きつけている。本論文はケースス

タディーの方法を取りながら、李大釗の 1919 年以前の思想と実践を深く分析

することにより、李大釗という一つの事例から、近代中国の都市知識人が都

市の公共圏の形成と発展のためにいかに力を尽くしたかを明らかにすると同

                                                      
1 許紀霖：「近代中国都市の公共圏」、高瑞泉・山口久和主編『中国的現代性与城市知

識分子』（上海古籍出版社、2004 年）。 
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時に、民主的な政治と文化に培われた知識人たちの思想と実践についての初

歩的な分析を行ってみたい。 

一、 民間団体の結成・新聞雑誌の編集： 
近代中国都市の公共圏形成過程における李大釗 

（一） 北洋法政学校に学ぶ： 

知識人としてのアイデンティティの初歩的形成 

 1889 年に李大釗は河北省楽亭県大黒陀村に生まれた。『獄中自述』による

と、「幼児期に両親を失った。兄弟はなく、姉妹は少なかったので、年老いた

祖父の手で育てられた。幼時には郷里の私塾で四書・経典・歴史書を学んだ。

十六歳になり科挙に応じようとしたが、試験が始まらないうちに科挙廃止令

が出されたので、永平府中学校に入学し、そこで二年間学んだ。」2故郷の農

村で過ごしたこの時期、祖父の李如珍は李大釗の性格や趣向の形成に重要な

影響を与えた。李如珍は商才に長けており、また公益を重んじる人物で、自

分の「従九品」という地方官身分をとても重視していた。もちろん、この肩

書きが果たして科挙によって得たものか、それとも金で買ったものか、それ

を知るための十分な材料はないが、この事実からだけでも、李如珍が李大釗

に対し依然として伝統的な士大夫のような「学んで優なれば則ち仕う」（論

語・子張篇）ことを期待していたといえよう。3こうして、李如珍は李大釗が

6 歳なると地元の谷家の私塾に入学させた。旧式な私塾での十年間にもわた

る伝統教育は、李大釗に非常に堅実な国学の素養を与えた。これにもまして

重要なのは、肩には道義を担い、手には優れた文章を著すという人生態度、

学習と思索をともに重視する勉学態度、およびすべてを伝統的倫理に照らし

て行うという行動規範が形成されたことである。もちろん永平府中学で二年

間西洋の学問に触れた経験はあったものの1、李大釗の洋学に対する認識がご

                                                      
2 李大釗「獄中自述」『李大釗文集』下巻、第 888 頁（人民出版社 1986 年）。 
3 李如珍はかつて自分のお金と他からの募金によって若干の土地を購入し、「香火田」

として村民に寄贈した。彼はまたその土地に「監辦人従九品李如珍」と落款した石碑

を建てた。朱志敏『李大釗傳』（山東人民出版社、1998 年）第 9-13 頁を参照。 
1 路金声「偉大追求的奠基」、中共河北省委党史資料征集編審委員会『李大釗在河北』

（河北人民出版社、1989 年）第 14 頁。 
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く限られたものであることは明らかであり、この時期の彼のアイデンティテ

ィはやはり伝統的な「士」であった。 

 1905 年、清政府は法律で科挙を廃止して学部を設立し、新式の学校と留学

生の増大化を促進することとなった。これにより伝統的士大夫が長年遵守し

てきた「学んで優なれば則ち仕う」が帯びていた手段としての連関が断ち切

られてしまった。洋学を主とする新しい教育により、経典の正統的価値観の

有効性が軽視されたり疑問視されるようになり、大量の知識人たちは伝統士

大夫に取って代わり、現代的価値観の信仰者となった。1907 年 9 月、李大釗

は天津に設立された中国初の法政学校――北洋法政専門学堂（後に北洋法政

専門学校と改称）――に入学した。現存資料によると、天津で学んだ六年間

（1907-1913 年）、李大釗は 19 世紀以降の西洋の政治・法律・経済理論など

に関する数多くの著作を広く読破し、とりわけ進化論と自由民権学説は彼の

思想と意識の中で彼なりの憲政民主の理念を形成していった。1同時に、この

六年間は近代中国において社会変革の動乱が最も激しい時代でもあった。政

治の舞台では「立憲の準備」、辛亥革命、袁世凱の窃国、「二次革命」など、

歴史の発展過程に影響を与えた重大事件が相次いで発生した。若さと才気に

溢れ、外界の事物に対して非常に敏感で、なおかつ日増しに思想的成熟を加

えていく李大釗にこうしたことすべてが影響を与えた。そして彼は伝統的な

「士」（士大夫）から現代的意識を持った知識人へと急速に転身していったの

である。一方で李大釗は、立憲政の高まりと辛亥革命の影響の下、自由民権

や民主憲政の諸理論についての理解を深めていった。もう一方で「学生スト

ライキ」に身を投じ、政界参与への意欲や「国民を奮起させる」責任感と使

命感を著しく強めていった。2まさに彼自身が後に「政治知識が進むにつれて、

中国再建への志向も日増しに高まっていった。」と語っている。4大体におい

て、1913 年夏に学校を卒業する頃には、李大釗は独立精神と自主の意識を備

                                                      
1 朱成甲『李大釗早期思想和近代中国』（河北人民出版社、1989 年）第 35 頁を参考。 
2 李大釗の「学生ストライキの風潮」への参与については、李本人による「十八年来

之回顧」と題する講演の中に詳細な叙述が見られる。『李大釗文集』下巻、697-702
頁。 
4 李大釗：「獄中自述」、『李大釗文集』、下巻、第 888-889 頁。 
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えた新タイプの知識人になっていたということができる。 

（二） 社会の著名人との交流、公的交際のための空間ネットワークづくり 

 伝統的士大夫の行動範囲のほとんどが、自分を中心とした顔見知りの社会

を半径としているのに対し、新しいタイプの知識人はさまざまな土地から来

ているからして、私的あるいは公的な交際を通じて新しい人間関係のネット

ワークを構築し、そうしたネットワークのなかで自己のアイデンティティを

確立する必要があった。農村とはまるで異なる都市にあって、青年の李大釗

は知識人としてのアイデンティティを形成する初歩的段階にあった。彼は社

会の著名人と広く交際し、公的な交際のための空間ネットワークづくりを積

極的に行い、いずれ政界に入って「中国再建の志向」を実現するための道筋

を模索した。 

 1912 年冬、李大釗は北洋法政学会の設立と月刊誌『言治』の創刊を計画し、

北洋法政専門学校の創設者の一人である孫洪伊を訪ねてはるばる北京へと赴

いた。孫はかつて、著名な実業家であり立憲派のリーダーでもあった張謇と

ともに国会請願同志会を結成し、そののち三度にわたり大規模な国会請願活

動の筆頭者となったこともある、当時よく知られた立憲派の人物であった。

さらに民国成立前後には、絶大な影響力を持つ政党団体の活動家として活躍

していた。孫は李大釗より 19 歳上であり、李の才覚を見抜いて十分に評価し

た。両者はただちに意気投合して忘年の交わりを結んだ。1913 年夏、李大釗

は北洋法政専門学校を卒業したのち、さらなる研鑽を積むために、再び北京

に赴き、孫洪伊に援助を求めた。このとき孫はすでに衆議院議員と憲法起草

委員会の委員をしていた。孫の紹介により、李大釗は北洋法政専門学校のも

う一人の創設者で、当時衆議院議長に就任していた湯化龍と知り合った。ま

さにこの二人の共同援助のおかげで、李大釗は 1914 年 1 月から日本に留学す

ることができた。11916 年 5 月、李は日本から上海に帰った。その後およそ

                                                      
1 『晨報』（1927 年 4 月 30 日）記載の「軍法会審又判決 党人十名 四人十二年 六

人二年 李大釗遺族之悲惨」という報道によると、「李は該校を卒業後、孫洪伊と知

り合い、また孫の紹介で湯化龍と知り合った。両氏は李大釗の才能を認め、ともに資

金を出し合って李を日本に留学させた。これが李大釗の立身出世の始まりとなった。」

張静如等編『李大釗生平史料編年』（上海人民出版社、1984 年）第 7 頁。 
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半年の間、北洋政治家の諸派閥間を往来し、湯・孫らの組織する憲法研究会

に参加しただけでなく、湯化龍の要望に応じて彼のお抱え秘書となった。の

ちに政治的見解の不一致から職を辞している。 

 日本留学によって、李大釗は章士釗と知り合う機会を得た。「二次革命」が

失敗してから、章士釗は 1913 年 7 月に日本への亡命を余儀なくされた。章と

李大釗の年齢差は 8 歳にすぎないが、その学識や経歴、社会的な名声や地位

にいたるまで、どれをとってみても章は李の先輩格であった。李大釗は章を

たいへん尊敬し、その『民立報』や『独立周報』の熱心な読者であった。日

本に渡ってから、章が『甲寅』月刊を創刊したことを知ると、すぐに章に手

紙を書き、『甲寅』に投稿した。1914 年の春から夏にかけて、章士釗の招待

を受けて、二人は東京で対面する。新しい知識人たちが相互に交流し議論す

る公共空間としての『甲寅』月刊は、李大釗の文章 4 篇を相次いで発表した。

「国情」という文章は、帝位に就いた袁世凱が、日本人の有賀長雄［明治時

代の代表的な法学者］やアメリカ人のF・J・グッドナウ(Frank Johnson Goodnow )

［アメリカ政治学会初代会長］を雇って中国の国情をでたらめに論じたことを

激しく攻撃している。そこには章士釗の「古徳諾與新憲法」（ゴッドナウと新

憲法）の論点が大幅に取り込まれているが、章士釗に対していくつかの観点

は保留されていた。だが章は李大釗の「厭世心與自覚心」という文章に対し、

「世を憂える誠実さを以て救国の正論を述べている。仁人の言葉であり、そ

の利益は広大である」との注釈を附す一方で、李大釗の厭世観には同意せず、

「我が国の憂いは世を厭うことにあるのではなく、世を厭わないことにある」

1と考えている。章士釗の後日の回想によれば、章と李大釗「二人の政治見解

は初めのうちは一致していたが、その後だんだん離れていった」。具体的な問

題に対する意見や観点が終始一致していたわけではなかった。しかし、「公的

なことで私的な関係を傷つけることはなく、二人は終始兄弟のように仲が良

く、時が経つほどに絆は深まっていった。」2

                                                      
1 これら二つの議論をめぐる李大釗と章士釗の主張の相違に関する詳細については、

朱志敏『李大釗傳』第 103-108 頁、第 122-139 頁を参照のこと。 
2 章士釗の『李大釗先生傳』の序を参照のこと。張次渓『李大釗先生傳』（北京宣文

書店、1951 年）第 1 頁に掲載。 
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 また『甲寅』月刊によって、李大釗と陳独秀は文章での交わりをもち、こ

れが最初の接点となった。31914 年 7 月、陳独秀は章士釗の招きを受けて日

本へ赴き、『甲寅』の編集に協力した。11 月、陳独秀は『甲寅』上に「愛国

心與自覚心」という文章を発表し、伝統的国家観に対して批評を向けると同

時に、当時の中国には近代国家を建設しようという意識が欠落していると考

えた。翌年 8 月、李大釗は「厭世心與自覚心」を発表し、陳の文章を「厭世

の言葉が多すぎる嫌いがあり、自覚の内容が少なすぎる嫌いがある」と批判

し、「現在の情況は手が付けようがないなどと言うべきでない。幸福は吾が前

に陳列されているのだ。いやしくも為そうとする気概があれば、ただちに実

現することができる。ただ真心を奮ってこれを追求するだけのこと。燃え殻

の灰のようになって諦めてしまってはいけない。」4と陳独秀を啓発した。 

 1917 年 1 月、李大釗は章士釗の誘いを受けて『甲寅』日刊の編集事業に加

わった。10 月、章は北京大学教授と図書館館長を兼任することが決まった。

章が図書館館長の後任として李大釗を強く推薦し、学長の蔡元培に承認され

たことで、1918 年 1 月、李大釗はついに北京大学に向かった。大学職員およ

び教授の身分を得ることによって、ここから彼の公的な交際が始まった。蔡

元培が主管する北京大学は様々な新思想や思潮の中継点あるいは発信地であ

った。比較的自由な学問環境と多様な思想的気風は、李大釗が新しい知識人

との交流を深め、交際範囲を広げ、新しい思想や文化を吸収するための有利

な条件となった。図書館館長に就任した前後のころ、李は陳独秀が召集した

『新青年』編集会議に出席し、胡適・銭玄同・沈尹黙などの人物と顔を合わ

せた。5魯迅もその会議に参加しており、編集部に入ったばかりの李大釗とも

そこで知り合った。魯迅は「守常全集題記」のなかで、李大釗の第一印象を

次のように記している。「総じていえば、大変好印象だった。誠実、控えめ、

もの静か。『新青年』の同人の中には、表でも裏でもしのぎを削り、自分の勢

                                                      
3 唐宝林、林茂生『陳独秀年譜』（上海人民出版社、1988 年）第 62 頁。 
4 李大釗「厭世心與自覚心」『李大釗文集』上巻、第 146、149 頁。 
5 唐宝林、林茂生『陳独秀年譜』、第 84 頁。李大釗と胡適が知り合ったのは、大体 1914 年 11
月『甲寅』月刊第 1 巻第 4 号に論文と翻訳を同期発表してから後のことである。1916 年、両者

は『新青年』第 2 巻に相次いで文章を発表した。李と胡が相前後して北京大学に入り、また『新

青年』を同人刊行物に改めたのに伴って、両者の交際はより密接になっていった。 
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力を伸ばそうとする人たちもたくさんいたが、彼はそののちに至るまでずっ

と絶対にその類の人物ではなかった。」1まさにこの会議において、『新青年』

は投稿規定を取り消し、同人雑誌となったのである。同人刊行のやり方とは、

雑誌編集に携わる人びとは自由に組織に参加するということを意味する。こ

うした関係においては、同人間で具体的なものの見方を一致させる必要はな

く、逆に『新青年』とその編集部は議論をたたかわせる場として機能するこ

ととなった。まさに、こうした公共空間におけるコミュニケーションへの積

極的な参加を通して、李大釗はしだいに北洋政治家集団の派閥闘争の泥沼か

ら脱却し、新しい文化陣営の一翼を担う重要な一員となり得たと言えるであ

ろう。 

（三）民間団体の設立、雑誌の編集、公共世論の形成と促進 

 李大釗が社会の著名人と積極的に交流したのは、自らが参加する公的交際

の関係ネットワークを確立し、民間団体の設立や雑誌の編纂等自らの活動と

緊密な関係を持たせるためでもあった。まさにこうした同時進行の取り組み

のなかで、李大釗は自己の努力によって近代中国の都市における公共圏の形

成と発展に貢献し、公共世論の育成を先導した。 

 許紀霖教授が指摘するとおり、上海では 20 世紀前半すでに西欧型の公共世

論を生み出す公共圏が形成されつつあった。しかし、こうした公共圏の誕生

は、通商貿易港としての地位を有していた上海に早くから新興の職業や社会

階級が出現していたこと、租界と清政府（民国政府）の間に権力の間隙があ

ったこと、などの要因と密接な関係がある。こうした要因は近代中国におい

て上海に限られたものであり、上海で公共圏が形成されたことは中国社会の

中の特例であるといってよい。広大な近代中国社会と人民と政治間の真実の

関係を代表しているとはいえない。李大釗がはじめに公的交際のネットワー

クを構築し、公共世論の育成に努めた出発点は北京だった。上海と異なり、

辛亥革命後の北京における北洋政府は弱い立場にあり、一方で、政府の都市

に対する有効な管理体制が欠落しており、社会生活は混沌とした状況で問題

                                                      
1 魯迅「守常全集題記」『魯迅全集』、第 4 巻（人民文学出版社、1981 年）第 523 頁。 
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も山積みであった。2他方で、政府内外の様々な政治勢力の間で派閥が林立し、

表や裏で足の引っ張り合いをしていた。このような社会生態のもと、北京の

知識人たちが公共圏を構築したとき、上海の知識人には見られない特徴があ

った。公共圏はつねに政治勢力や党派から完全に独立して存在することはで

きない。その形成においては多かれ少なかれある種の政治勢力の干渉を免れ

ない。とはいえ、知識人は各派閥間の政治勢力の矛盾を利用することで、公

共圏の存続と拡大を図ってきたのみならず、公共圏そのものの派閥化を極力

防いできたのである。 

 1912 年秋から冬にかけて、北洋法政専門学校の学生が北洋法政学会を組織

し、会員数はただちに 250 人余りにまで達した。この学会は評議・調査・編

集・庶務の四機関から構成され、李大釗は思想の鋭敏さと卓越した文章力を

買われ、編集部長の一人に推薦され、学会の機関誌『言志』月刊の編集と出

版を担当することになった。1学会会員の言論の場として、この雑誌は合わせ

て 6 期出版され、民主共和を宣伝し、憲政の実行を鼓舞する大量の政治的文

章を発表した。李大釗は主要な執筆者の一人として、『言志』にあわせて 30

本近くの論文や詩を発表した。 

 伝統的な専制政治と異なり、現代の民主政治は政党政治であり、それぞれ

の政党が異なる利益団体を代表する。派閥間の闘争が公衆の交際や連携を妨

げないよう、公共の意見を自由に討論する空間として、公共圏は派閥化する

必要がないだけでなく、そうしてはならないものであった。他方で、政治批

判に携わる主体として、政治領域における活動主体ともまた異なっていた。

前者は利益関係から党派を組織してはならず、非党派化した公衆としての個

人でなくてはならない。北洋法政学会と『言志』は、孫洪伊や湯化龍ら立憲

                                                      
2 李大釗は「矛盾生活與二重負担」（1917 年 1 月 10 日）の中で、八つの面から当時

の中国社会が直面していた矛盾点を暴露した。たとえば、新しい礼節と古い社交、銅

鑼の夜警と銃を持った巡査、国会への要求と国会の嫌悪、代議政治の実行と開かれた

政治の宣伝、周孔の学とルソーやモンテスキューの説などである。また「一言で表現

すれば、今日の中国社会は、矛盾の社会である。今日の政治は、矛盾の政治である。」

と述べている。『李大釗文集』、上巻、第 251-254 頁参照。 
1 『言志』第１年第 1 期で刊行された「北洋法政学会第二期職員名冊」に「会長：張

思緩、田解、張覧存。編集部部長：郁嶷、李釗」とある。「李釗」とは李大釗の筆名。

張静如等編『李大釗生平史料編年』、第 5 頁を参照。 
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派人物と政党団体活動家の支持や援助の下で成立・創刊されたものではある

が、李大釗は公共圏の非党派化ついて明確な自覚を持っていた。1912 年 6 月

の「隠憂篇」において、李は派閥闘争がもたらす悪影響についてはっきりと

述べている。「私心や党の政見が国に災いをもたらすというのは、今も昔も変

わらぬことである」とみなし、政党間の論争の多くは「意見を争っているだ

けで、政見を闘わせているのではない」2とした。『言志』第一期（1913 年 4

月）に載せられた「言志宣言書」でも次のように指摘する。政党とは全国に

政見を知らしめる団体であり、「党人の類はみな私利私欲を携えて天下の人々

を惑わす」が、いっぽう北洋法政学会は党派を組織するためではなく、ただ

「集まって研鑽を積む」ために設立されたものである。公共圏が生み出す公

的世論が公共利益を代表できるようにするため、「言志宣言書」では、「一致

而百慮、殊途而同帰」の原則を遵守しつつ、「ただ真理に基づいて取り決め、

感情による束縛を解き、個人的な感情を捨て、進んで自らの責任を果たし、

敵を友と見なす。すべての説は一々議論し、同人の自由研究の成果を独立し

て発表する。いやしくもその説がもっともな道理を備えているならば、広く

受け入れ排斥してはならない。」公開討論と自由な論争を通じて意見を表明し、

コンセンサスを形成しなくてはならない、と主張している。 

 公共圏が注意を向けるのは公共政治の問題であるが、公共圏そのものは非

政治的であり、政治権利システムの外側もしくは政治権利システムの間に構

築された公共空間である。公共圏のこうした公共性と非党派性は、李大釗が

民間団体を組織したり雑誌を刊行したりする中で一貫して守ってきた原則で

ある。前に述べたように、日本留学期間中、李は章士釗と知り合いしだいに

『甲寅』月刊の主要な執筆者の一人となっていった。李は『甲寅』の創刊号

にて「本志宣告」を発表し、自分自身の非党派化と公共性について明確に承

認している。「（一）本誌は時弊を逐一陳述し、飾ることなく道理を説くこと

を主旨とする。断定する前に先ずよく考察し、主張するよりむしろ比較をす

る。架空の議論に乏しい、とりわけや偏った見方はしない。ただ自己の心で

以て天下の人心を確証し、己と人と確かに心も同じ理も同じであれば、ただ

                                                      
2 李大釗「隠憂篇」『李大釗文集』上巻（人民出版社）第 2 頁。 
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ちにこれにもとづいて立説する。ゆえに本誌は一面では社会を実写し、また

一面では社会に陳情するのである。（二）本誌は私人に左右されるものではな

く、また特定派閥の議論だけに独占されるものではない。応募論文について

は一律に取り扱い、社員と投稿者の区別はない。どのような意見でも、本誌

の主旨に背くものでない限りすべて発表する。ただ主張内容については、執

筆者本人がそれぞれ責任を負うものとし、本名筆名どちらを使うかは自由で

ある。……（四）本誌は公共世論のための機関であり、情報発信が最も重要

な機能である以上、全国から寄せられた意見は、その分量に応じすべて発表

することに務める。事柄を指摘する文章もあれば、理論を解明する文章もあ

る。また政治や学術への懐疑の文章もある。同人を以て不肖と見なさず、同

人間で互いに検討し、一律に歓迎してすべての文章をまずは登録する。もし

問題が大きすぎたり、理論が高尚すぎたりして、同人の手に負えない場合は

何らかの対策を講じ、同人に代わって日本や西洋の学者から解答してもら

う。」 

 1916 年春、李大釗は日本で神州学会を発起させた。1この学会は学術研究

や礼節を重んじることによって、公衆の自覚を喚起し国家の富強を図ること

を目的に、毎週末に講演を行うほか、祖国の政治や世界の重大事件について

討論し、また『神州学輯』を編集出版した。『神州学輯』の第一号刊行にあた

り、「啓事」で次のように明言している。「学術の闡明、時政の条陳を主旨と

する。極端に走らず空虚に陥ちず、とりわけ党派を組んで異なる考えを攻撃

するような見解を持たない、これを唯一の信条とする。」2

 1916 年 6 月、袁世凱が北京で死去すると、これまで制限されていた民間団

体の活動は大きく発展し、多くの学会が新たに成立した。しかしその一方で、

多くの学会は学社や学会の名を借りているだけで、その実体は政党であった。

公共圏の公共性と非党派性が崩壊するのを目の当たりにした李大釗は、「学会

                                                      
1 神州学会成立の状況に関しては、北京図書館・北京李大釗研究会編『李大釗史事綜

録』 
（北京大学出版社、1989 年）第 126-132 頁を参照のこと。 
2 李大釗研究辞典編纂委員会『李大釗研究辞典』（紅旗出版社、1994 年）第 926 頁よ

り引用。 
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與政党」（1917 年 2 月 15 日）という文章を発表し、「学会と政党は、性質が

まるで異なっており、両者は相容れないものである」と明確に指摘している。

また社会の公共事業を議論し、公衆世論を先導し産出する公共空間として、

「学会や学社はすべて講学を目的」としている。講学が政党論争と異なって

いる特徴の一つは、公開討論と自由論争を重んじることである。このように、

「学会とは政党の仮面である」3と指摘することで、李大釗はさらに一歩進ん

で公共圏の公共性と非党派性を守らねばならないことを強調したのである。 

 北京と上海の公共圏について言えば、当時北京にあった大学は、数の上で

は上海をはるかにしのいでいた。蔡元培が主管していた北京大学はその代表

格であるが、各大学は思想の自由の原則を守り、多様性を包容する主義をと

り、さまざまな新しい思想や思潮の中継点や発信地となり、社会全体から仰

ぎ見られる存在であり、社会世論の産生にも大きな影響を与えた。こうした

影響は、大学教員による公開講演や時事評論および雑誌類の関連報道を通し

て実現されたほか、大学生を主体とするデモや学生運動の一斉出現にも現れ

ている。広場政治（公開講演、デモ行進等）が、北京の公共圏における上海

とはまた違った一つの特徴となった。まさにこうした背景の下で、李大釗は

広場での講演や学生運動等の活動を通じて公共世論を先導し、政治批判を展

開し、政治の民主化を推進することに大きな期待を寄せた。 

 公共世論の形成は、民衆の公共圏における公開討論と自由論争によるもの

であり、「自由の保障は、法治精神に関わっているだけでなく、とりわけ世論

の価値を必要としている」1のである。1916 年 7 月、李は孫洪伊らの招きに

より北京で『晨鐘』報を創刊し、編集長を務めた。編集を始めた頃、李大釗

は夜明けの鐘の音に啓発され、この新聞を「晨鐘」と名付けた。「『晨鐘』の

声とはすなわち青年の舌であり、国家は一日たりとも青年を欠くことはでき

ない、青年は一日も覚醒しないでいることはできない、青年中国を創造でき

るか否かは、青年の覚醒にかかっており、青年が覚醒できるかどうかは、ま

さに『晨鐘』が隆盛するか否かにかかっているのである。」2その意図は、「青

                                                      
3 李大釗「学会與政党」『李大釗文集』上巻、第 293 頁。 
1 李大釗「民彜」『李大釗文集』上巻、第 169 頁。 
2 李大釗「『晨鐘』之使命」『李大釗文集』上巻、第 178 頁。 
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春中華」を主張することで青年の自覚を促し奮闘を鼓舞するような社会世論

を創造することにあった。袁世凱の死後、大小の軍閥間の争いがしだいに激

化し、府院（北洋軍閥政府の総統府と国務院）の間での睨み合いが続き、政

治家どうしで騙しあうようになっていった。李大釗は、続いて発表した「政

壇演説会之必要」（1916 年 8 月 30 日）の中で、「専制政治は秘密を重んじ、

立憲政治は公開を重んじる」と述べている。そして「文明国の政争はみな演

台で行われる……思うに、多くの民衆の前でその考えを公開し、世論を味方

につけることは、政治家としての普遍的道理である。たとえ刑具が目の前に

置かれようとも顧みるところではない。」3との考えを提起した。公共圏の中

で講演等の手段を借りて政治批判を展開し、公共の事業に対して公開討論と

自由論争を行い、公共世論を形成することにより世論の同調をはかり、それ

によって政治的権威の合法性に根拠を与えるべきだと主張したのである。 

 1917 年 1 月、李大釗は復刊した『甲寅』日刊の編集を担当するようになり、

およそ 70 篇の原稿を続々と執筆した。「『甲寅』之新生命」と題した文章の中

で李は、「自分自身が努力することにより我が国民を奮起させ、努力させる。

自分自身が進化することにより我が国民を導き、進化させる。これが『甲寅』

の唯一の責任なのである。」4いわゆる「我が国民を奮起させる」や「我が国

民を導く」が強調しているの、新聞や雑誌の編集や出版など公共圏の手段に

よって時代の気風を変え、社会世論を先導しようということである。1917 年

4 月、李大釗は記者の身分で神州学会の第一回特別講演会に参加し、また進

んで、近代中国都市の公共圏の形成および発展過程に果たした講演の重要な

意義について一文を草して論述した。李はこう指摘する。講演は学校関係者

以外の人々の要求を満たすだけでなく、知識を臨機応変に活用することで各

階層の人々の役に立ち、同時に時間と場所に応じて人々が関心を寄せている

問題に論及することができる。これにより、「立憲国民の運動は、演壇を唯一

の戦場とする。もちろんただちにこのレベルまで到達することはできないが、

私たち立憲を志す青年は、今から戦いに備え修養を積まなくてはならない。

こうした講演は講学の気風を広め、また演説が興るのを助けてくれる。その

                                                      
3 李大釗「政壇演説会之必要」『李大釗文集』上巻、第 191 頁。 
4 李大釗「『甲寅』之新生命」、『李大釗文集』上巻、第 255-256 頁。 
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効用は人格の感化や国民の修養にまで及ぶものであり、決してわずかなもの

ではない。」1

 『新青年』の編集に携わる一方で、李大釗と陳独秀は 1918 年 11 月より『毎

周評論』の刊行準備を開始し、翌月に第一号を正式に出版した。李が『毎周

評論』に載せた文章は、第 3 号（1919 年 1 月 5 日）の「新紀元」に始まるが、

雑誌の編集と校正はおもに李と数人の仲間が夜の時間を利用して行っていた

のだった。「発刊詞」の中で陳独秀は次のように述べている。「我々が『毎周

評論』を発行する主旨は、「公理を主張し、強権に反対する」ことにつきる」、

「第一に、どの国も強権によって他国の自由と平等を侵してはならない。第

二に、どの国の政府も強権によって市民の自由と平等を侵してはならない。」
2李大釗が苦労して経営するこの雑誌は、反動政府や封建勢力に向けられた時

事評論を通じて社会世論を先導し、政治闘争と思想闘争に直接参加するもの

でありたいとする希望が、この文章に表明されている。 

二、民主的政治文化とその育成：李大釗の幾つかの思想 

 都市の公共圏に身を置いた李大釗は、民主憲政の問題に長期にわたって関

心を注ぎ、一院制の長所と二院制の欠点、国会の責任、民主の一般原則、憲

法制定の正しい方法、ヨーロッパの民主制度、民主主義の基礎、ロシア革命

と民主の関係等を問題として議論にかけた。3こうした関心は、ある面では近

代中国都市の公共圏が政治内容を構築の起点としていたことに由来するもの

であり、またある面では、北洋法政専門学校で受けた一連の学問と「中国再

建の志向」によるものであった。こうした討論において、李は現代西洋思想

のいわゆる「討議民主主義」（deliberative democracy）に類似した思想を掲げ4、

                                                      
1 李大釗「講演会之必要」『李大釗文集』上巻、第 437-438 頁。 
2 陳独秀「『毎周評論』発刊詞」『陳独秀著作選』第一巻（上海人民出版社、1993 年）

第 427 頁。 
3 Hung-Yok Ip「中国共産主義的起源――一種新的解釈」『国外中国近代史研究』第 27
輯（中国社会科学出版社、1995 年）第 64-93 頁を参照。 
4 「討議民主主義」の意味するところについては、ハーバーマスの『在事実与規範之

間――関于法律和民主法治国的商談理論』（童世駿訳、三聯書店、2003 年）第七章を

参照されたい。李大釗の討議民主主義観については、童世駿「社会主義与自由主義的

結合何以可能？――李大釗と穆勒」『思想与文化』第二輯（華東師範大学出版社、2001
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憲法制度の設計について専門的研究を行った。その観点のいくつかは今日に

おいても大いに啓発的意義を有している。5

 同時に、李大釗は辛亥革命以降、我が国民は「民国」の国民を名乗りなが

ら、「すべて感情が主となり、理性が主となっていない」、「すべて腕力で争い、

法律で争わない」1と遺憾ながら指摘している。もし民衆（官僚、政客、軍人、

学者なども含めて）がそろって民主政治を拒絶し、民主政治に慣れず、民主

政治にどうやって参加するか分からないとしたら、たとえどれほど素晴らし

い憲法や法律を起草しようとも、どれほど完璧な民主政治制度を完備しよう

とも、それは絵に描いた餅にすぎず、依然として「民選皇帝」のドタバタ劇2

や「奴隷国会」3の悲劇を招く恐れがある。民国初年に立憲政治が一敗地にま

みれたという苦い歴史から教訓を学んだ李大釗は次のように考えた。それ相

応の政治文化の土台がない限り、民主政治制度がうまくいくのは最初の間だ

けであり、最終的な成功は収めがたい。結局のところ、具体的な制度は人が

解釈し、運用し、執行するものである。彼自身の言葉で言えば、「憲法を以て

物の勢力とするのは、憲法自身ではなく人民の心理である。」4。 

 比較的広義の意味から言えば、政治文化（political culture）は民衆の政治に

対する理解・興味・参加能力および参加方式と関係する。李大釗の政治文化

思想は、政治の民主化の現代的背景の下に展開された。その見解によると、

「政治の姿は日々進化し、今日に至って、自由思潮がわき起こってきた。大

                                                                                                                                     
年）を参照のこと。 
5 たとえば、『弾劾用語之解紛』（1913 年 4 月 1 日）の中で、李大釗は「弾劾」とい

う言葉の語義について討論し、立憲政治にとって基本的な意義を持っている法律範疇

の確定の問題に言及している。『李大釗文集』上巻、第 8-12 頁。しかし『論憲法公布

権当属憲法会議』（1913 年 10 月 1 日）の中で言及しているのは、立憲政治における

基本的な秩序、たとえば憲法と法律の区別、立案と立法の区別、憲法団体と立法機関

の区別などである。『李大釗文集』上巻、第 61-65 頁参照。 
1 李大釗：「立憲国民之修養」『李大釗文集』上巻、第 333 頁。 
2 1915 年 10-11 月、各省で国民代表 1993 人が「選出」され、国体についての投票が

行われた。その結果、全てが君主制を擁護するものだった。また 1916 年 2 月 16 日に

は：「国民の総意に基づき、現大総統袁世凱を中華帝国の皇帝に推戴する」と全員一

致で上書した。 
3 軍閥出身の曹錕が、賄賂と脅迫のもとで「大総統」選挙を行った、1923 年 9 月 10
日の国会を指す。 
4 李大釗「制定憲法之注意」『李大釗文集』上巻、第 222 頁。 
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衆が民治主義に趨くのは、すべての河川が東海に注ぐのと同様、だれもこれ

を押し止めることはできない。」5いわゆる「自由思潮」と「民治主義」はど

ちらも憲政を実行する民主政体を指している。「すべての河川が東海に注ぐの

と同様、だれもこれを押し止めることはできない」とは、政治の現代化が客

観的法則に従った必然的な流れであることを強調している。これは、立憲民

主制が伝統的君主専制から見れば歴史的前進であって、政治の現代化を表す

重要な標識である。 

 ここにおいて、問題はさらに一歩進んで、伝統政治と現代政治、あるいは

専制政治と民主政治の区別に関係してくることになる。これについて李大釗

は「専制政治は秘密を尚び、立憲政治は公開を尚ぶ」と結論する。長期にわ

たり法治の伝統が失われていたことにより、当時の中国では政治勢力間の権

力争いにおいて、一定の「ゲームのルール」を守らず、「いつも舞台裏で暗闘

が繰り広げられており……是非の公論が天下の共通理解となり得ない。これ

こそ公開の意義がまだ十分でないということであり、陰謀や猜疑の説がはび

こる原因ではなかろうか。」1専制政治はその秘密的性格によって、往々にし

て民衆の公共事業管理への参加権を奪ってきた。民主政治の公開的性格は、

民衆の普遍的参加を強調することがその主旨である。こうした普遍的な政治

参加を実現するためには、政治生活を透明にし、強制を排除し、公共圏にお

いて公開討論と自由論争によって意見を表明する機会を民衆に与え、それに

よって公共世論を形成し、コンセンサスの下で公共利益を求めるために協調

行動をおこさねばならない。したがって「立憲政治は自由の理に基づき」2、

民衆の自由（第一に思想の自由と言論の自由）は民主的政治文化にとって不

可欠の内容である。 

 思想の自由と言論の自由についていえば、かつてジョン・スチュワート・

ミル（John Stuart Mill）が著書『自由論』（On liberty）の中で論証したことが、

広範な人々から長らく注目されてきた。李大釗はとりわけ民衆の自由を重視

し、ミルの言を直接引用して「思想の自由の重要性は、偉大な思想家にとっ

                                                      
5 李大釗「暴力與政治」『李大釗文集』上巻、第 517 頁。 
1 李大釗「政壇演説会之必要」『李大釗文集』上巻、第 191 頁。 
2 李大釗「民彜與政治」『李大釗文集』上巻、第 169 頁。 
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て不可欠な徳であるだけでない。それは一般民衆の天性である。天がすべて

の人に心を賦与した以上、たとえ日常においてもその心の本分を尽くそうと

する者は、とりわけ自由でなければならない。」3「すべての思想と言行の領

域において、多数をもって一心を禁ずることは、あらゆる点で公理と合致し

ない。……」4 李は、民主政治と民衆の自由は互いを前提にしていると考え

る。民主政治は、自由を尊重し、民衆の自由を行使するすべを理解している

ことにかかっている。またこうした民衆は民主政治によって培われていくこ

とを前提としている。5

 李大釗は、民衆の自由の実質的な面を強調しただけでなく、統治者に対す

る民衆の自由にいっそうの関心を向けた。民主政治とは、統治者が民衆の自

由を奪わない政治である。民衆に自由を行使できる条件と能力を与える統治

である。彼はさらにそのための手続きの面――特殊な権益を有した民衆が公

共圏においていかにして公共世論を形成するか――にも注意を向けた。 

 「暴力與政治」（1917 年 10 月 5 日）6の中で李大釗は、民主政治の基礎は

武力（強権）ではなく民意にある。たとえ民主制度下で武力（強権）を用い

る必要があったとしても、その基礎はあくまでも民意である、としている。

ここでいう「民意」とは、無論、民衆個人の特殊権益や意志のことではなく、

公共利益と意志を指している。しかし、民衆の個人的な意志を出発点として

公共の意志を形成することは果たして可能なのだろうか。これについて李は、

「強力與自由政治」（1918 年 7 月 1 日）の中で「少数派は多数派に服従する」

という考えを公共意志の形成の原則とすることに強く反対している。多数決

による公共意志の決定は政治方法の一種であり、強権と較べるならば、政治

                                                      
3 李大釗「民彜與政治」『李大釗文集』上巻、第 159 頁。この箇所の現代語訳は以下

のようになる。「ただたんに偉大な思想家を生み出すためという目的だけ、あるいは

それを主な目的として、思想の自由が必要なわけではない。むしろ逆に、一般人が自

分たちの到達しうる最高の精神的水準を獲得するためにこそ、思想の自由は大思想家

と同じくらい、或いはそれにも増して欠くことができないのである。」ミル『自由論』

（程崇華訳、商務印書館、1996 年）第 35 頁を参照。 
4 李大釗「民彜與政治」『李大釗文集』上巻、第 170 頁。上掲の『自由論』第 17-18
頁にも見える。 
5 李大釗「民彜與政治」『李大釗文集』上巻、第 159-160 頁。 
6 李大釗「暴力與政治」『李大釗文集』上巻、第 516-527 頁。 
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の民主化における重要な基準であることは確かである。だが李大釗は、ただ

人数が多いことだけに基づいた意志あるいは利益は個人意志の総和に過ぎず、

決して公意すなわち「一般意志」（general will）とはいえないと考える。なぜ

なら、「一般意志の出発点は、その利益が共同普遍に属するということにある

のであって、単にその得票数によっているのではない。……なにか事があれ

ば、人々に票決させて一つにまとめるというだけでは、一般意志の表示とは

ならない。……真に公共の福祉を目的とする意志であるのでなければ、これ

を一般意志と言うことはできない。」1一方、民主政治の過程における少数派

の多数派に対する服従は、多数派が権力を笠に着て押さえつけたのではなく、

少数派が「少数派は多数派に服従する」という原則をみずから選択したこと

による。「少数派の公認は多数派に強制されたからではなく、自由への信念か

らくるものである。その服従は、多数派の勢力そのものへの服従ではなく、

公認したことを表示する方法に対する服従を意味している。」2つまり、公意

の基礎は権力ではなく道理にあるということである。 

 一般に考えられているのとは異なり、李大釗は民主政治や「民主主義」

（democracy）の本質を多数派による政治（government by majority）であると

みなすことに異議を唱え、民主主義の本質は自由政治（free government）に

あり、その核心は自由承認（free consent）にある主張した。また『孟子』の

「力を以て人を服するは心服するに非ず。力 贍らざればなり」を引用して、

「心から服従しない限り、自由承認（free consent）は生まれない。すべての

事において人を悦服させる。そもそも悦服と呼べるものは、外からの力ずく

の強制によって獲得されるものではない。」3と指摘する。民衆一人一人の願

望や利益は十人十色であり、お互いに矛盾したり衝突したりすることもある。

しかも集団と個人において、また集団同士の利害も一致するとは限らない。

そこで民衆同士の分裂や排斥、衝突などの事態を避けるために、個人の特殊

な利益に制限を設けて相互の利害関係を調整する必要がある。李大釗は、こ

うした調整が依拠する原理と原則は、強制や武力ではなく「自由承認」でな

                                                      
1 李大釗「強力與自由政治」『李大釗文集』上巻、第 545-546 頁。 
2 李大釗「強力與自由政治」『李大釗文集』上巻、第 543-544 頁。 
3 李大釗「強力與自由政治」『李大釗文集』上巻、第 543 頁。 
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くてはならないとする。そして自由承認の結果が、最終的には公共意志すな

わち「国民の公意」として、また前に述べた「一般意志」もしくは「群衆意

志の累積」4として結晶するのであり、「多数派と少数派で国民の公意を形成

するその力は……国民のfree consentが持つ力なのである。」5と述べている。 

 政治文化の発展から見ると、「公意」（la volorte generale）と「衆意」（la volorte 

de tous）の区別は、ジャン・ジャック・ルソー（Jean-Jacques Rousseau）に始

まる。『社会契約論』（The Social Contract）において、ルソーは、自由とは人

民の自主であり、全ての人が平等に参加する立法の自己実践であるとした。

人民の主権意志の体現としての法律の普遍性は、普遍的利益にして始めて人

民の普遍意志となることを決定するが、これによって公意と衆意を区分しな

くてはならない。前者は公共利益を根拠とする普遍的な共同意志である。一

方、後者は相互に衝突する可能性のある個別の意志の総和である。1国家が人

民全体の権利を守るためには、公意を基礎としなくてはならないが、衆意も

また公意の決定に参加しているのだから、衆意は公意の基礎といえる。しか

し、衆意がそもそもどのようなメカニズムで公意に昇華するのかについて、

ルソーの説明は不十分である。もしかすると社会は類似物の化合の過程から

生まれるというルソーが提起した考え方が、公意の形成を理解するうえで役

に立つかも知れないが、これは一種の比喩的説明であることは疑いない。2バ

ーナード・ボザンケ（Bernard Bosanquet） は著書『国家論』（The Philosophical 

Theory of the State）において「国家至上論」を展開し、「国家は公共意志の体

現」であるから、個人の集団への服従を強調した。一方で、ルソーの公意と

衆意の区別を継承し、個別意志の総和と「共同利益を目的とする真の意志と

                                                      
4 全体的に見ると、李大釗がいう「衆意の総和」や「群衆意志の累積」は、ルソーの

いう「衆意」（純粋に数量を総計した結果）よりも、同じくルソーの「公意」（普遍的

で共通の意志）に近い意味で用いられている。ルソーのいう「衆意」を、李大釗は「各

人の意志の総和」と呼んでいる。『李大釗文集』上巻、第 545 頁を参照。 
5李大釗：「強力與自由政治」、『李大釗文集』、上巻、第 543 頁。 
1 ルソー『社会契約論』（何兆武訳、商務印書館、1994 年）第 39 頁。 
2 ルソー『社会契約論』、第 192 頁。ハーバーマスはかつてルソーの「非公共世論の

民主」に対し批判をした。その理由は、ルソーが公意の形成を、心中のコンセンサス

あるいは暗黙の了解であると見なし、公衆の間での論争を通じて得られるコンセンサ

スであると見なかったからである。ハーバーマス『公共領域的結構転型』、第 115 頁。 
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の区別は、単純な集合体と有機的に統合した存在という根本的な差異にある」

3としたが、他方、彼はいかにして衆意の基礎の上に立って公意を形成するか

という問いに対しては合理的な回答を見出すことができなかったようである。 

 李大釗はルソーやボザンケ等の公意と衆意の区別を受け入れた。さらに重

要なのは、「自由承認」を導入して公意の形成過程を説明したことである。そ

れによると、「（自由承認は）多数派が少数派を支配するのではなく、問題が

発生したときに、ひとびとが自由平等の角度から、十分な討議と確実な比較

検討を行い、一つの共通した公的認可を求める。詳細に討論が尽くされた段

階に至って、そこで多数決によって結果を決める。討論の過程においては、

多数派は少数派の精神を受け入れるように努める。決議がなされた後は、少

数派は多数派の道義に従うようにする」4。理論的には「自由承認」の本質は、

公共圏における思想と言論の自由という二大原則の具体化であり、主に以下

の諸部分に関連している。一、民衆間の公開討論と自由論争。二、これを基

礎とした多数決。三、討論と論争における多数派の少数意見に対する寛容。

要するに、民衆は「自由承認」の原則を遵守し、たがいに錯綜し時には衝突

する利害関係や意志に対して、公開討論や自由論争を通じて「公同の承認」

を求め、様々な個人意志間の調整をはかり、公共意志を形成するということ

である。 

 李大釗がなぜ「多数派に対する少数派の服従」ではなく、「自由承認」を用

いて公意の形成過程を説明したのかといえば、そこにはミルの影響が非常に

大きい。すでに述べたように、李大釗はかつて民衆の自由の重要性を強調し

たとき、思想と言論の自由に関するミルの言葉を直接引用している。ここに

おいて李は思想と言論の自由によって「自由承認」を理解したのみならず、

一歩進んで指摘した。もし公共意志の形成が少数派の多数派への服従と見な

されるならば、こうした公意すなわち「いわゆる人民の意志は、実際には最

                                                      
3 ボザンケ『国家論』（汪淑鈞訳、商務印書館、1995 年）第 132-133 頁。李大釗は『強

力與自由政治』の中で、この部分を「意志の総和と意志の一致の違いとは、ちょうど

単純集合体と有機体の違いのようなものである」と訳している。『李大釗文集』上巻、

第 546 頁を参照。 
4 李大釗「強力與自由政治」『李大釗文集』上巻、第 543 頁。 
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も多数を占めているか、あるいは最も積極的な人民の意志であるに過ぎない。

あるいはまた自分を多数派だと認定してもらった人々の意志に過ぎないので

ある。その結果、人民は自分自身の一部を抑圧する」ようになる。すなわち

実践の過程で、ミルのいう「多数派による暴虐」を招いてしまう恐れが十分

にある。1李大釗はまさにこうした危険を鑑みて、「今日多数決制は民治の手

段として行われている。だが、ここには民治の精神は存在しない。」2と強調

している。 

 政治文化の進展であれ民主政治の実践であれ、李大釗の上記の思想――民

衆は「自由承認」の原則を遵守し、公共圏における公開討論と自由論争によ

って公共意志を形成するという思想――は非常に重要である。思想の伝統か

らいうと、ルソーやボザンケは社会全体主義（social holism）と共和主義

（republicanism）の伝統を代表し、ミルは社会原子主義（social atomism）や

自由主義（liberalism）の伝統を代表している。社会全体主義者のある者は往々

にして個人の意志を超越した「公意」だけを承認し、自由主義者のある者は

個人意志の総和としての「衆意」だけを承認する。理論的には、個人だけが

真実の実体であるとする社会原子主義はそもそも誤りである。しかし社会全

体主義がもし公意形成のシステムを解明できなければ、別のところで公意の

基礎を探るしかないであろう。この基礎が絶対精神や神であろうと、抽象的

な「人民」や「理性」であろうと、社会学のレベルではいずれも特殊な人格

によって代表されなくてはならない。このようであるからして、実際の歴史

過程において、個人や党派の独裁統治に根拠を与えることになる。ルソーの

思想がジャコバンの独裁政治の中に現実化したことは否定しようのない歴史

的事実である。3李大釗は「自由承認」を公意の形成過程に組み入れ、理性あ

る社会の一員は誰でも、公開討論に参加する権利や自由に意見を発表する権

利を持っており、こうした公開討論や自由論争を通じてコンセンサスを得る

                                                      
1 ミル『自由論』、第 4 頁。 
2 李大釗「強力與自由政治」『李大釗文集』上巻、第 545 頁。 
3 朱学勤は、ルソーの「公意」が政治実践にもたらした結果を、「自由の喪失」と「政

党政治の破滅」として概括した。『道徳理想国家的覆滅』（上海三聯書店、1994 年）

第 77-83 頁。 
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のだと主張した。このようにしてミル、ルソー、ボザンケそれぞれが代表す

る思想の伝統はごく自然に融合されたのみならず、自由と平等、統一と多様、

多数派の権利と少数派の権利といった関係もいっそう巧みに統一されたので

ある。 

 李大釗は観念の上で民主的政治文化の諸問題に対して深い思索を行うと同

時に、いかにして民主的政治文化を育成するかについて初歩的な模索を行っ

た。大体、以下のような経路をたどった。 

 第一に、普遍的な「国民教育」を実施して国民の立憲民主の素養を培うこ

と。 

 李大釗は、具体的な制度は人によって解釈され運用され執行されるのであ

るから、民衆に政治に対する正確な理解とそれに相応する政治文化の基礎が

無ければ、民主政治制度の建設は最終的な成功を収めるのはむずかしいとい

うことを見て取った。李大釗は早くも 1913 年に「民力」と「民権」の間の「不

均衡」を指摘している。「民力は民徳に宿り、民権は民力に担われる。徳のな

い人民は力など持ちえない。力を持たない人民は権力など持ち得ないのであ

る。」1だからして、中国社会が真に進歩し、民主共和が確固たるものになる

ためには、民力と民徳を向上させねばならず、民力と民徳を向上する唯一の

手段は「国民教育」に従事することであると彼は指摘した。「私が願うところ、

仁人君子が革命に奔走する精神を奮い起こし、政権を奪取する気概を奮い起

こして国民教育に従事するならば、十年の後には、観るべき効果が期待でき

る。民力が厚みを増し、権力が自然と民衆に帰すならば、あなた方先覚の君

子たちに剣を抜き柱を撃つようにして、吾が人民のために権力を今日に争う

ことを煩わせるまでもないであろう。」2李大釗が理解する立憲民主の素養は、

当然多方面の内容に及んでいる。前に述べたとおり、国民の「何事も感情が

主となり、理性が主とならず」、「何事も腕力で争い、法律で争わない」こと

に対して、こうした素養の核心にはまぎれもなく理性的精神と法治の意識が

ある。前者は、政治的決定が実施される前に、公共圏において民衆が「自由

承認」の原則に基づき公開討論と自由論争を行い、異な意見の対話を通して、

                                                      
1 李大釗「論民権之旁落」『李大釗文集』上巻、第 41 頁。 
2 李大釗「論民権之旁落」『李大釗文集』上巻、第 43 頁。 
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最終的に妥協とコンセンサスに達成するべきだと強調する。後者は、公開さ

れた、普遍的に存在する、安定した法律制度を制定し、法律の枠組みの中で

意見を述べ行動し、各方面の意志や感情を調整し融合することで公共意志を

形成することを要求している。 

 第二に、伝統の中から民主的要素を発掘し、民主的政治文化の基礎を固め

ること。 

 専制的な政治文化を批判する中で、李大釗は「民彜與政治」（1916 年 5 月

15 日）を著し、伝統的な「民彜」観を創造的に解釈することにより、「民彜」

中にある民主的要素を汲み取り、民主的政治文化の基礎を構築した。『詩経・

大雅・烝民』に云う、「天は烝民を生ず、物有り則あり。民の秉彜、是の懿徳

を好む」。李は「天は万民を生み出したが、形而下の器が有れば、必ず形而上

の道が有る。道とは理のことであり、斯の民の生はすなわちこの理に本づい

て性となし、至善に趨くことを最終目標としている。そこでその意味をとっ

て民彜と名付ける。」と考えた3主体に内在する先天的な本体として、民彜は

理を性とし、至善に向かうものであり、一種の理性原則と道徳意識を体現し

ている。したがって、李大釗は「民彜は、吾が民が事理を衡量する道具であ

り」「すべての真理の判断基準である。」4と主張する。善悪の判断基準や価値

基準として、民彜は一人一人個人の中に賦与されており、「聖人と一般民衆の

知能はかけはなれたものではなく」、「秉彜の根本には大きな懸絶はない」1と

する。これにより、一人一人が平等に善悪を判断する能力を具えていること

が肯定される。個人の間柄は平等であり、互いに尊重すべきであり、さらに

進んで互いに疎通し、政治生活の領域において「他人の自由を尊重すること

と、他人に自分の自由を尊重するよう求めることが等量であることが実現す

れば、自由の基礎はここにおいて始めて固まり、立憲政治が始めて完成する」

2。 

 第三に、民主的政治文化の育成におけるエリートの模範的作用についての

                                                      
3 李大釗「強力與自由政治」『李大釗文集』上巻、第 153 頁。 
4 李大釗「強力與自由政治」『李大釗文集』上巻、第 154 頁、第 159 頁。 
1 李大釗「強力與自由政治」『李大釗文集』上巻、第 167 頁。 
2 李大釗「議会之言論」『李大釗文集』上巻、第 315 頁。 
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強調。 

 普遍的な「国民教育」によって国民の立憲民主の素養を育成するとともに、

李大釗はとりわけ「上流階級は自らが手本となり、早急に立憲国民としての

修養を高め合おう」と宣伝し、彼らに「儒学の忠恕の道、西洋哲学の自由・

博愛・平等の理に依拠し、自分を重んじ人の人格を重んじる。各人が均しく

自恃を懼れ慎み、克己の精神によって法礼を遵守する習慣を養成し、立憲紳

士の風格を完成する」3 ことを要求した。少数の仁人君子が国民教育に従事

して民主的な政治文化の育成を推進することを願うに始まって、上流階級が

身をもって範を示すことを呼びかけるまで、李大釗は民主政治の成功には衆

望の指導者、すなわち「群枢」や「中枢」が必要であると考えた。彼の見る

ところ、「集団の中には、必ず中心人物がいてその集団を統率している」ので

あり、当時の中国にはナポレオンやワシントンのような人物こそいなかった

が、民衆の中の新しい知識人の幾人かは、道徳をわきまえ、民主の信念を持

ち、気骨があり、高い学識を具え、指導者となるだけの人望を有していた。4

 第四に、「中心勢力」を育成し、民主政治の建設を委託することを主張し

た。 

 1917 年 4 月、李大釗は「中心勢力創造論」を発表し、中国の当時の政治系

統は国家側の軍系統と国民側の政治系統に分かれており、後者はさらに穏健

派と急進派の二大系統に分けられるとした。こうした系統間や各系統内部で

の争いが絶えず、それゆえ「どれもこれも、政情不安定な国家を支える中心

勢力となることはできない」。これについて李は、民主政治の希望を新しい勢

力に託し、「こうした勢力は必ず中流社会を中軸とし、国民の勢力を擁有しな

ければならない。そうすれば国家の運命は永久のものとなるだろう。」5と提

唱した。ここでいう「中級社会」あるいは「中流社会」は、辛亥革命前後に

は「中等社会」6と呼ばれることの方が多かった。李大釗の言う「中等社会」

                                                      
3 李大釗「立憲国民之修養」『李大釗文集』上巻、第 334 頁。 
4 李大釗「風俗」、『李大釗文集』上巻、第 90-94 頁を参照。 
5 李大釗「中心勢力創造論」『李大釗文集』上巻、第 465 頁。 
6 「中等社会」についての詳細な叙述は、陳旭麓『近代中国社会の新陳代謝』（上海

人民出版社、1992 年）第十四章を参照のこと。 
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が意味するのは、「社会の恒産所有者」のことである。「今後、国民が速やか

に覚醒し、政治を食い物にする輩を政界から駆逐し、中流社会の恒産所有者

がみずから進んで新たな中心勢力を形成し、それを以て国家の基礎となすべ

きである」1、そうして始めて真の民主と共和が可能となるのである、と李大

釗は考えた。 

二、 政論家と政治家の間： 
信仰の自由問題にみる李大釗理論と実践の緊張 

 政治の民主化の過程は非常に複雑である。理論的な深い分析が必要である

のはもちろんのこと、実践的な具体行動からかけ離れてしまうわけにもいか

ない。1919 年以前、李大釗は都市の公共圏と民主的政治文化およびその育成

等の問題について深遠な理論的考察を行っただけでなく、民間団体の設立や

新聞･雑誌の編集を通じて公共圏の構築や社会世論の産生、そして民主的政治

文化の育成に身を投じた。民主政治の実践という点からすると、彼の理論と

実践の間に生じた対立と矛盾が、この問題の複雑さをいっそう浮き彫りにし

ている。 

 李大釗思想の重要な根拠の一つとなっているのはミルの思想である。ミル

は民主的政治文化の建設において「真理」の概念および真理と誤謬の区別を

非常に重視した。著書『自由論』の中で、思想と言論の自由は人類の精神上

の福祉のために必要なものであるとする。人間が過ちを犯すのはごく自然な

ことであり、したがって抑圧された意見が正しいということもありうる。た

とえ抑圧された意見が全体的には誤りであったとしても、その中に一部の真

理が含まれていることもありうる。それゆえ異なる意見どうしが論争するこ

とによって、見過ごされそうになった真理を補足することができるのである。

たとえ公認の真理が本当に真理であったとしても、やはり論争を経ることに

よってはじめてドグマに変質することから免れる。しかしドグマは認識に有

害であるだけでなく、人間の行動に対しても有害である。しかし、個人の意

見や人類全体の認識には限界があり、時に過ちも犯すということを前提とし

                                                      
1 李大釗「中心勢力創造論」『李大釗文集』上巻、第 466 頁。 
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て、ミルは意見には真偽の区別、次元の高低の区別があることを認めたが、

こうした区別は一目瞭然であり、一旦決定したら永遠不変であるとは考えな

かった。だからして、公共討論と自由論争の場では、優勢を占める側や多数

派は、自分の意見が誤りであるかもしれないこと、自分と相反する意見の方

が正しいかもしれないことを意識しなければならない。ここにおいて、異な

る意見に対しても寛容な態度を持たなければならないということになる。 

 民主的政治文化およびその育成について、李大釗には、自分の論述は真理

であり、疑う余地の無い信頼性を持っているという自信があった。李は「真

理を語る者のいわゆる真理は」「必ずしも果たして真理であるわけではない」、

「たとえ真理を含んでいたとしても、全てが真理であるわけではない」とい

うことを認めた後ですぐに続けて言う。そうはいっても、「自信をもって自ら

が言うところの真理を認識する者は、たとえ真理に違背することがあったと

しても、真理はやはり自らを信じる力を媒介として成就するものである。」1ミ

ルは、人数の上で優位な立場にある人は自分の意見に誤りがある可能性を意

識し、異なる意見に対しても寛容な態度をとるべきである、と強調した。こ

れに対し、李大釗は次のように考えた。人数の上で弱い立場にある人は、真

理は多数派側にのみ存在するものではないことを認識すべきである。たとえ

自分の観点が特殊であったり大胆不敵であったりしても、自分が正しいと思

う以上はそれを貫き通すべきである。「今日、私は孔子を、釈迦を、キリスト

を信ずるよりも、むしろ真理を信じよう。」2

 理論上では、人の認識の誤謬性を承認することと、自分が正しいという考

えを堅持することとは矛盾しないが、学者の自信と政論家の自信、政論家の

自信、ここには径庭の差がある。1917 年の 2 月から 3 月にかけて、李大釗は

前後して「政論家與政治家」二篇を書き、「政論家と政治家の職業的境界」に

ついて意義深い論を展開した。李が上で述べたような区別に対して意識的で

あったことをある程度うかがい知ることができる。しかし、李大釗の宗教に

対する態度を分析するなら、理論上は容易に明瞭な線引が可能であるのに、

実際の行動では往々にしてそう簡単にすまないものであると分かる。 
                                                      
1 李大釗「真理之権威」『李大釗文集』上巻、第 446 頁。 
2 李大釗「真理（二）」『李大釗文集』上巻、第 262 頁。 
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 袁世凱が政権を取ってまもなく、第一回国会憲法起草委員会は憲法の起草

に着手した。期間中、康有為は黎元洪や段祺瑞および国会議員に続けさまに

書信と電報を送り、憲法の中に孔子の教えを尊び、行跪拝礼し、祭祀を行う

等の内容を盛り込むよう求めた。1913 年に制定した『中華民国憲法草案』（歴

史では『天壇憲草』と称される）では、第十九条において、「国民教育は孔子

の道を以て修身の大本とする」と定めている。李大釗はこれが思想の自由に

与える影響の甚大さを痛感し、1916 年 12 月に「憲法與思想自由」という文

章を発表して反駁を加えた。李は、思想の自由には、出版の自由、信仰の自

由、そして教育の自由の三項目が含まれると考える。信仰の自由について言

えば、孔子一家の学説を国教と規定する『天壇憲草』は、民衆の信仰の自由

を奪うだけでなく、論理的にも極めて荒唐無稽である。3一方で、政教分離は

大勢の赴くところであり、今になっていたずらに国教を定めるのは全く歴史

の流れに逆行するものである。また一方で、中国の各民族の信仰はそれぞれ

異なり、「儒教、仏教、道教、イスラム教、キリスト教などが混在している」

ので、孔子の学説だけを憲法に取り入れたのでは、実際の状況にもそぐわな

いし、憲法の権威性を損なうことにもなる。李はこう断言する、「ある宗教を

信じることは、心の安寧を求めることであり、人類の精神における自然な要

求であるから、人為的な力でこれに干渉してはならない」。しかしこうした自

                                                      
3 李大釗は孔子と孔子の学説を完全否定しているわけではなく、理性的な分析の態度

を示している。一方で、「孔子の道には多少真理に合致する部分がある。しかし私は

これを否定し排除する立場をとる。」とする。また一方で、「孔子は歴代帝王の専制の

護符であり、憲法は現代国民の自由の手形である。専制は自由を認めないので、孔子

は憲法の中にあってはならない。今、専制の護符である孔子を自由の手形である憲法

の中に組み入れてしまったならば、その憲法は専制を萌芽する憲法であって、自由を

育む憲法ではなくなる。民権を束縛する憲法であって、人権を解放する憲法とはなら

ない。野心家に利用される憲法となり、一般民衆が日常で享受できる憲法とはならな

い。これは専制政治が復活する予兆であり、偽善政治の発端である。」と述べている。

これはつまり、李大釗の孔子と孔子の学説に対する批判は、前者が既に君主専制に適

合した権威主義的価値体系の象徴となっている点に着目したということである。した

がって、「孔子を排撃するといっても、孔子本人を排撃するわけではなく、歴代の君

主が作り上げた偶像的権威としての孔子を排撃するのである。孔子を排撃するのでは

なく、専制政治の魂を排撃するのである」。「孔子與憲法」「自然的倫理観與孔子」等

の文章を参照、『李大釗文集』上巻。 
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由はまた「いかなる宗教であれそれを信仰しない自由」1をも包括する。 

 この点で、李大釗の宗教に対する態度はミルのそれと酷似している。理論

上は信仰の自由を明言しているものの、一方で自分は非宗教的な態度をとる

のである。20 世紀初めの中国において、民間で様々な伝統宗教が盛んであっ

たほか、国内の権力者は儒教を国教とすることを主張し、国外の列強はキリ

スト教布教の強力な後ろ盾となっていた。このような状況下では、カール・

ポパー（Karl Popper）のいう「寛容の矛盾」2は免れ難い。したがって李大釗

はごく自然に議論の重点を、信仰の自由ではなく不信仰の自由（「いかなる宗

教であれそれを信仰しない自由」）に置いた。たとえ不信仰の自由とは本来は

信仰の自由の中に論理的に包含されるものなのであるが。  

二ヵ月後の 1917 年 2 月、李大釗は再び「真理」という短文二篇を書き、真

理と迷信の対立を強調した。「真理とは、必ず科学に基づき、科学の論理に循

い、それによって人類の智慧と観察を表現している。伝説の迷信に覆い隠さ

れるようなものではない。」3「真理とはすなわち自然の因果であり、宗教伝

説とは神秘的な迷信である。」4彼からすると、孔子の道、仏法、キリスト教

などがもし真理であるならば、科学に属するものであり、「一人や一つの宗教

によって独占されるものではない。」したがって、必ずしも信教の自由によっ

て保護を加えなくともよい。これを前提として、李はさらにこう提唱する。

「いやしくもわれわれがこの憲法を守って真理を保有し、文化の作用を推進

しようと望むなら、信教の自由を排斥し、不信教の自由を主張しなくてはな

                                                      
1 李大釗「憲法與思想自由」『李大釗文集』上巻、第 248-249 頁。 
2 いわゆる「寛容の矛盾」とは以下のことを意味している。「寛容性を無限に広げる

と、寛容は必ず消滅してしまう。もしもわれわれが無限の寛容を非寛容にまで広げた

ならば、またもしもわれわれが非寛容論者の攻撃を免れるようにと寛容な社会を保護

するための準備を怠っていたとしたら、寛容論者も寛容ともども消滅してしまう。…

…したがって、われわれは寛容の名において、非寛容論者を寛容しない権利を要求し

なくてはならない。ゆえに、容認されない運動はすべからく法律によって定めること、

殺人や誘拐や奴隷貿易の復活を煽動することと同様に、非寛容の煽動や迫害行為も犯

罪と見なすことを宣言する――われわれはこのように主張すべきである。」ポパー『開

放社会及其敵人』（The Open Society and Its Enemies）第一巻（陸衡等訳、中国社会科

学出版社、1999 年）第 232 頁。 
3 李大釗「真理」『李大釗文集』上巻、第 261 頁。  
4 李大釗「真理（二）」『李大釗文集』上巻、第 262 頁。 
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らない。」5

 声高に「信教の自由の排斥」を訴え、それを憲法に盛り込むことを主張す

る。李大釗のこの挙動は、彼がこれまで一貫して主張してきた、政教分離と

信仰の自由原則とは明らかに緊張と矛盾をはらんでいる。理論的には、こう

した緊張と矛盾が関わるのは、言論の自由と行動の自由の区別、言論と行動

の境界線といった問題である。ミルの自由主義の伝統についていうと、現在

に至るまで、ミルが唱える自由主義と猥褻な物品や敵対的な言論、ドラッグ、

堕胎等に関する欧米社会における論争をいかにして連係させるか、一人の言

論や行動が他人を「傷つける」ことをどう判断するのか、これにも多種多様

な観点がある。1

 李大釗の、民主政治における理論と実践のあいだに生じた緊張と矛盾は、

一面では、民主政治を建設することの複雑性を反映するものだといえる。ま

たある面では、実際行動と公共討論と学術研究という三つの領域の区別を重

視するようわれわれに注意を喚起しているのである。もちろん、この三つの

領域にはっきりとした線引きをするのは実に困難である。しかし理論上はそ

れらの区別を重視し、実践においては他のもっと重要な区別――思想の自由

と行動の自由の範囲の区別、異なる観点の間の争いと異なる観点を持つ人々

の間の争いの区別――を重視することが大切である。この二つの区別を重視

し、公開討論とりわけ学術討論の範囲内において、寛容の精神と批判精神の

結合を重視することは、実際の制度と法律および政策決定に合理的基礎を提

供する助けとなるばかりでなく、開かれた公共圏と民主的政治文化を育成す

る助けにもなる。 

 

 要するに、民間団体の建設や新聞雑誌の編集など、1919 年以前の李大釗は

近代中国の都市における公共圏の形成と発展に尽力し、民主的政治文化とそ

の育成に関する諸問題について思索を重ねた。その理論と実践の間に生じた

緊張と矛盾は、われわれが今日再びこの問題について思考をめぐらし解決し

ていこうとする時、彼の思索は重要なバックボーンとなり、大いにわれわれ

                                                      
5 李大釗「真理」『李大釗文集』上巻、第 261 頁。 
1 Gerald Dworkin (ed.) :Mill’s “On Liberty”, Rowman & Littlefield Publishers、1997を参照。 
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を啓発してくれるであろう。1919 年以後、李大釗は北京大学の職にあり、ま

た他の大学でも授業や講演を行ったが、やはり「新青年派」の同人たちと共

に『新青年』や『毎周評論』を編集出版し、知識人の身分で公共的な交流に

積極的に参加し、時代精神と社会世論を先導した。だが、マルクス主義に傾

倒し、中国共産党の設立に参加し、国民革命に身を投じるようになるにつれ、

彼の身分は一人の大学教員、理論家、政論家から実践家、政治家、革命家へ

と変化していった。しかし、都市の公共圏から退き、政治運動に直接参加す

るようになっていく過程においても、李大釗は依然として民主的政治文化の

核心概念と基本原則としての「自由承認」を堅持しつづけた。同時に、マル

クス主義の基礎の上に、民主政治の若干の問題に対して新しい思索と実践を

加えた。当然ながら、こうした内容は本論の論述範囲をこえるものであり、

また別の論文の主題となるであろう。2

 

（翻訳：大阪市立大学文学研究科博士課程 井戸有紀） 

                                                      
2 1923 年出版の『平民主義』において、李大釗は六年前の「暴力與政治」と「強力與

自由政治」の文中における「自由承認」についての論述を一言一句踏襲する一方で、

社会主義体制下における自由と平等、統一と多様、社会と個人、自由と秩序、「大同

団結」と「個性解放」などの関係についてさらに踏み込んだ議論を試みている。また、

民主主義に関わる「聯治主義」（すなわち連邦主義）、女性解放、「労働者の政治」な

どの問題についても透徹した論述を行っている。この分野の問題に関する初歩的な研

究は、拙著『李大釗哲学研究』（華東師範大学出版社、2000 年）第五章・第六章を参

照のこと。 
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