康有為と青島
柴田幹夫
はじめに
五四新文化運動の旗手であった陳独秀は,自ら漏衆をつとめる『新骨年目志士で, ｢その後,
梁啓超先生は教育面において,国に貞献していることは少なくないが,康先生は聞かなくなっ
てしまったO ‑‑･｣ 1)と語り,康有為を過去の人物として葬り去ったO
康有為(1857‑1927年),字は広胤

号を長瀬,のちに更生或いは天造化人と称した｡,広東

南海人Oそれ放南海先生ともよばれたO中国近代資産階級改良運動の指導者,戊成変法のリー
ダ‑として知られるO変法の失敗後,日本に弟子の梁啓避らとともに亡命するが,稼なくして
世界各国を遊歴し,立窓君主制の実現のために奔走した｡また保患会や孔教会を設立するなど
政治に関わったが,復蹄運動失敗後,政界を引退し,著作活動に醇念した｡ 1927年骨偽で病
死した｡事年70歳であったo
康有為の華やかな時代は,まさに戊戊変法酌後の時代,あるいはその後の革命派との角逐の
時代であったO陳独秀の言うように,辛亥革命以後の康有為は反動派の頭目のような存在であ
って,忘れられた人でもあったO
ただ歴史は時として,沓妙な皮肉を生み出すことがある｡忘れられた康有為は,陳独秀たち
がリ‑ダーとなった五四運動に対して,熱烈な支持を送り,日本の対中政策に対して猛烈な抗
議文を提出するのである｡したがって康有為は,その晩年を無為に過ごしたわけではなかった｡
ここではとくに青島に膚を構えてからの康有為晩年の活動などを紹介しながら,当時の中国
を取り巻く歴史状況などを,康有為との関係の中で考えてみたいO
康有為が歴史の表舞台に華々しく登場したのは,戊成変法前後の時代であったことは上述し
たが,いわゆる康有為研究に関しても,その前後の時期を対象とするものが多い｡当然といえ
ばそれまでだが,康有為自身は,その後も永く生を亨けていたわけだから,後半生の研究があっ
ても不思議ではないo Lかし,日本においては竹内弘行先生のF後期康有為論一亡命･辛亥･
複牌･五四｣ 2)が専著としてあるぐらいであるO 尤も坂出祥伸先生31や相田雄二郎先生4)
などのこの時期の研究もあるが,やはり全体としてみれば非常に少ないという感は否めないO
その原田は反動派の頭目として位置づけがなされたためではないだろうか｡
本稿は上記の先学による論に負いながら,とくに青島という場所に限定して,康有為論を進
めていく｡青島は康有為の最後に住んだ地であり,亡くなったところでもあった｡)それまで住
んでいた上海よりも青島の方が暮らしやすいと言った康有為にとってこの地はやはり天道の地
であったのかも知れない｡
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1 康有為 と青島

(1)第一次世界大戦
1
91
7年康有為 は 60歳の華 甲の歳 を迎 えた｡元旦 には 60年の歳月を振 り返 って ｢開歳忽六
十簡｣と題す る長編の詩 を読 んだ｡還暦 を迎 え,上海で多 くの門人たちの祝福 を受 けてい た

5)0

この年 はまた中国外交 に とって重要な年で もあった｡す なわち, ヨーロ ッパで繰 り広 げ られ
ていた第一次世界大戦 に際 して, 中国が参戦す るか どうかが問われてい たのである｡ 同年 2
月には日本政府が 中国に対 して, ドイツ と国交 を断絶す るように勧告 を してい る｡ またアメ リ
カが中国 に対 して,一致 して行動す る ように勧告 している｡『
康有為先生年譜』(
下)には,｢ア
メリカ政府 は ドイツに対 して断交 した｡中国に一致 して行動す るように勧 める｡総理の段 芝泉
(
琴瑞) は賛成の立場 を表明 し,任公 (
梁啓超) もまた同 じように主張 した｡ ヨーロ ッパ戦団
に参加すれば,我 が国の国際的地位が高 まる.大統領 の教宋卿 (
元洪)は反対 を表明 した｡先
坐 (
康有為) もまた中立 を維持す るために参戦 に反対 した｣ 6) とある｡ この間題 は康 有為 と
梁啓超の対立 を生 んだのみな らず,府 (
総統府 ,す なわち黍元浜 を代表 とす る政治組織 ) と院
(
国務院,内閣総理段棋瑞 を中心 とす る軍閥政治集団) との激 しい対立 を生み出 した｡
段棋瑞 は 日本の支持 の もと積極的に参戦 を主張 し, 日本か らの借款 を得 て, 自らの勢力の拡
大をた くらんでい た｡一方繋元供 は段 の意図を察知 して,国会 を利用 し,反対の決講 を行 った｡
さらに黍元浜 は,段 と日本 との間に交 わ されたいわゆる ｢
西原借款｣が明るみ に出た機会 を逃
が さず,段棋瑞の国務総理お よび陸軍総長の職務 を罷免 した｡ この ような政治状況の下で,磨
有為の立場 は鮮明であった｡戦団に加入す ることは,博打 で有 り金 をはた くことであ り, 自古
か ら国を護 り,人民 を安 らか にす るためには,戦 と言 うことを口に しない｡ これは人道主義 で
あると主張 し,中国人のため に戦団には加入すべ きではない と言 ってい る

7)
0

泰元供 は段棋瑞 を罷免 したあ と,外交総長の伍廷労 を暫 く総理 に任命 した｡段棋瑞 は烈火の
如 く怒 り,電報 を発 し,総理 を取 り替 える命令 を下 し,国務総理副署の同意 を経 ていないので,
法律上の効力がな く,その上 この事態 によって影響がお きれば,責任 を持つ こ とが出来 ない と
し,段棋瑞 は子飼 いの督軍団 に挑発 させ黍元浜 に反対 した｡ また安徽省 をは じめ とす る九省 の
督軍が続 いて中央 か らの独立 を宣言す るな ど,府院の争いは続い た｡ こ̀
の ような中で,孤 立無
援の黍元洪 は陸廷栄の建議 を受 け入れて,安徴督軍張勲 に時局 を調停す るようにと電報 を打 っ
た｡張勲 はこの機 に乗 じて,国会 を解散 させ,各省の独 立 を取 り消 し,清朝最後の皇帝薄儀 を
前面に押 し立てて,政治の表舞台に引 き出 した｡これがいわゆる張勲復蹄 と言われるものである｡
廉有為 は張勲の依頼 を受 けるかたちで,復蹄 に協力 し, 自ら弼徳院副 院長

8) の役職 に就い

た｡清朝 の遺臣を任 じていた康有為 に とっては当然の こ とであった｡ ただその後の政第方針 を
め ぐって,張勲 と対立 し,復梓 は失敗 に終わった｡康有為研 究で著名 な馬洪林教授 は康有為晩
年の誤 りとして, この復蹄事件 を取 り上 げ られている｡｢最大の歴 史的な誤 りは‥ 民国六年の
T
T巳復 梓』に参加 した こ とであ る｣ と言われ

9),康有 為 と張勲 の政治へ の関わ
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り方 , 呂的

が異 なってい る と指摘 された｡その結果 ,張勲 と枚 を分かつ こととなった｡

(
2)対華 21ヶ条
さらには 日本への諌言があ げ られ よう｡
康有為 に とって 日本 は初めて訪れた海外の地であ り,
い わば第二のふ る さとと言 って も過言ではないだろ う｡ 彼 の変法のモデル となったのは,甫 う
まで もな く日本であった｡その 日本が 中国に対 していわゆる ｢
対華 21 ヶ条 ｣の要求を突 きつ
けたのである｡ この要求 は後 の五 四運動へ とつなが ってい くものであるO

1
91
4年 6月に突発 したボスニ ア ･サ ラエボでのセ)
i
,ビアの膏年 に よるオー ス トリア亀太子
夫寮 の暗殺事件 は 2 国間の問題 に留 まらず,国際的 な緊張 を引 き起 こ したO す なわち,オ‑
ス トリアが 7 月にセル ビアに対 して宣戦 を布告す る と, ドイツが これ に呼応 するかの ように
オース トリアに味方 した0‑万 ドイツは,セル ビアを支援 していたロシアに対 して宣戦 を布暫
し, まもな く ドイツ とフラ ンスが 開戦 したO さらに ドイツがベ ルギ‑に憧 入す ると,イギ リス
も ドイツに宣戦布告 した｡ 日本 は 日英 同盟 を締結 していたために参戦 したO ただ主戦場 が ヨー
ロ ッパであったために, 日本 は直接 には ヨ‑ロ ツパ に軍隊 を派遭せず に中国山東省 にあった ド
イツの権益 をす っか り奪 い取 って しまったのであ る｡

1
91
4年 9月 日本軍 は山東省龍 口に上陸 し,蘭 島に向か って侵攻 を開始 した｡甫 うまで もな
く青 島は ドイツが 1
898年 に中国侵略の基地 と した ところである｡ ドイツが ヨーロ ッパ戦線 で
戦 っているのに乗 じて, 日本が ドイツの植民地宵 鳥お よび腸州湾 一帯 を手 に入れたのであるo
｢対華 21 ヶ条｣の要求

10) を見てみ よう｡ 第‑桑には,｢
支那 同政府 は独逸図が山東省 に

関 して条約 に依 り支那国 に対 して有す る一切 の権利 ･利益 ･識与 な どの処分 に付 き, 日本国政
府 が独逸 国政府 と協定すべ き一切 の事項 を容認すべ きこ とを約す｣0第二条 ｢支那 国政酢 ま山
東省 内 もしくはその沿海 一帯 の地 又は鳥輿 を何 らの名兼 を以 てす るに拘 わ らず他国に譲与 しま
た は貸与せ ざるべ きこ とを約す｣｡ 第三粂 ｢支那国政肝 は芝柴 又は龍 口 と隊州湾 よ り済南 に至
る鉄 道 とを連絡すべ き鉄 道の敷設 を 日本 国 に允許す｣｡第四条 ｢
支那 国政府 はなるべ く速やか
に外 国人の居住お よび貿 易のため,みずか ら進 んで山東省 における主要都市 を開 くべ きことを
約すOその地点 は別 に協定すべ し｣O以上の 4項 目が第‑号 L
L
T
乗権益 と呼ばれ る ものであるO
つ ま り従前 ドイツが山東 省に持 っていた権益 をそ っ くりその まま日本 に認め よとい うものであ
った｡

(
3)五四運動
1
91
9年 に起 こった五四運動 は,北京 の学生 た ちに よる救 国愛国運動 として位 置づけ らるが,
いわゆる青 島回収運動 に他 な らなか ったO前述 した要求 を時の哀世凱政権が 日本側 と秘密裳 に
交渉 を行 って認めた ものであ った｡その ことを国際的に認知 したのが 1
91
9年 1月にパ リで行
われた講和 会議 の席上で あった｡ 中国は戦勝 国の身分で講和 会議 に臨んだが, イギ リス, プラ
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ンス及びアメリカな どの列強諸国は,青島 を中国に返還す る どころか,権益 をその まま認めて
しまったのである｡ この決定 に失望 した北京の学生 たちによって引 き起 こされたのが五四連動
である｡ この連動 に対 して,康有為 は学生 たちに滴腔 の支持 を寄せ た｡ ｢
曹汝蘇,草宗祥 たち
はつ とめて売国 をお こない,自ら人民 を刈 ったのである｡国の運命 は久 しく途絶 えて しまった｡
国 を挙げて怒 りをな し,すべ ての ものは彼 らを憎 んでい る｡ ‑‑‑率い今学生たちは義憤 を発揚
させて,天 に代 わって彼 らを討 ち,曹汝霧,車宗祥 たちの罪科 を正 し‑･
‑政府 はすみやかに捕
まえた学生 を釈放 し,そ して売国賊 を許 されんことを望 む｣ll)0
さらに,康有為 は 日本 の大隈重信 や犬養毅 に対 して電報 を送 った｡対華 2
1ヶ条発動 の時の
首相 であった大隈 に対 しては, と くに抗談 の意 を表 さず ,中国の苦 しみ を述べ (
｢内乱頻偽 ,

)
,中国で は民主政治 は国情 に合わない ことを言 っ
朝市準移,生民塗炭,六年五乱,国勢頼危｣
てい る｡ また日本 と中国がお互い に手 を取 り合 って,東亜の安定 を図 りましょうと言 うことを
述べ ている

1
2)
｡ しか しなが ら,犬養毅 に対

しては,山東青島か らの撤兵 を要求 してい る｡｢
賛

同はパ リ諦和会議 は成功 した と言 っているが,列強諸国は疑い を持 ち始 め,激 しくわが国の恨
みをかった｡貴国は,失 うところ も多 くあったのです｡わた しはただ坐 して傍観 してい るだけ
であ るが,悲 しくて心 を痛 めてい ます｡内閣の原総理 (
原敬),山本君 仙 本権兵衛)や床次
君 (
床次竹二郎)な どは私 と旧知 の間柄 です｡彼 らは皆才能のある人ばか りだか ら,良策 を持
ち出 して, この ことを解決 して くれるだろ う｡ ただい ままで何 も解決の糸口 さえ見つか らなか
ったのはとて も残念 なことである｡‑‑･ドイツ との旧条約 はひ とまず置 き,兵 を撤 退 し,鉄道
を返 し,衷世凱の二十一 ヶ条,近頃の段棋瑞 との軍事協定や徐 世昌の順 済南徐 な どを破棄 し,
条件 を求め ないで,ことごとく我 々に返還 して下 さい｡そ うすれば中国四億の人民 は骨歓馨 し,
深 く頭 を垂 れて大いなる徳 を感 じるで しょう.永 く友好善隣 を保 てるこ とだろう‑ ‑｣ 18)と｡

898年康が初めて 日本 に亡命 した頃 にさかのぼる｡ 戊成 政変失
康有為 と犬養毅の関係 は,1
敗後 ,康有為は北京 か ら上海 を経 由 して香港 に逃 げた｡ そ こで宮崎滑 天 1
4) と深 く知 り合 う
ようになった｡宮崎 は康有為 を日本 に逃亡 させ ようとい ろいろな策 を講 じた｡当時 日本香港駐
在の総領事上野季三郎 は康有為の ことで外務大 臣大隈重僧 に電報 を打 った｡その内容 は康有為
が矢野特命全権大使 の宛 てた電報 と同一の物であった｡電報 の内容 は,｢皇帝が廃 され,回が
滅 びようとしています｡密書 を奉 じて貴国に救接 を求め ます｡ もし聞 き入れて下 さるな らば電
報 で返事 を下 さ り
＼ 保護 を賜 るよう望 み ます｣ 15)｡ これ に対 して大隈 は康有為 を保護す るこ
とがで きる と答 えた｡その うえ上野総領事 は康有為 に対 して旅費 350円を与 えた とい う

1
6)0

また,宮崎 は当時の様子 をこう語 っている｡｢
帰 って旅宿 に至 れば,一葉の来電あ り, これ木
翁の送 る所 の為替通知書 な り
,
,天祐 なる我,之れ無 ければ余遂 に康君 との約 を跨む能 は ざるな
7)
｡ 木翁 とはす なわち犬養毅 の こ とであ るか ら,犬養毅 もまた康有為の来 日に少 なか ら
り｣ 1

ず関わっていたのである｡ 康有為 は 日本 を去 るときに,犬養 に ｢
本堂記｣と言 う書 を贈 った｡
その中には ｢
支那 に‑士 あ り,康有為廉慶 ,講堂 を卑 (
広東) に築 き, これを号 して高木草堂
とい う｡ ‑‑ 日本 に元夫 あ り,犬養毅子遠 とい う｡高藤 を江戸 に築 き, これを号 して本堂 とい
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う｡ ‑･
･
･
康有為既 に崩れ落 ちた中国の‑木支柱 とな り,改革 を行 いこれをあ らため ようと欲 し
たが,堂稗 は繕い,風 は吹 き,木 は折れ,堂樽 は傾 き潰れて しまい,東海の浜 に滞流 した｡東
海の犬養毅は維新 日本の柱 とな り, しか も立派な盤構 右親藍 に も築 き,堂柵 は営みを助 け,風
が吹 き,木が傾 いて もなお乗海上 に吃立 している｡二本の木 は寒梅 において遭遇 し,木 を抱 き
合わせ ,木 を整 え連ね合 わせ相共 に二儀 (
夫 と地) を偲仰 し,大地 を見て,東亜 を指揮 し,棉
とな り,梁 とな り,舟 とな り,筏 となる｡港海 を塞 ぎ, 瀞 を掘 りこれを通す｡犬養毅は康有為
に告げて言 うには,あなたは支那 の犬番数である｡ ぼ くは 日本の康有為であ る‑ ‑｣ 18)｡つ
ま り彼 らの往来 は相互の信頼 と友情 に轟付 け られた ものであった｡康有為 は,轟 をも掴 む気持
ちで大寒 に支援 を求めたのであろ う｡
この時期の康有為は,前述 した政治的行動のほかに,著作活動や東栄活動,それに教育活動
に従軍す るな ど,多岐にわた り精力的に活動 していた｡陳独秀が甫った ように ｢
忘れ られた康
有為｣ の姿 は どこにもなかったのである｡では何故 この ような評価が康有為 に下 されたのであ
ろ うかOやは り,辛亥革命以後の彼 の活動,主 として保盛会,孔教会,複蹄 とつ ながる･
‑種 の
反動的 な行動が辛亥革命以後 の時代 の流れ,す なわち共和制 を横棒す る政治体刑の中で古色蒼
然 と した感が否めなかったか らであろ うかO
複騨失敗後,康有為は政権 を奪取 した段横軸 に罪魁禍首 とされ,北京のアメリカ大使館 に半
年余 り逃 げ込 むこととなった｡その後 アメリカの保護の下 に大使館 を抜 け出 し,天津 を経 て宵
良,大連

,済南へ と向か った

1
9)
｡康有為 に とって初めての蘭 島行 きであ った｡当時の常 臓や

大連 には,酒朝支配階級 の‑族が多 く層位 していた

20)Oやは り酒朝の旧臣を愈純 した行動で

あっただろう｡
康有為が初めて膏島の地 を踏んだのは,1
91
7年 11月のこ とであった｡『南海廉先生年譜続

,

編 』 の記載 によると ｢冬遊青 島,大連,旅 順｣ 21
)とある｡ また青 島で康有為 自らが読 んだ
辞基 に ｢
丁巳冬至 冒遊青 島並謂恭邸於禽泉｣があるoT巳冬至の 日は 1
1月 9 日に当たるC
,こ
の 日青島 を遊覧 して,旧清朝の支配一族の恭親王宅 を訪問 した と言 うこ とであろうO
当時青島は 日本が支配 していた ところであ った｡ この年は また 日本人の手 によって青島中学
校が創設 された年で もあった｡ この学校は青 島在留の 日本人子弟のための学校であ り, 日本の

923
学制 と教学方法 を採用 した中学校で もあったO在留 日本 人のための青島居留民 団の設立は 1
年 3 月 まで待 たなければな らなか ったが,その当時すで に多 くの 日本 人が青島に常住 してい
たことが分か る｡

(
4)二度 目の青島
1
923年 5月康有為は再 び青島 を訪れた｡『南海康先生年譜続編.
= こよると,｢
五 月,過済南,
登千悌 山･
･
･
･
‑旋赴青島,遊崎山,並在育,済丙地成立孔散骨,以後改馬簡閲遺徳 骨｣ 22) とあ
り,済南か ら青島に来て,峰 山に遊 んだ｡ この地は有名な道教 の聖地であるし,
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ここで孔教会について見ていこう｡孔教会は文字通 り孔子の教 えを弘 く宣教す る目的 を以て
作 られた組織であ り,その淵源は康有為が 1
8
95年 に在京の挙人 を集めて清朝政府 に提 出 した
『
上清帝第二番j (
いわゆる ｢
公車上書｣
)に見 られるo ｢今速やか に道学の科 目を立てた方が
宜 しい と思います｡そこで儒 者に講義 をして もらい,孔子 の説かれた道 を詳 しく論述 して‑‑･
孔子の道 を明 らかに し,多 く経費 を集めて,各尊堂 を して これを援助 し,村 にある淫両 を して,
ことごとく孔子廟 に改め させ,尊堂,会館 に孔子 を配 り,これによって愚民 を導 くことを願い,
｣ 23) と皇帝 に上音 したのである｡ 康有為 は伝統的 な儒 家
聖なる数 えを支え,異端 を防 ぐ ‑‑

の家に生 まれ,幼い ときか ら儒学 を身につけた読書人,士大夫階級であった｡彼が孔子の道 を
究め,孔子 を尊ぶ とい うのは当た り前の ことであった｡
しか しなが ら,康有為 はこの当時は孔子だけを尊ぶ ようなことはなか った｡香港や上海の繁
栄 を目の当た りに し,西学 に も理がある と言 うことを理解 し,肌で感 じ取 っていたのである
24)｡では何故 に孔子の教 えを全面 に持 ち出 したのであろ うか｡康有為の生 きた時代 は まさに

,

西洋列強諸国が中国を植民地 とし ｢
瓜分体制 ｣がで きあがった時代 で もあった｡西洋列強緒
国を支えている思想的背景 と しては,彼 らにはキリス ト教があった｡中国にそれを求め ようと
すれば儒 教のほかはない｡中国を救 う道 として,中国伝統思想である儒教 を持 ち出 したのでは
なかろう.
か｡ただ初期の廉有為の思想 には,儒教主義者 とい う面 は余 り見 えない｡前述 した よ
うに,商学 に関心 を しめ し,仏教 に興味 を持ち,自然科学方面にも造詣が深か った｡
ただ辛亥革命以後の康有為 は,ひたす ら保真金,孔教会,復蹄 といった時代 の波 に逆行す る
反動路線 をひたす ら走ってい ったのである｡ 孔教会は 1
91
2年 に設立 されたが,乱数会設立当
時の康有為 はまさに ｢
孔子｣その ものであった

25)0

1
9
23年 5月康有為はこの地青島で家屋 を購入 した｡家族 に宛てた手紙の中で ｢青島は気候
が とて もいいので,最近家 を購入 した｡名 目は賃貸であるが,実 は買 ったのである｡ 庭 は実 に
広いが,価格は安かった｡数 日後 には入居できるだろ う｡ 今は旅館 にいるが高いので,入居で
きれば,電報で知 らせ ることにする｡その時になれば是非青島に来て下 さい｡上海 よ りもいい
ところである｡ 上海 も恋 しくな くなった｣2
6) と,住み慣 れた上海 よ りも青島の方がいい と言
っている｡
戟海為塘山作場

茂林峻嶺樹如葬

荘厳旧冒節楼在

今落書家可隠栖 27)

この康有為の詩は,何 を物語 っているのであろうか｡海 を鎮め,堤 を作 り,樹木が正 々と茂
り,そこに荘厳 とした節楼が立ち,い ま我が家 となった, と詠っている｡手に入れた家屋 は も
ともと ドイツの提督の家であ った｡この詩の題名 を ｢甲子六月領得青島徳国旧提督楼｣とい う｡
また康有為は弟子の方子節 に宛てた手紙の中で

,｢わた しは今家 を買い求めた｡ ドイツ人が青

島を得た時の旧提督樺である｡家は小 さいけれ ども,庭 は広 く,海の眺めはすぼ らしく,海 ま
で百歩足 らずで行 ける距離 にあ ります｡今 ここを賃貸 しているが,青 島の官有地 には賃貸 とい
う制度はな く,引 き続いて借 りることが出来る｡ 公園を管理するものは,わた しのために,木
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や花 を配置 して くれ るOそ こには 自由に入 るこ とが出来 る｣ 28) といってい る｡ ここは海の紫
色 と山の荘厳 さの両方 を楽 しめ る と言 うことで,かな り気 に入 っていた ことが分か る｡上海 は
もう恋 しくない と言 ってい る ぐらいであ るか らO現在の背 鼻福 山路 にあ る康有為改暦 に当た る｡
信号 山の中腹 に位 置 し,海 を望 め る絶好 の位 酎 こある｡ さすが に今 は建物が多 く建 ち往時の よ
うに海 を望 むことは出来 ない｡

(
5)大学の別段
青 島で康有 剃 ま何 を してい たの だろ うか｡1
923年 6 月家族 に宛 てた手紙の中で

,｢蘭島の

家 は とて もす ぼ らしい もので ある｡ 今 まで この ような ところは見た こともなか った｡ ここに大
学 を創設 しようと考 えている｡育 島に大学 を創設 しようと思 えば, ここにある商年兵舎 を大学
に充て ようと考 えてい るO購 入 して創設 しようと思 ってい るO だか ら永 く骨 塵に住 むことにす
る｡上海の家 は もう不用 であ る｡すで にある人が家 を欲 しい と聞いて きたので,わた しは十衝
だ と育 った｡そ して これ を売 って,負債 を完 了 させ た｣ 29) と甫 ってい る｡康有為 は背 鼻で大
学 を創設す ることを考 えてい た｡ この こ とを示す 史料 は康有為が弟子の藩潜航 に宛 てた手紙 に
も見 られる｡す なわち ｢曲卑大学 を創設 しようとまじめに考 えていたので, しば しば依頼 を受
け,寄付金 も出 し,敦展の厚 意 をすが り,曲単 に行 き, と くに大学 の校地 を吟味 して調べてみ
る と,･
‑
‑つのいい場所 を得 たO魯城 に囲 まれ,折水が周 りをめ ぐってい るO風 祭はすぼ らしい(
,
こんないい ところはないO暑 さを避 け,蘭島で大学の規 則 な どを作 った(
,繭単大学 の規模 は非
常 に大 きい ものにな りそ うなので,何年 もかか りそ うなので, まず膏鳥 に予科 を開 くことに し
た｣

30) とあ

り,大学予科創設の ための負債 も完 済 した と言 ってい るので,背 鼻に予科は開か

れたのであろ う｡彼 の青 島の家 には ｢天運堂｣ の崩額が架 け られていた とい うので,予科 に相
当す るのか も知れない｡

(
6)康有為の死
1
927 年 2 月,康有為 は上海 で七十歳古希 を迎 えた｡ 『年譜長編頼 二は ｢先乳 七十歳の誕
生 日にあた り,門弟お よび娘 の同軌

間壁 たち,皆上海に来て,長寿 を祝 った｡梁啓超 は 『
七

十番』の序 を撰 じ,情操 豊か なで且つ優 れた文章 を審 き,博 を しば ら く諸ん じた｡ また漢の優
れ た成語 を集 め撰 じて対聯 を作 る｡ 『
先 聖の玄意 を述べ ,百家 の整 わ ざるを整 え, ここに歳七
十 を迎 える｡高徳の老 人の前 で食事 を し,酒 を酌 み交わそ う｡受業生 はおそ ら く三千 人 ぐらい
で あろ うか』｡時 に南北 の戦争 の寅 っ敢 中であったので,誕生祝賀会が済 んだあ と,す ぐに青
島に行 った｡先君,誕生 日には身体の不適 を覚 え,二 月二十八 日午前五時 三十分,青島福 山路
の家で亡 くなった｡す なわち陽暦 の三月三十,一日に当たる｡遺骸 は青島李柑象耳山下に葬 られ
たO先君は上海 を離れ る ときに, 自ら遺稿 をを点検 し,礼服 を携 え,青島に向かったu 庭園 を
ほ とん ど くまな く歩 き回 り,そ う して言 うには, わた しと上海の緑 は切 れて しまった と｡写 輿
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を使用人にや り記念 とさせ た｡あ らか じめ永遠の別れ を分か っていたかの ように｣ 31)とある｡
康有為の致命 的な死因は二月二十
もう少 し詳 しく見てみ よう｡ 康有為 の家族 の話 によると,｢
六 日に同郷の人が設けた宴会に参加 した折 りに,一杯のオレンジジュースを飲 んだOそれで腹
痛 を起 こした｡二人の医者 に診断 して もらったが,その うちの 日本 人医者が食物 中毒である と
診断 した｡だいたい二十時 間我慢 を していたが,忽ち至 る所か ら出血 して死 んで しまった｣32)0

,r
年譜続編』にもあるように,もともと峯村象耳山にあったが ,1
985

喪有為が葬 られたのは

年に浮山の南面,山を背 に し,海が望める大麦島村北 山に適 された｡今の中国海洋大学浮L
U校
南海康公基誰銘』が新
区の背後 に当たる｡ 康有 為の弟子 にあたる劉海業 33) の手 によって 『
たに作 られた｡｢
公有為 と辞す, もとの名 は祖論,字 は広慶,長素 と号 した｡戊成復号 を更生
と改めた｡広末南海の人｡公十九歳の時,郷観に落 ちた｡そこで天下のことを考えるようにな
った｡光緒十四年皇帝 に上音す るが果たせず,十七年斯学偽経考 を著す｡二十年都 に入 り会就
にのぞむ｡弾劾 に会い書 を焼かれたが,彼の名は益 々有名 になった｡次の年,中日馬関条約で
は天下が非常 に騒が しくなったが,公深 くこれを恥 じ,弟子の梁啓超 とともに,各省の挙人を
集め,和議 を拒否するように上番 した｡世に公草上音 といわれるものである｡会武では樺発 と
な り,進士 となった｡工部主事 を授 けられたが,辞 して就かず,広東 に返 り常木草堂で学 を講
じた｡孔子改制考 を著 した｡二十三年公再度都 に上 り,二十四年の年首 に李鴻車や翁同麻 な ど
にまねかねて総理衛門で会談 した｡公 は縦横 に変法の宜 しきを論 じたが,多 くの人は難 しい と
思 った｡翁同鰍 ま公の言葉 を入奏 した｡徳宗 は勅を下 し,宮廷で会談 された｡変法の勅 は下 さ
れ,君主立憲 を唱えたのであった｡西太后那提氏 に逆 らい, また衷世軌のために売 られるとこ
ろとな り,簿嗣同等六君子が処刑 されたのだ｡公海外 に亡命す ること十六年,地球 を三周 し,
三十一 カ国を遊歴 し,六十寓里の行程であった｡大同番詩作 を撰 じたO辛亥後,母の喪 に服す
ために帰国 し,上海に天遊書 院を創設 し,自ら天遊化人 と号 した｡公は博学 にして文 を尊 くし,
詩文 に優れ,鑑賞 に通 じていた｡力めて革新 を主 とした｡ しか しなが ら軍閥が横行 し,志 を叶
えることは出来なかった｡憂 いなが ら青島で一生を終 えた｡公は構成豊戊午の年に生 まれ,氏
国丁卯の年に亡 くなった｡享年七十歳｡公の墓 は丙午の年 に破壊 されたが,い ま青島市人民政
府の修理す るところによ り,山を背 に し,海を望み,厳粛 な ところに新 しい墓 を得た｡銘に言
う,公 は南海に生 まれ,黄海 に帰 したo
･わた しは上海か ら公 に従 ったが,わた しは青海原 よ り
公に銘するものである｡ 文章の偉業 はとこ しえに光 り輝 くであろ う｣ 34)0
現在康有為の墓は青島海洋大学浮山校区の山の手 にひっそ りとあるが,筆者が昨年秋 に訪れ
たときは一面荘々とした雑草 ばか りで,人が訪れた様子 は全 くな く,ただ荒れるに任せてあっ
た｡
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く注釈 )
1
)『新青年 』 第 2番第 2号 民 国 5年 1
0月 1日.｢南海康 有為先生璃苦 闘近代先飽 之士 O
天下所 同認｡吾輩少時諌八股 諦薗拳 ｡毎疾視 士大夫習欧文談新 学者 ｡以馬骨洋奴｡名政所不容
也｡後説康先生 及其従 梁任 公 之文章始慨然於域外 之政教畢術燦 然町観｡茅塞頓 開｡兜昨非而今
是｡吾輩今 日得禰 有世界知織 其源 泉乃康栄二先生之賜 ｡最二先 生維新魔 性之功 ｡吾囲近代文 明
史所 歴 大藩特番 者東 O廠後任 公先 生且畢 且教 O東献於 囲 入着不 少0 両康 先生 則無間滞‑ ‑｣
O
南 海康 有為先生 は我が国近代 の先学 の士 であ るこ とは天下の認 める ところであ る｡私 は幼 い頃
よ り,八股 文 を読 み,旧学 を学 んで きた｡士 大夫 たちは欧文 を習い ,斯学 を語 るのは,皆洋奴
とみ な した｡その後 ,康先 生及 び弟子 の梁任公 (
啓超 )の文革 を読 んだ｡政教学術方面が燦然
と輝 い てい る ように見 えた｡私 が今 日得 た世界知織 の源泉 は,す なわち康栄二先生の賜 であ る
と述べ ,続 けて本文 にあ る ように,康南海先生 の名前 は聞か ない とい うのであ る｡

2)竹 内弘行 『後期康有 為諭 一亡命 ･宰亥 ･複 辞 ･五 四』 同胞舎

1
987年 (
京都大学 人文

4)の なかで ,｢結給か ら甫 えば,戊成 変
科学研 究所 共同研 究報告 『
五 四運動 の研 究 』 第 4函 1

,

『
大 同沓』の思想研 究 に限 られて,それ以外 はほ とん どないのがま
馴犬であ る｣
(
94 頁 ) といわれてい る｡ もっ とも該藩が上梓 は 1
987 年の ことであ り,飽近 の研 究 史には

法 までの時期 か

ふ れ ない｡ ただ管見す る限 りで も,戊成 以後 の鹿有為研 究 につ いて は極 めて少 ないのが現状 で
あ る｡

3)坂 出祥伸 『中国近代 の思 想 と科学』 (
改 訂増 補版

朋友藤店 2001年) には,辛 亥革命

前後 の康有為の行動 にふ れ た論文が収 め られてい るO ‑つ は シ ンガポールにお ける康有 為の行
動 を記 した もので,康有為 暗殺 にかか わ る もので あ る

(
｢
康有 為 暗殺 事件 をめ ぐって ‑中酉盤

太郎 の番 筒の解 脱 ‑｣
)
O他 の‑
一編 は廉有為 が神戸 須磨 に住 んでい た時代 の ものであ る

(
r
康有

)
O
為の須磨寄寓時代 ｣
4)村 田雄二郎 先生 は早 くか ら尊孔 問題 に取 り組 まれ, 1
9
93年 に広 東省南海 県で行 われ た
｢
戊成 後塵有 為梁啓遊興維 新派 国際学術研 村 会｣にお いて ,｢辛亥 革命 時期 の尊乱 闘趨｣ を発

｣(
『中国 一社 会 と文化 』 第 7号

表 され た｡ さらに関係論文 と して は ｢
孔 数 と淫両
学会

｣(
『アジアか ら考 える35

1
992年)や ｢王朝 ･国家 ･社会

(

東京大学 出版 会

東 大中国

1
994年 ),

｢
康 有 為 と孔子紀 年 ｣ 王 暁主調 『
戊成 推断 と近代 中国の改革 ‑戊成雑斬 首周年 国際学術討論
会会議 文集 ‑』社 会科学文献 出版社

5)｢南海康先 生年譜続編

2000年) な どがあ る｡

｣(
『
康南 海 自編年譜』 [
康有為学術 著作 選〕 中華啓局 1
992年 ) 1
83

頁｡ ｢二 月五 日,六十初度 ,門人集 湛祝 撞｣｡

6)呉 天任撰 『
康有為先生年譜』 (
下)薮文 印番館

1
994年 633頁｡｢英政府 対徳絶交,勧

中国採 一致 歩急願 ,
総理段 芝泉 (
棋 瑞)立表賛成 ,任 公亦 同此 主張 ,欲 進‑歩加 入協約 戟団 ,
｣｡
捷 高我 国在 国際地位 ,総統 繋宋卿 (
元洪 )別表 反対,先生亦 主維持 中立 ,反対参戦‑‑‑

7)呉 天任撰 『
康有為先生年譜』 (
下),6
33‑634頁0
8)弼徳 院 は,晴 の宣統 3 年 4 月におかれ た官庁 名O 『
酒 史稿』 職官志六 ｢
弼徳院,院長副
院長 各一人,顧 問大 臣三十有二 人,掌参預密勿朝 夕論思,並 審議洪凝大 政云 々,宣統 三年設｣0

9)馬洪林 『
康有為評伝 』南 京大学 出版 社 1
998年 23頁｡
1
0)対華 21ヶ条 につい ては,丸 山松草 『
五 四運動』紀 伊 囲屋 番店

1
981年の 52頁以 Fを

参照 した｡

ll)康有為 ｢請練 国賊救 学生電｣ (
湯志釣編 『
康有為政論 集打 下 中華尊属

1
9
81年 )1
066

頁｡ ｢
曹 汝 轟,章宗禅等 力行 買 囲,以 自刈其 人民 ,断絶英 国命 久桑｡挙 国憤 怒,威飲食其内面
寝 其皮0‑‑幸今学生発揚 義憤 ,奉行 天許 ,以正曹汝 轟,牽宗 祥之罪O 挙国 逝 聞,莫不歓呼快
心 ,‑州 政府宜垂釈放被捕学 生 而諦売 国賊｣｡
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1
2
)康有為 ｢
復大隈侯爵審｣ (
湯志鈎編 『
康有為政論集』下) 1
0
05頁｡
1
3
)康有為 ｢電犬養木堂樽連撤兵交還文十 (
湯志釣稀 『
康有為政論集』下) 1
0
6
8頁｡｢貴国
於巴寮大会維得成功,然見疑於列強,激怒於敵国,所失多夷｡郎人坐視傍観,威威儀懐 ,不能
少有所補助,縞馬痛心者久之O
.内閣之原総理山本君,吾旧交也,床次君,吾閉声相知也,皆商
才達識,必有良策以解之,憾至今尚未見之也.‑‑凡徳国旧約一概置之,撤駐兵,遼鉄路,乃
至衷世凱之二十一条,及近著段棋瑞之軍事協定,輿及徐世昌之順済南徐 之路約,骨折約券,班

･
･
｣
｡
盟書,不索条件,尽還於我,則四商商人歓喜踊躍,莫不稽首威戴大徳,永組善隣‑･
･
1
4
)宮崎滑天 (
1
87
0‑ 1
9
22)は,中国革命運動の援助 者｡名は寅蔵｡熊本県の生 れ｡徳
89
7年来 日中の孫
宮蘇峰の大江義塾 に学ぶ｡犬養毅の知遇 を得て中国軍命運動事情 を調査 ｡1
9
05年黄興 と孫文 を引合せ て中国同盟会結成 に尽力｡辛亥革命後 中国で革命派 を
文 を知 り, 1
支援｡また康有為の 日本亡命 に協力す る｡

1
5
)｢康有為求枚方電請 ノ件 香港在勤上野領事 ヨリ大隈外務大臣宛 (
電報 )
｣(
外務省編 『日
日本国際連合協会 1
9
5
4年)66
6貫｡
｢
Okuma,To
ki
o
,Fr
o
m
康有為 t
o 央野特 命全権公使 :上廃 園危 奉密詔求放散諸 費 図着 見容 望電 擾並賜保 護 ｡He
c
o
nBd
e
nt
i
l1
a
yr
e
q
ue
s
t
e
dmet
ot
r
a
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i tt
m
hea
bo
v
e
.
Uy
e
no
J
1
6)手代木公助 ｢
戊戊 よ り庶子 に至 る革命派 と変法派の交渉｣
(
『
近代 中国研究』第 7輯 1
9
6
6
午)1
7
7頁｡
1
7)宮崎酒天 ｢三十三年の夢｣ (『
宮崎滑天全集』 第 1巻 平凡社 1
971年) 1
3
3頁｡
1
8)康有為 ｢木堂記｣ (
光緒 2
5(
1
8
9
9)年 3月)蒋貴麟絹 『高木草堂過欄外綱続集』 台北
成文出版社 1
9
83年 3
6貫｡｢支那有‑士,廉有為廉度,築講堂於鼻 ,髄之 日商木草堂｡
1巻第 1冊
本外交文蓄』 第 3

･
･
･
･
･
･
日本有元夫犬養毅子達,築高藤於江戸,髄之日木堂｡‑‑康有為既以一木支柱療敦之支那,
欲改革而新之,堂構甫繕,馳起本所,堂構傾敦,漂流於来港之演｡東海犬養毅以‑木柱維新之
日本,而層重翼寛之堂構,堂構甫営,馳起木欲,猶花立東海上｡雨木遇於東海,鵠合挽木,馬
連理木,相輿挽仰二儀,顧扮大地,指揮東海,馬橋馬梁,璃舟馬方,填塞瀞海而清適之｡犬養
毅告康有為 日 :子支那之犬養毅也,僕 日本之康有為也‑‑｣｡

1
9
)呉天任撰 『
康有為先生年譜』 (
下)6
6
5貫｡
2
0
)｢6 清国皇族渡来風説二関スル件｣ (旧情皇室関係雑件) (
作成者 : 中山関東庁督務局
長/内田大 臣/橋本正治,中山関東庁警務局長,内田大臣,橋本正治) (
外務省外交史料館所

｡

未 ダ曾テ民 国 ヨリ援助 ヲ受 ケタルコ トナ ク,
に,恭親王 に関連 して次の ような記事がある ｢
又之 ヲ峻拒 シ居 り｡ 目下青島ニハ夫人及二男二女 ノ家族ア リ,旅順 二適 当 ノ家 アラバー家 ヲ引
纏 メ転住 スヘ ク‑‑｣｡当時,青島や旅順 には多 くの旧清朝の皇室関係者が住 んでいた ようで
ある｡

21
)｢南海康先生年譜続編｣(
『
康南海 自編年譜』) 1
9
3貫｡ ｢
冬遊青島,大連,旅順｣
｡
2
2
)｢南海康先生年譜続編｣(
『
康南海 自席年譜』
)21
9貢｡
2
3)康有為 ｢上清帝第二審｣ (
湯志釣編 『
康有為政論集』上) 1
3
2頁｡｢今宜垂立道学‑料,

其有詩学大儒,発明孔子之道者,‑‑清明孔子之道,厚韓経費,且令各尊堂助之｡並令郷落淫
両,悉改為孔子廟,其各尊堂会館倶令独紀孔子,庶以化導愚民,扶聖教而塞異端｣｡

2
4)康有為は 25歳の時に,上海 に初めて出て,ここで上海の繁盛 を治めるのに,西洋 人に
は統治能力があるとい うことを知 り,西学 の必要性 を感 じ取 っていた｡｢道程上海之繁盛 ,益
r
康南海 自編年譜Jl
l頁)0
知西人治術 之有本｣(

2
5
)康有為 ｢
孔教会序｣ (
‑) (
湯志釣編 『
康有為政論集』下)7
3
4頁の ｢説明｣ には,｢陳
換章附志｣ を引用 して,｢まさに孔教会発足時に,南海康先生 を孔教の巨人 とした｣とある｡
陳換車は孔教会の発起人の一人｡

･7
2･

(
26)李宰光 『
康有為家督考滞』隆文閣昏 店

1
97
9年

44頁｡ ｢
青島気候佳甚｡頃得‑官産

屋 ,各馬租 ,賓則同買｡囲極大,償極少.候数 日可得O今各人住客桟権勢,候得塵 ,薗電皆 ,
至時可来青 島,賓連勝混夷 ｡混無 可燃｣0

27)康有為 『商木草堂辞 典』上海人民出版社

1
996年

425頁｡

28)李雲光 『
康有為家番考稗』 匪文閣番店 1
97
9年 44頁.考釈参照0
29)李雲光 『
康有為家番考輝』47頁｡｢
青 島此屋之任,書生所未有(
,加以有大挙躯,吾欲在
青島醇之,以有硯世大軍舎也｡吾候収款帥躯｡則常長住青島｡減屋無用 ,巳有 人間,吾索十筒｡
甚欲儀之了傭｣｡

30)康有為 ｢輿酒客航｣ (
薄紫麟編 『
商木草堂適構外編 』下) 67
7 頁｡ ｢執事挙挙以 曲早 大
畢馬念｡贋承付託,慨然摘助O仰 見尊敦作 人之盛意O到 曲単,曾特勘大挙地触,得‑佳地O確
魯城而続折水,形勢風教,莫不絶佳｡避暑青島,曾擬大挙車種｡並以 曲早大畢工程宏大,成東
累年,放欲就青 島先 開預科｣｡ただ青島に大学 を開 くとい う康 有為の構想 は,当時の宵商の指
導社会層 の中にあった考 え方で もあった. と くに膝襖簡単骨鋸 であった高風決 は,青島大学 の
創立 に関 して非常 に熱心であった｡かれは北洋政府の教育総長 を務 めた人物であった｡その後
粁余 曲折 を経 なが らも,1
924年 8月には私立蘭島大学が設立 されるのである｡康有為の計 画
した大学 は創立 を見なか ったが,かれが当地 に与 えた影響 は甚 だ大 きか ったO斬貝澗 ･周釜 ｢晩

｣『骨島文博諭葦』青島出版社

年康有為輿青島

1
991年 211貰参照｡

31
) ｢南海康先生年譜続編｣(
F康蘭海 自編年譜 』
)235 凱

｢二月五 日,馬先君七十帝展, 門

弟子及女同赦,同蟹威到上海祝購 O梁啓超撰 七十番 序 ,博文並 茂 ,倦踊一時,又東 涯緊成語凍
‑聯云 :述先型之玄意,整百家之不軌

入此渡来,年七十粂 !奉鴨豆於 囲曳,致 敵析於 射 乳

親愛業者,蕊三千雫 !暗闘南北戦時方鮒,過薄 日後,

帥去青 島O歯先君薄 日,鰻巳兜不適,至

二月二十八 日午前五時三十分,逝 世於青島相 山路寄腹 ,帥陽暦 三月三十‑ 冒,適健葬於膏偽挙
村象耳 山下｡先君去湛時,親 日槍鮎遺稿,並 将 碓服摘帯｡臨行 ,巡視園申殆遍,且 日 :我輿上
海線姦衆 !以其像片分贈工友,以作記念,若預知永別者雫｣0

32)李雲光 『
康有為家尊者 揮』7
6頁O康有為はオ レンジジュー スを飲 んで中毒 を起 こ し死
んだ とい うことであるが, まさか康有為一
一人だけがオ レンジジュースを飲 んだわけではあるま
い｡彼 の死 因については謎めいた ところがあるとい うことに してお こう｡英記酒楼 は現在の番
和楼 (
中山路天津路交差の ところ)であろう｡筆者の調査 によれば,春和楼は百年以上の歴 史
を誇 る ところであ り,康有為 と関係がある とい う｡

33)劉海釆 (
1
896‑ 1
994)は中国上海で衆初の美術学校 をわずか 1
7歳で設立 した美術教
91
7年上海美術専科学校 で男子裸体モデル を採用 し,1
92
0年には女子裸体
育界の第一人者 ｡1
モデルを採用 して,西洋式美術教 育のスタイルを完成 させた｡ 中国建国後は,上海美尊の後 身
である華東芸術専科学校 ,南京芸術学院の校長,院長,名誉院長 を歴任 し,中国美術教育界 の
トップ として活躍 した｡康有為 に番 を学 んだ｡

34)劉 海粟の手 による新 しく立 て直 された康有為の墓誌銘 は,｢公諦有為,原名祖始,字 贋
魔 ,畿長素,戊成後易鍍庚生,広東南海人也｡公十九歳時,郷 試不債,帥慨然以天下馬己任
光緒 十四年,伏 開上書,不得達｡十 七年,撰新学僧経考｡二十年入京会試,遭弾劾,番被焚,
而名益彰｡次年,中 日馬閲訂約,天下暫督,公深批之,輿弟子梁啓超会各省挙人,上音拒和議 ,
世称公車上書｡値会試梼尊,成進士,授工部主事,辞不就｡返卑講学於高木草堂,撰孔子改制
考｡二十三年,公復赴京｡明年歳首,李鴻牽,翁同麻等,廷陪於総理衛 門｡公縦論変法維新之
宜,衆莫能難｡翁以公言 入寒,徳宗下詔陛見,変法詔下,侶君主立憲｡件 酉太后那提氏,叉馬
衰世凱所膏,譜 嗣同等六君子死環O公亡命海外 十有六年,三周環滅,経 三十二閲,行 六十寓

私

撰 大同普請作｡辛亥後,丁母托帰 国,在癌創天遊書院, 自鍍 天遊化 人｡公博学善文 ,檀詩番 ,
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棉鑑賞,力主革新｡然軍閥横行,志不得酬,郁郁終於青島｡公生於清成豊成午,卒於民国丁卯,
享年七十o公基数於丙午,今得青島市人民政府重修,背山臨海,粛穆壮観O銘日 :公生南海,
帰之黄海,吾従公骨上海,吾銘公骨歴漁港,文章功業,彪柄千載｣｡
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