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近代日本政治経済思想における「中国」 
 

山﨑 好裕 

 
概要 

 
 明治以降、日本の政治経済思想の形成において「中国」という観念の存在は極めて重要な
役割を果たしてきた。本稿では、この点を三つの主題に分けて歴史的に論じていく。まず、
第 1 の主題は辛亥革命である。このテーマの下で論じられるのは、宮崎滔天と北一輝の実
践、あるいは思想ということになるであろう。第 2 の主題は大東亜共栄圏である。このテー
マに関しては、石原莞爾の東亜同盟論と西田幾多郎の世界新秩序論が取り上げられ、比較の
下に論じられる。第 3 の主題は「近代の超克」座談会を巡る戦後の議論である。論者として
は竹内好と廣松渉が詳細に分析される。こうした行論のなかで、現代に至るまで日本の政治
経済思想にとっての「中国」は「中国」という理念でしかなかったことが明らかにされてい
く。 
 
 
JEL 分類番号：B19, B24, F51, F54. 
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Abstract 
 
     The Concept of “China” played an important role in the formation of political and 
economic thoughts of modern Japan since Meiji Era. This paper discusses the development 
the thoughts from the three aspects. The first theme is Xinhai Revolution. Under this theme, 
Tohten Miyazaki and Ikki Kita will be treated. The second theme is Greater East Asia Co-
Prosperity Sphere. As for this theme, we discuss the plan of East Asian League by Kanji 
Ishihara and the theory of global new order by Kitaroh Nishida in comparison. The third 
theme is the critiques about the round-table discussion on “overcoming the modern” after 
World War II. We will treat Yoshimi Takeuchi and Wataru Hiromatsu. This paper will prove 
that “China” to political and economic thoughts of modern Japan is no more than just a 
concept of “China” after all. 
 
 
JEL classifications: B19, B24, F51, F54. 
 
 
Keywords: “China”, Xinhai Revolution, Greater East Asia Co-Prosperity Sphere, 
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はじめに 
 
 中国は日本にとって古くから、現実の隣国であると同時に、古くから文化のやって来る外
国であり、極度に理念化された存在であった。これは明治維新以降の近代でも変わりはなか
たし、ある意味で現在もそうであると言っていいかもしれない。本稿では理念としての「中
国」が近代日本の政治経済思想の形成に果たした役割を、三つの観点と 6 人の人物に光を
当てることで示したい。そのことは、現在の日本にとって、現実に政治面、経済面で重要な
国である中国と、外交的、軍事的に駆け引きを繰り広げていく上でも欠かせない作業であろ
う。 
 まず、中国自体にとって近代の開始を告げることになった辛亥革命が、近代日本の政治経
済思想の形成に与えた影響を考える。取り上げる人物は宮崎滔天と北一輝である。この対照
的な二人の人物は、辛亥革命から強いインパクトを受けて思想形成するとともに、辛亥革命
に明に暗に貢献をもした。そして、近代日本が中国とどのように関わっていくかについて、
典型的なパターンを決定したと言っていいかもしれないのである。 
 次に、昭和の軍国主義の下で日本が中国を侵略の対象としていく指導理念となった大東
亜共栄圏について分析の対象とする。対比的に取り上げる人物は石原莞爾と西田幾多郎で
ある。陸軍の天才の異名をとった石原は、世界最終戦構想の下で、大東亜共栄圏の原像とな
った理念の形成に与って力があった。政権から依頼を受けて大東亜共栄圏の哲学的理念の
形成に影響力を持った京都学派の西田幾多郎は、大東亜共栄圏において日本の果たすべき
役割について、深みのある議論を展開した。尤も、西田の理念は、一般国民はもちろん、彼
の直接の弟子筋にすら理解されたとは言い難い。 
 最後は戦後の思想展開である。戦時中、雑誌『文學界』誌に掲載された「近代の超克」座
談会は、中国文学研究者である竹内好と、マルクス主義の哲学者である廣松渉の双方から真
摯に論じられることになった。彼らは左右双方から異なった意味で「近代の超克」に反発と
共に強い共感を示さざるをえなかった。そこには、イデオロギーの左右を超えて近代日本の
政治経済思想が受ける他なかった運命的な刻印が明瞭に示されている。 
 
 
1．辛亥革命―宮崎滔天と北一輝 
 
 北一輝に取り合わせるに、何故宮崎滔天なのか。こう考える向きも少なくないどころか多
いことだろう。敢えて図式化していうなら、北一輝が理知の人であるのに対して、宮崎滔天
は行動の人である。そして、北が理論家として成功したがゆえに殺されたのに対し、滔天は
革命家として失敗したがゆえに生き永らえた。だから、二人なのである、というのはむしろ
屁理屈かもしれない。本稿で二人を取り上げるのは、二人を通して日本人にとっての辛亥革
命の意味を浮き彫りにしたいためであるというのが正直な理由なのだ。 
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 宮崎滔天、本名寅蔵は 1870 年の生まれであり、北一輝、本名輝次郎は 1883 年の生まれ
だから、滔天の方が 13 歳年上である。しかし、北は文筆の世界で極めて若くして、その煌
めく才能を発揮していく。郷里の佐渡で森知機が創刊した『佐渡新聞』紙上に、20 歳の北
は次々と日露開戦論や国体論を発表した。そして、23 歳になった北の名を高からしめたの
は、明治 39（1906）年に出版された処女作『國體論及び純正社會主義』である。だが、こ
の著作は各方面から称賛されながら、5 日で発禁処分となった。失意の北は、滔天ら『革命
評論』同人たちと知り合い、中国同盟会にも入党したのであった。 
 一方、その滔天であるが、一兄、二兄と呼んだ民蔵、弥蔵とともに、熊本協同隊を率いて
西南戦争を戦い、明治 10（1877）年に銃弾に斃れた長兄八郎の強い影響を受けて、革命家
としての道を進んでいった。そんななか、明治 30（1897）年、滔天は横浜で孫文と出会い、
徐々にではあるが強い感銘を受ける。そうして、革命のために奔走した滔天であったが、明
治 34（1901）年、犬養毅邸で開かれた新年会の席上、内田良平と口論となり、投げつけら
れた杯で額に大怪我するという事件に巻き込まれた。滔天はこれを機に、浪曲師・桃中軒牛
右衛門として話芸の世界で革命を宣伝する道に進む決意をする。この決意表明のために書
かれたのが「三十三年之夢」であり、『二六新報』紙上に明治 35（1902）年 1 月 30 日から
6 月 14 日までの間発表された。 
 このなかで、滔天は、最初「好箇の紳士」然として「何となく物足らぬ心地」1がした孫
文が、革命を語ると「いつしか脱兎の如くなり」2、「ついに猛虎深山に嘯くの慨を示」3した
と書いている。これは滔天の記す孫文の言葉である 4。 
 

 余は固く信ず、支那蒼生のため、亜州黄種のため、また世界人道のために、必らず天
のわが党を祐助するあらんことを。君らの来たりてわが党に交を締せんとするは、すな
わちこれなり。兆朕すでに発す。わが党発奮して諸君の好望に負かざるを努むべし。諸
君もまた力を出だして、わが党の志望を助けよ。支那四億万の蒼生を救い、亜東黄種の
屈辱をすすぎ、宇内の人道を回復し擁護するの道、ただ我が国の革命を成就するにあり。
この一事にして成就せんか、而余の問題は刃を迎えて解けんのみ 

 
 孫文は革命が中国人民だけでなく、アジアのすべての民衆のためのものであり、さらに人
類全体のためであると述べたというのである。滔天らはまさにここに大義を見出したので
あって、アジア民衆を救うことに命を懸けようとしたのだと言っていいだろう。そこには日

                                                       
1 宮崎（1993）、179。 
2 同上、180。 
3 同上。 
4 同上、182－183。 
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本が中国を自らの権益のために侵略していこうという意図は、おそらくまだ見られない。 
 さて、滔天は明治 35（1902）年 3 月 23 日、芝愛宕下町に桃中軒雲右衛門の門を叩いた。
滔天は師匠の読んでいた『二六新報』にあった自分の連載を示して言う 5。 
 

 これ余が自己の経歴を書して、以って半生の懺悔に代ゆるところ、その意、実に世を
棄てて浪花節の群に入るを希うものなり。願わくはこの意を諒して、乞うところを許せ 

 
 こうして浪曲師となった滔天であったが、まるっきり成功しなかった。そもそも、学生時
代から人前で話すことが全く苦手なのである。大きな身体に冷や汗をかいて、もう話すどこ
ろの騒ぎではない。そんな人間が浪曲師としてどうやって成功しようというのだろう。革命
を語ろうとして語ることのできない滔天に、彼の存在のすべてが表されているような気が
する。いや、滔天の存在というより、革命そのものの本質と言うべきであろう。つまり、滔
天の存在こそが革命の本質なのである。革命は決して理屈をもって語りえない。理性で明瞭
にできない不気味な闇を抱えている。革命はただ進行する。滔天がただ行動するのと同じこ
とである。 
 滔天は結局いつの間にか革命の渦のなかに舞い戻っていた。明治 38（1905）年 7 月、黒
龍会の内田良平によって東京に招かれた孫文は、革命のための大同団結の準備に取り掛か
った。8 月 20 日には玄洋社の頭山満の赤坂の家の 2 階で中国革命同盟会、後の中国同盟会
が設立されると、滔天ももちろん参加する。滔天はさらに、翌年、板垣退助の秘書・和田三
郎、平山周、萱野長知らと革命評論社を設立し、明治 40（1907）年から雑誌『革命評論』
の発行を始めた。北一輝が滔天らに合流したのは、まさにこの時期である。 
 辛亥革命成功後の明治 44（1911）年 10 月、宋教仁から電報を受け取った北は、黒龍会の
発行する『時事月函』の特派員として上海に赴いた。だが、北の滞在中に宋が暗殺され、犯
人として孫文の名があがった。退去命令を受けた北は、帰国後の大正 4（1915）年と翌年に
分けて、大正 10（1921）年に大鐙閣から出版されることになる『支那革命外史』6を執筆し
たのであった。 
 北の『支那革命外史』を紐解くものは、まず、巻頭に置かれた宋教仁の遺骸の写真に度肝
を抜かれる。そして、北は、彼が宋暗殺の黒幕と見なす孫文の革命思想を非難するのである

                                                       
5 同上、357。 
6 北一輝のこの著作は後に竹内好によって絶賛されることになる。「それは日本人の血で書
かれた、支那研究の鑑である。それは予言の書である。予言の書とは、個々の事件が云い当
てられているという意味ではない。時世の推移とともに、隠れていた言葉の意味が現われ、
読むたびに感銘が新しいということである。」（「支那研究者の道」『竹内好全集』第 14 巻、
筑摩書房、1981 年、478。） 
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7。 
 

 孫君の理想は傾向の最初より錯誤し、支那の要求する所は孫君の與へんとする所と
全く別種の者なるを見たりと。若し此の斷定にして正しからば、彼によりて革命運動を
察し革命されつゝある支那を考へんとする努力は徒勞なるべきなり。即ち一般の世人
が為す袁と孫の人格的重量の考較によりて兩者の對立的勢力の消長を察せんとする如
き、又は兩者の代表せるかに見ゆる君主々義と共和主義との、孰れが支那の國情に適當
せる政體なるやを判定せんとする如き、實は甚だ枝葉なる皮相なる観察方法なりと云
はざるを得ず。根本の問題は斯る袁孫等の泡沫を浮消せしむる支那の革命的潮流の本
體に存す。袁が誠に脆薄なる一泡沫に過ぎざることは後章に論ずべし。只孫逸仙の名が
支那革命の権化なるかの如く観察者の明を蔽ふ陰影となれるが故に革命黨の眞の理想
と革命的支那の眞の要求を點檢せんとするに當り、先ず彼の米國的理想（彼の親米主義
と判別すべし）が、彼の理想にも彼國の要求にも非ざる殆ど没交渉に近き者なることを
明白ならしめざるべからず。 

 
 要するに北は、当時辛亥革命後の中国国内に見られた混乱の原因が、孫の革命思想である
欧米型の民主主義にあると断じているのである。北は中国や日本といったアジア諸国民の
国民性に欧米型民主主義は適合しておらず、独自の政治思想を打ち立てることが重要であ
ると考えていた。北は、革命後の中国が目指すべきは、明治維新後の日本と同じ道筋である
とする 8。 
 

 革命が書生の事業なるを心解し共鳴しうるもの、官吏登庸試験の及第者にあらずし
て日本においては残存せる維新の經驗者に外ならずと期待せるを以てなり。堂々たる
大帝國、何為れぞ雛鴨の水に入るを見て狂亂する鶏の如くなるか。日本は覇者の如く支
那を指導すべき第五項案を持たず。王道蕩々として日本の雄渾なる思想は新支那を建
設せんが為めの舊支那の破壊に於て指導を全ふしたり。動亂の扇動者は日本ならざる
かを猜疑する列強に顧眄する要なし。亜細亜の自覺史は日本の東天に曙して實に禹城
四億の民が少くも其征服者より解放されたる感謝を特筆すべきなり。 

 
 北は、日本が西欧列強と異なり、中国に真の開放をもたらすために戦っているのであると
言う。そして、日本が明治維新後に確立した真にアジア的な政体に東洋的共和政なる名称を
与えるのである 9。 

                                                       
7 北（1931）、11。 
8 同上、37－38。 
9 同上、331。 
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 支那の共和政が其の大總統を白人の如き選舉運動と議員の投票に求めずして天命と
民意の上に立たしむることは、不肖是れを彼と區別せんが為に『東洋的共和政』と名け
ざるを得ず。『東洋的共和政』は二千五百年の信仰を統一して國民の自由を擁護扶植せ
し明治大皇帝あり。『東洋的共和政』とは神前に戈を列ねて集まれる諸汗より選舉され
し窩濶臺汗が明白に終身大總統なりし如く、天の命を享けし元首に統治せらるゝ共和
政體なりとす。近代支那と近代日本との相異は終身皇帝と萬世大總統との差のみ。連綿
の系統なき支那は日本に學びて皇帝を尋ぬることを要せず。 

 
 こうした天皇を中心とする共和政体というアイディアは、北のなかで後に純粋化されて
一君万民の日本型社会主義構想へと昇華されていくことは想像するに難くない。さらに、北
の日本によるアジア解放という思想は、イギリスとの戦争も不可避となるかもしれないと
いう考えへと繋がっていくのである 10。 
 

 あゝ我が日の本に神々の加護あれ。國策如何に屬僚政治によりて誤らるゝも、義に死
する建國精神を失ふ者に非ず。千百の岡田滿は出づべし。『日英同盟の誼』によりて英
國の印度兵に雇わるるか、立國の正義と永遠の利益の為に第二の日露戦争を英國に向
つて戰ふべきかは日比谷原頭に舉がる神の聲によりて決すべし。 

 
 北の妄想した西欧列強との最終的決戦も辞さずという考え方は、アジアの世界最終戦を
戦い、世界史に新たな段階をもたらす日本の歴史的使命という危険な思索へと膨れ上がっ
ていくことになるであろう。 
 
 
2．大東亜共栄圏―石原莞爾と西田幾多郎 
 
 明治 22（1889）年に山形県に生まれた石原莞爾は、昭和 2（1927）年の文章で満蒙の領
有を主張するに至り、翌年には関東軍作戦主任参謀として満州に赴任した。昭和 6（1931）
年になると板垣征四郎らと満州事変を引き起こし、わずか 1 万数千の関東軍で 23 万の張学
良軍と戦って満州の占領を実現した。石原は広大な領土を持つ満州国を「東洋のアメリカ」
と呼び、世界最終戦での日米決戦の要と位置付けていたのである。 
 この石原が昭和 10 年代になると急激に陸軍内での地位を失っていく。華北や内蒙古を侵
略していこうとする武藤章ら関東軍主流派に対して、対ソ連で満州での軍拡を主張した石
原は孤立していったのである。昭和 12（1937）年の支那事変勃発時に石原は参謀本部作戦

                                                       
10 同上、366－367。 
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部長の地位にあったが、課長の武藤の強硬路線の方が支持されてしまった。進言が近衛文麿
首相に拒絶された後も、戦線の泥沼化を予期していた石原は不拡大方針を唱え、当時関東軍
参謀長であった東条英機と決定的に対立関係となったのである。 
 石原より 19 歳年上で、当時既に 15 年も前に京都帝国大学を定年退職していた西田幾多
郎の許に、前蒙疆政府最高顧問の金井章次を介して軍から打診があったのは昭和 18（1943）
年のことであった。西田に教えを乞う会が築地の料亭で開かれ、軍からは軍務局長の佐藤賢
了が出席して現地視察の結果を報告すると、西田は、それでは帝国主義である、大東亜共栄
圏である以上民族の自由意志が保証されねばならない、と一喝した。西田がまとめた原稿は
東条英機首相に渡されたが、東条の発表した内容は西田を失望させるものであったのであ
る。 
 国策であった大東亜共栄圏の思想的ルーツとして石原莞爾の東亜連盟があげられる。東
亜連盟についての最初の著作は、昭和 13（1938）年に宮崎正義が改造社から出版した『東
亜連盟論』であるが、これは石原が宮崎に提示した構想を元にしている。同書に依拠して石
原自身が執筆したのが翌年、立命館大学出版部から出された『東亜連盟建設綱領』であるが、
石原の個人秘書であった杉浦晴男の名が著者名に使われた。最終版は『東亜連盟建設要綱』
として、昭和 18（1943）年に和田勁名義で聖紀書房から出版されている。最終版冒頭で石
原は、戦争の現況を次のように把握してみせる 11。 
 

 大東亜戦争勃発以来、ともすれば支那事変の処理が第二義的に考えられる傾向ある
は遺憾である。今次戦争はいうまでもなく、東亜新秩序を建設せんとする我が国策に関
し、米英のあくなき妨害を排除せん真に已むを得ずして起こった戦争なる意味に於て、
これはあくまで支那事変の発展であり、支那事変における事変処理目標は、またそのま
ま今次戦争に於ける戦争目標であると言わねばならぬ。この見地よりすれば、東亜新秩
序の建設は米英撃砕の結論として与えらるべきであり、東亜大同をもって米英を駆逐
せんとするは現状に即せずとの意見も成立し得るのであって、近時支那問題を第二義
的に考える傾向はかかる意見の表われとも見るべきであろう。 

 
 確かに当時、どうしても侵略戦争にしか見えない日中戦争の勃発に釈然としない日本国
民は多かった。それが米英を相手にした太平洋戦争が起こることで、むしろ、日本が戦争の
大義を手にできたと快哉を叫ぶような雰囲気はあったわけである。ここで石原が述べるの
は、それでも何よりも解決すべきは日中関係の修復の問題であるとこいうことだ。それは日
中の開戦に一貫して否定的だった石原の変わることのない信念であった。石原は順序が逆
であろうとして、次のように述べる 12。 

                                                       
11 57－58。 
12 同上、58。 
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 然しながらここに銘記すべきは、日華相争う限り東亜の天地より完全に米英勢力を
駆逐することは至難なることである。逆に日満華の固き結合成立したならば、米英は固
より世界を相手として戦うも恐れるところはない。吾人は米英撃砕先決論の意義は十
分認めつつも、現段階に於て太平洋を中心とする我が武力の敵戦力に対する限界を考
うる時、支那事変の一日も速かなる終結こそ、我が国防力の飛躍的増強を意味するもの
であり、事変処理は勝利の源泉として今次戦争遂行過程に於ける依然たる最高課題の
一つなることを思わざるを得ない。 

 
 石原が主張するのは、日満華からなる東亜連盟の一日も早い結成である。石原によれば、
東亜連盟における三国の関係はあくまでも対等かつ自主的なものでなければならない 13。 
 

 第一次欧州大戦以後、国際政治を支配した重要特徴は、地域的国家連合態勢への躍進
である。而して目下帝国の冀求する東亜新秩序の具体的構造は、以上の事実に依って明
らかなる如く、締盟各国の自主的連関の完成であって、一国による他国の制服もしくは
締盟各国の上に更にこれを統制すべき強力なる連邦中央政府類似の機関を設定するが
如きは構想せられていない。大東亜戦争勃発後も特に変更ありたるを聴かぬ以上、この
方針は今日依然帝国の方針である。それにも拘らず、東亜新秩序実現せられたる場合、
東亜の新しき国家関係を如何に呼ぶべきかについては、今なお確定せられていない。名
称は思想統一のため極めて重要である。 

 
 この段階にあって、石原のなかで世界最終戦を遂行する真の主体として、東亜連盟が浮上
してきていた。東亜連盟は人類史の新時代を切り開く使命を帯びている 14。 
 

 最終戦争の近迫が無意識のうちに人類に加えつつある恐るべき迫力は、世界を駆り
て統制主義へ追いやりつつある。最終戦争は東西両文明、即ち、王道・覇道の決勝戦で
ある。その何れが世界統一の指導方針たるべきかが決定せられる人類史上空前絶後の
重大時期に我等は直面している。この重要極まる事態を直視し得たならば、東亜の諸民
族は決然奮起、過去のあらゆる悪感情を一擲して、王道擁護のため速やかに大同団結す
ることと信ずる。 

 
 石原の信念は、ここでの記述に明らかなように奇妙な楽観主義に支配されている。果たし
て、日本軍の軍靴に蹂躙された中国国民がこうした空虚な理想の下に日本国民と俄かに協

                                                       
13 同上、63。 
14 同上、69。 
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力することなど現実にはありえない。だが、こうした空想上の日中関係は近代日本の政治経
済思想のなかで支配的なものであった。そこに西欧的な価値観を受け入れながら、アジア民
衆のアイデンティティーに自らを重ねようとした近代日本人の悲劇性が懐胎していると言
えるのである。 
そうした心性は京都学派の創始者である西田幾多郎にも共通していたことは否定しよう

もない。73 歳の西田は「世界新秩序の原理」という文章で、世界史における今日的段階を
「世界的自覺の時代」15とする現状把握を示している 16。 
 

 各國家民族が自己に即しながら自己を越えて一つの世界的世界を構成すると云ふこ
とは、各自自己を越えて、それぞれの地域傳統に從つて、先ず一つの特殊的世界を構成
することでなければならない。而して斯く歴史的地盤から構成せられた特殊的世界が
結合して、全世界が一つの世界的世界に構成せられるのである。かゝる世界的世界に於
ては、各國家民族が各自の個性的な歴史的生命に生きると共に、それぞれの世界史的使
命を以て一つの世界的世界に結合するのである。これは人間の歴史的發展の終極の理
念であり、而もこれが今日の世界大戦によつて要求せられる世界新秩序の原理でなけ
ればならない。 

 
 このように抽象的な世界史把握のなかから、西田は日本という国の使命を導きだそうと
する 17。そこには哲学的に空虚な思索の跡は見られても、日中戦争の現実を慮ろうとする志
向は感じ取ることができない。 
 

 從來、東亞民族は、ヨーロッパ民族の帝國主義の為に、壓迫せられてゐた、植民地視
せられてゐた、各自の世界史的使命を奪はれてゐた。今や東亜の諸民族は東亞民族の世
界史的使命を自覺し、各自自己を越えて一つの特殊的世界を構成し、以て東亞民族の世
界史的使命を遂行せなければならない。これが東亞共榮圏構成の原理である。今や我々
東亞民族は一緒に東亞文化の理念を提げて、世界史的に奮起せなければならない。而し
て一つの特殊的世界と云ふものが構成せられるには、その中心となつて、その課題を擔
うて立つものがなければならない。東亞に於て、今日それは我日本の外にない。 

 
 なんという我田引水であろうか。西田にしてこの愚かさはどのように理解すればよいの
か。ただし、絶対無の自己限定によって個物が成立するとし、類と個の絶対矛盾的自己同一
を主張する西田哲学を構築した西田である。アジアの中心とした日本の自己否定の要因を

                                                       
15 西田（1943）、427。 
16 同上、428。 
17 同上、429。 
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媒介させることを忘れてはいない 18。 
 

 歴史的世界形成には、何處までも民族と云ふものが中心とならなければならない。そ
れは世界形成の原動力である。共榮圏と云ふものであつても、その中心となる民族が、
國際聯盟に於ての如く、抽象的に選出せられるのでなく、歴史的に形成せられるのでな
ければならない。斯くして眞の共榮圏と云ふものが成立するのである。併し自己自身の
中に眞の世界性を含まない單に自己の民族を中心として、そこからすべての世界を考
へる單なる民族主義は、民族自己主義であり、そこから出て來るものは、自ら侵略主義
とか帝國主義とか云ふものに陥らざるを得ないであらう。今日、米英の帝國主義と云ふ
ものは、彼等の民族自己主義に基くものに外ならない。或一民族が自己自身の中に世界
的世界形成の原理を含むことによって始めてそれが眞の國家となる。而してそれが道
徳の根源となる。國家主義と單なる民族主義とを混同してはならない。私の世界的世界
形成主義と云ふのは、國家主義とか民族主義とか云ふものに反するものではない。世界
的世界形成には民族が根底とならなければならない。而してそれが世界的世界形成的
なるかぎり國家である。個人は、かゝる意味に於ての國家の一員として、道徳的使命を
有するのである。故に世界的世界形成主義に於ては、各野個人は、唯一なる歴史的場所、
時に於て、自己の使命と責務とを有するのである。日本人は、日本人として、此の日本
歴史的現實に於て、即ち今日の時局に於て、唯一なる自己の道徳的使命と責務とを有す
るのである。 

 
 西田のこうした言葉が学徒出陣する若者たちを勇気づけたことは否定できないが、もし
哲学的装飾をすべてはぎ取ってしまうならば、それは武断ではなく徳治ということである。
そして、その背後に、北一輝の「東洋的共和政」や石原莞爾の「王道」といった概念も鳴り
響いていることをありありと感じることができる。 
 
 
3．近代の超克―竹内好と廣松渉 
 
 日本の若者がアジア解放の戦いと信じた太平洋戦争が悲劇的な結末を迎えた後、本稿に
取り上げた思索者、行動者の抱えた問題を敢えて引き受けた二人を最後に論じたい。一人は
中国文学者の竹内好、もう一人は哲学者の廣松渉 19である。 

                                                       
18 同上、432－433。 
19 廣松は筆者の哲学の師である。大学入学後の 2 年以上に渡り、深い学恩を受けたに関わ
らず、筆者は別な道に進んで経済学者となった。今回初めて廣松を論じながら、その懐かし
い謦咳を昨日のことのように思い出している。 
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 竹内は明治 43（1910）年に長野県に生まれ、東京帝国大学文学部支那文学科に学んだ。
在学中、武田泰淳らと立ち上げた中国文学研究会で卒業後もそこで活動したが、昭和 18
（1943）年に召集され、復員後に評論活動を中心に活躍している。他方、廣松は昭和 8（1933）
年、山口県で生まれているが、高校は長く暮らした福岡県の柳川伝習館である。高校進学と
同時に日本共産党に入党した廣松は、いわゆる 50年分裂に際しては国際派に所属していた。
高校を退学処分になった廣松は、大学検定試験を受けて二浪の後に東京大学文学部哲学科
に進学した。各大学の教員を経て、昭和 57（1982）年に東京大学教養学部教授となった。
チェーンスモーカーだった廣松は平成 6（1994）年、肺癌で死去している。 
 竹内はずばり「近代の超克」と題する論考を昭和 34（1959）年に発表し、振り返る者な
どなかったこの座談会に光を当てた最初の人物となった。この座談会は昭和 17（1942）年
7 月、河上徹太郎を司会として 2 日間に渡って開催され、雑誌『文學界』の同年 9 月および
10 月号の特集記事として掲載された。座談会の参加者は著名な文化人 13 名であるが、西谷
啓治ら京都学派の哲学者、亀井勝一郎ら日本浪漫派の文学者が含まれている。 
 実は、竹内の論考は座談会の内容を評価する部分がかなり明瞭に見られる。とりわけ、竹
内の共感は日本浪漫派の理想に向けられているのである 20。 
 

 亀井は、戦争一般という考え方を排除し、戦争から対中国（および対アジア）侵略戦
争の側面を取り出して、その側面、あるいは部分についてだけ責任を負おうというので
ある。私はこの点だけについていえば、亀井の考え方を支持したい。大東亜戦争は、植
民地侵略戦争であると同時に、対帝国主義の戦争でもあった。この二つの側面は事実上
一体化されていたが、論理上は区別されなければならない。日本はアメリカやイギリス
を侵略しようと意図したのではなかった。オランダから植民地を奪ったが、オランダ本
国を奪おうとしたのではなかった。帝国主義によって帝国主義を倒すことはできない
が、さりとて帝国主義によって帝国主義を裁くこともできない。 

 
 竹内は帝国主義という概念を新たに用いて、日本は日中戦争には責任を負うべきだが、太
平洋戦争については一方的に責められるべき理由はないというのである。竹内が石原莞爾
に言及している事実は寡聞にして知らないが、既述の石原的な観点の再奏とでも言うべき
ものである。ただ、竹内は日中戦争が太平洋戦争を不可避にしたという新たな観点も示して
おり、そこから京都学派の世界史の哲学の無力を指摘してみせる 21。 
 

 日華事変は解決不能であり、そのために解決の無期延期の手段として太平洋戦争が
はじまった。したがって戦争は当然、永久戦争たらざるをえない。京都学派には永久戦

                                                       
20 竹内（1959）、253。 
21 同上、266。 
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争の紙の上での説明はできるが、解決はできない。それならば「戦争反対」を叫ぶこと
で、あるいは戦争反対勢力を結集することで解決できるか。それはできるだろう。しか
し、総力戦の中からどうやってその勢力を結集するか。どういう論理で戦争を平和に転
換できるか。「和戦という低い対立」を観念上で超えるだけならば「絶対無」の哲学で
できようが、それは問題にならない。思想が現実にはたらきかけるものとしての、その
思想の論理とは何であるか。これは戦争中についに発見されなかったし、今でもまだ発
見されていない。 

 
 戦争を平和に転換できる論理は、今から考えれば、石原莞爾が戦争後期に必死で追い求め
ていたものと考えられる。西田幾多郎はその問題の主題すら気が付かなかったのである。さ
て、竹内は返す刀で日本浪漫派の大本営である保田與十郎へと切り込んでいく 22。 
 

 安田の果たした思想的役割は、あらゆるカテゴリーを破壊することによって思想を
絶滅することにあった。この点で彼は、概念の恣意にカテゴリーを従属させた京都学派
よりもさらに前進していた。彼は文明開化の全否定を唱えたが、彼のいう文明開化は、
一つの思潮でもなく、流行でもなく、論理でもなく、しかし思潮でもあり流行でもあり
論理でもあるもの、つまり近代日本の全部であった。したがって当然、そこには自己を
含むのである。彼にあって自己は定立しがたいものである。なぜなら、定立することに
よって自己は相対化され、他者との関係を生ずるからである。自己を無限拡大すること
によって自己をゼロに引き下げるのが彼の方法である。この点で彼は小林秀雄を超え
ていた。彼は絶対攘夷を主張するが、絶対攘夷は相対攘夷、つまり彼のいう「情勢論」
のアンチテーゼとしての絶対攘夷であって、したがって対立物を予想せぬ主張である
から、その内容は無限拡大されて無内容化する。京都学派の教義学は、それがどんなに
戦争と国体を巧みに結びつけて説明しえたにせよ、保田の立場からすれば排撃すべき
情勢論の一変種に過ぎない。彼の判断は定言形式をとらない。一見、きわめて強い自己
主張に見えるものが、じつは自己不在である。彼の文章には主語がない。主語に見える
ものは、彼の思惟内部の別の自己である。 

 
 竹内は保田を批判しているようで深く共感しているのである。そして、何よりもその戦略
の破壊力の強さに驚愕している。竹内はアジアと西欧とに引き裂かれた近代日本のアポリ
アを解決する手段として、「アジアに指導権を主張することと、西欧近代を『超克』すると
いう原理的に背反する国民的使命観」23を、「日本イコール西欧という観念の操作によって、

                                                       
22 同上、276。 
23 同上、280。 
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単純明快に前者だけを生かして後者を捨てる形で解決」24するという方法を明確に拒絶する。
だが、そうしたことが言われてしまうのは、ある意味、日本浪漫派の「思想破壊」25が「逆
方向に目的を貫徹している」26ためである。ならば、思想の残骸の上で日本が依拠するべき
は、生々しい政治のリアリズムだけなのか。この問いへの答えを竹内に求めることはもはや
不可能である。 
 廣松は昭和 55（1980）年、忽然として近代の超克を論じる単行本を朝日出版社から世に
問うた。近代西欧において確立し、近代物理学の自然観を規定してきた実体主義を超克し、
関係主義的世界観を新しい時代の思想として定着させようとしてきた哲学者にはふさわし
いテーマとも思われたが、それにしてもなぜ、それが当時の率直な受け止め方であったろう。
また、マルクス主義の政治的立場を隠そうとしなかった廣松が、左派的な視点からこの座談
会の思想的変更を批判する、それもまた彼に相応しい関わり方であるとも考えられた。しか
し、実際に詳細を読むと話はそれほど単純ではない。確かに、京都学派の田辺元を批判する
とき、廣松の筆は厳しさを加える 27。 
 

 田辺元の場合、国家と世界との中間項をなすブロック的圏域のアクチュアリティー
の認識が欠如しており、また、歴史の空間性というとき、和辻哲郎以来のかの風土性と
いう論点もみられない。総じて歴史哲学としての具象性、社会・国家哲学としての具体
性に欠けることは覆えない。しかしながら、われわれが敢えて一端を引用しておいた所
以でもあるが、京都学派の世界史の哲学を以て、西田・田辺から一旦切断して、弟子筋
による”鬼子“と見做すことは正鵠を失すると言わねばならない。 

 
 しかし、である。廣松が京都学派の周辺にいながらかつてマルクス主義の立場から哲学を
論じていた三木清を論評するとき、廣松の三木への深い共感が滲み出ていることは隠しよ
うもないのである 28。 
 

 われわれは既にこの「協同主義の哲学」なるものが、存在論的には唯物論と観念論と
の抽象性を克服した具体的な立場と称され、認識論的には模写説と構成説との対立を
超克した形成説と名付けられ、それはまた唯心史観と唯物史観との対立を超える新し
い史観と自称されるものであったことをみておいた。それは社会体制とその理念の次
元に即していえば、米英仏の自由主義的個人主義、ソ連の共産主義的普遍主義、独伊の

                                                       
24 同上。 
25 同上、281。 
26 同上。 
27 廣松（1989）、217－218。 
28 同上、222－223。 
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全体主義的民族主義、これらの諸原理を超えるものであり、孫文中国の三民主義という
―ある意味では如上の諸原理を統一したイデー―思想をも超える新原理であると自称
されていた。 

 
 この記述から受けるのは、ここで廣松が実は三木に託して自らの思想を語っているので
はないかという錯覚のような感覚である。だが、この直観が当たっていたことは、廣松が死
の直前に発表した驚くべき論考によって証明されたのであった 29。 
 

 新しい世界観、新しい価値観が求められている。この動きも、欧米とりわけヨーロッ
パの知識人たちによって先駆的に準備されてきた。だが、所詮彼らはヨーロッパ的な限
界を免れていない。混乱はもう暫く続くことであろうが、新しい世界観は結局のところ
アジアから生まれ、それが世界を席巻することになろう。日本の哲学屋としてこのこと
は断言してもよいと思う。 

 
 そして、廣松は驚愕の政治的発言を続ける 30。 
 

 東亜共栄圏の思想はかつては右翼の専売特許であった。日本の帝国主義はそのまま
にして、欧米との対立のみが強調された。だが、今では歴史の舞台が大きく回転してい
る。 
 日中を軸とした東亜の新体制を！それを前梯にした世界の新秩序を！これが今では、
日本資本主義そのものの抜本的な問い直しを含むかたちで、反体制左翼のスローガン
になってもよい時期であろう。 

 
 左派岩波知識人のこの発言は、当時の日本思想界に波紋を投げかけた。しかし、左翼的立
場からの大東亜共栄圏への関与は、考えてみれば、戦中から大いに見られたものである。昭
和 13（1938）年、近衛文麿内閣は東亜新秩序声明を発表したが、この背景となった東亜共
同体論の形成には、三木清をはじめとして、尾崎秀実、船山信一、三枝博音といったマルク
ス主義系の左翼知識人が関わっていた。彼らが自ら積極的に関わっていったのには、東亜共
同体の議論を通じて日本の政治社会体制を革新できるという仄かな希望があったからであ
ろう。三木はこう論じている。東亜共同体は帝国主義に反対する。帝国主義は資本主義の最
終発展段階である。だから、東洋の統一という空間的な問題が資本主義の止揚という時間的
な問題と一つなのだと。無論三木たちの夢は見果てぬものに過ぎなかったのであるが、ここ
で押さえておくべきことは、左翼であっても近代日本の政治経済思想の圏域から全く自由

                                                       
29 廣松（1994）。 
30 同上。 
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でなかったということである。 
 
 
おわりに 
 
 明治維新が結果として日本人という近代的アイデンティティーを新たに作ったものであ
るように、アジアの解放を目指した近現代の志士たちはアジア人というアイデンティティ
ーを日本人のために作り出そうとしていたのだと言っていいだろう。しかし、その欠かせな
いパートナーであるはずの「中国」は、近代日本の知識人のなかで、観念的、あるいは、そ
う言って悪ければ思想的なものにとどまったと言わざるをえない。彼らの目には決して、中
国民衆の置かれていた現実は映ることはなかったのである。そして、ある意味、その状況は
現在も変わっていないことが、現在日本政府の対中国、対アジアの外交姿勢を見るときにあ
りありと浮かび上がってくる。 
 だから、現代日本人は、領土問題や戦争責任問題として浮上してくるアジア諸国からの日
本への反感に、ただただ理解できずに戸惑うほかはない。また、現代中国の政治的現実主義
に基づいた剥き出しの覇権主義をおろおろして見守ることしかできないのである。 
 だからと言って、日本の外交、国防が何の潤いもない政治と軍事のリアリズムのみに依拠
すべきだ、ということにもならないことは本文で述べたとおりである。そうしたあり方は、
国家百年の計を欠くものであるし、何よりも脆弱である。竹内好が言ったように、あらゆる
思想が絶滅した現在にあっても、日本は新たな「中国」を現実と理念の両面において掴み取
る必要が今日ほど高まったことはないのである。 
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