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要　　旨

　アナーキズムは20世紀初期、中国の社会改革のエネルギーの一つであった。しかし、その史実はあ
まり知られていない。
　本稿では、1920年代から30年代初期にかけて、日本留学（遊学も含めて）、アナーキスト活動拠点
と目された出版物や学校の活動にかかわった中国人について総体的かつ共時的に、群像として考察す
る。具体的な調査対象としては、沈仲九をはじめ、衛恵林、毛一波、張景、張易、黄子方、孫俍工、
呉朗西、陳春培、伍禅、荘重、郎偉、陳瑜清、黄源ら計14人で、これを第三世代中国人アナーキスト
の日本留学組と称する。
　沈仲九（1887 ～ 1968）は第三世代アナーキストの中心人物であるという認識を筆者はもっている。
しかし、沈はこれまでほとんど研究されておらず、そればかりか、その経歴さえもよくわからない。
それがゆえ、沈仲九に関しては、その経歴を全面的に考察していく。ただ1930年中期以降は略述する
にとどまる。他の13人については、それぞれの1920年代から30年代初期までのアナーキズム活動、日
本在留歴、交友関係にしぼって簡潔にまとめる。調査資料を取り扱う際に人と人のつながりに留意し、
資料分析を通じてこの間に埋もれた歴史的真相の一端に迫りたい。
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英文要旨

Anarchism was one of the driving forces behind social reform in China at the beginning of the twentieth 
century. �e relevant historical facts, however, are not well known.

In this paper, I examine, in a comprehensive and synchronic way, the Chinese who, from the 1920s to 
the early 1930s, were studying in Japan (including those who were studying there for recreation) and who were 
involved with publications and school activities that could be regarded as anarchistic in character. �ese Chinese 
are often referred to as the third generation of Chinese anarchists who studied in Japan. More concretely, I study 
fourteen people:  Shen Zhongjiu (沈仲九 ), Wei Huilin (衛恵林 ), Mao Yibo (毛一波 ), Zhang Jing (張景 ), 
Zhang Yi (張易 ), Huang Zifang (黄子方 ), Sun Langgong (孫俍工 ), Wu Langxi (呉朗西 ), Chen Chunpei (陳
春培 ), Wu Chan (伍禅 ), Zhuang Zhong (荘重 ), Lang Wei (郎偉 ), Chen Yuging (陳瑜清 ), and Huang Yuan 
(黄源 ). Based on my study of these individuals, I have attempted to arrive at an understanding of the historical 
facts. While conducting this analysis, I have paid attention to the relationships among these individuals.

As a result of this study, I have come to understand the importance of Shen Zhongjiu (1887-1968) as 
one of the central �gures in the third generation of Chinese anarchists. Until now, however, not much research 
has been conducted on Shen. Or, rather, it might be more correct to say that little is known about his personal 
history. I am therefore fully examining the personal history of Shen Zhongjiu. From the mid-1930s, however, 
I o�er only a brief account of his history. With regard to the other thirteen members of the group, I limit my 
discussion of them to their anarchistic activities and their lives in Japan from the 1920s to the early 1930s.

査読付き研究ノート



１．はじめに

　20世紀の初期に、アナーキズムが中国の社会改

革のエネルギーとなったのは歴史的事実である。

多くの中国知識人がその友愛互助の精神に心を惹

かれ、強権政治のない社会を夢見て運動に身を捧

げた。しかしアナーキズムは当時中国が直面して

いた国内外の社会、政治の諸問題に有効な処方箋

を示すことができず、大衆的支持の一層の広がり

を見ないまま、その思想は一時の社会的ブームに

終わり、国民党政府の確立、日中関係の緊張化な

ど一連の急激に変化する政治情勢の中で終焉を迎

えた。

　中国のアナーキズム運動については、坂井洋史

の「一九二〇年代の中国アナキズム運動と巴金」

（1983）が三つの世代に区分しているが、嵯峨隆

はさらにその三つの世代の「第一世代は辛亥革命

前にアナキズムを受容した世代であり、第二世代

は革命後に国内で活動を開始し、マルクス主義と

の論争に敗れて行った世代であり、第三世代はロ

シヤ革命後に思想を受容した世代であり、マルク

ス主義との論争における敗北を見据えながらも、

アナキストとしての自覚を持ち続け、1920年代に

教育運動に携わって行った世代である」(1)と説明

している。第三世代の人々自身がマルクス主義と

の論争における敗北を認めていたかどうかはさて

おいて、かれらがアナーキズムの理想や情熱を

もって教育運動に携わっていたことは紛れもない

事実である。

　もう一つの特徴として、この世代は「五四時期

にはじめてアナーキズムに接する若者である。そ

の中の多くの者は外国に留学したことがあり、直

接に外国のアナーキストのグラーヴ、大杉栄など

から影響を受けていた」(2)のである。

　新中国成立後の史学界では、かつてマルクス主

義と論争し、とりわけ1920年代に入って中国共産

党を激しく非難したアナーキストたちに対し、一

貫してその反動性、反革命性を批判してきた。あ

るいはそのあたりの歴史をほとんど無視し続けて

きたといってもよかろう。本格的な研究の始まり

は1980年代に入ってからのことである。

　研究は二つの側面から成り立っている。一つは

アナーキズムとは何かを究明するものであり、も

う一つは関係資料の整理公開である。筆者の関心

は主として後者、とくにその第三世代アナーキス

トの中の日本留学経験者（本稿では日本留学組と

称する）に関する史実にある。

　本稿では、沈仲九をはじめ、衛恵林、毛一波、

張景、張易、黄子方、孫俍工、呉朗西、陳春培、

伍禅、荘重、郎偉、陳瑜清、黄源ら計14人を取り

上げて考察の対象としている。かれらはいずれも

1920年代から30年代初期にかけて、アナーキスト

の活動拠点と目された出版物や学校の活動にかか

わった日本留学組である。具体的にいうと、出版

物とは『民鐘』『自由人』『民衆』『民鋒』『革命週

刊』（自由書店刊）『時代前』（出版合作社刊）な

どをさしており、学校とは立達学園、国立労働

大学、黎明高級中学と平民中学などのことであ

る (3)。

　この人たちは個々には、アナーキズムに対する

認識、理論の研究や発表、運動にかかわる方式や

度合い等々の点で違いがあり、全員をアナーキス

トと名付けるには無理がある。なかには最初から

アナーキズムを信奉して活動にかかわったわけで

はないと考えられる人もいれば、後になって信条

を変えた人もいる。そうしたこともふまえた上

で、本稿ではあくまでも、総体的かつ共時的に、

群像としての第三世代中国人アナーキストという

名称を用いることにする。

　運動は共同の目標または信念をもつ人間が集

まって起こすものである。歴史ドラマは人間とい

う役者なくして演じ得るものではない。その過程

のなかで、目標や信念とはある程度独立した人と

人との関係が形成されていく。つまり信念の強さ

と交誼の深さとは必ずしも比例しないのである。

調査を通じて浮かび上がった沈仲九こそ、この時

期のアナーキズム活動において、中心的役割を果

たした人物と思われ、かれの年譜の整理を中心
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に、かれの周辺にいる人物にスポットをあて、か

れらの交情、人と人のつながりを詳らかにするこ

とによって、埋もれた歴史の真相の一端に迫りた

い。

２．沈仲九

　沈仲九は本稿の主要な考察の対象である。筆者

はかれが第三世代アナーキストの中心人物である

という認識をもっている。その求心力を究明する

には、それまでのかれのアナーキズム活動を含

めたキャリアに遡源しなければならない。した

がって沈仲九に関してはその経歴を全面的に考察

していくことにする。沈仲九をテーマにした文

は、寡聞にして筆者は曹聚仁の「一代政人沈仲九」

（1973）一篇しか見たことがない。いまここで、

筆者のこれまでの調査結果をまとめ公開すること

も何らかの意義があろう。紙数に限りがあるので

出来る限りに簡潔に報告することとする。

２．１．辛亥革命前

　沈仲九、本名は沈銘訓、筆名に信愛、天心、平

公などが用いられている。1887年３月19日浙江省

紹興の東浦村に生まれる。青少年期には同じ村の

先輩である徐錫麟（1873 ～ 1907）から大きな影

響をうけた。15歳で徐が開いた撫恩舘で学び、翌

年徐が紹興府学堂の教官になるとすぐに同校に入

学した。17歳、帰郷して徐が営む熱誠学堂で教鞭

をとる。19歳、徐の渡日に随行、成城学校に入学

した。その前後に光復会会員になったのも徐の紹

介によると思われる。21歳の1907年、帰国して復

旦大学に入学する。同年７月に徐錫麟は安徽省安

慶で巡撫恩銘の暗殺を実行して失敗し、処刑され

た。その直後に沈仲九は大学をやめて故郷にも

どった。

２．２．辛亥革命後～五四運動前後

　1912年に沈仲九は編集者として紹興公報舘から

スタートを切る。15年、杭州の浙江図書館に移

る。16年、雑誌『教育潮』（杭州）を主宰したと

本人の回想にあるが、おそらくそれは月刊誌『教

育潮』の前身『教育週刊』のことであろう。『教

育週刊』は13年４月に創刊され、19年４月に『教

育潮』と改名、沈がその編集主幹（つまり編集長）

であることは『教育潮』第１巻第１期から確認で

きる。同誌は、民間教育団体である浙江省教育会

（1907 ～ 26）の機関誌である。沈仲九在任中の会

長は、12年から20年までの長期間その職にいた経

享頤（1877 ～ 1938、浙江省上虞出身）である。

その間経享頤は杭州の浙江省立第一師範学校（以

下は浙江第一師範と略称）の校長でもあった。

　浙江第一師範は、経校長の下で「四大金剛」と

呼ばれた李次九（1870～1953、浙江省呉興出身）、

劉大白（1880 ～ 1932、浙江省紹興出身）、夏 尊

（1886～ 1946、浙江省上虞出身）、陳望道（1891～

1977、浙江省烏義出身）その他多数の革新教員を

擁し、中国新文化運動の橋頭堡として世に知られ

ている。「四大金剛」中の一人陳望道は、沈が経

校長に推薦したものである（陳望道1919）。

　「浙江教壇四傑」の一人（ほかに劉大白・夏

尊・陳望道）と称されていた沈仲九は浙江第一師

範の専任教員ではないが、しばしば同校を訪れて

いる。『陳範予日記』（坂井洋史1997）によって確

認できるのは４回で、19年10月17日と20年３月24

日、同25日、同29日である。前の３回は、学校自

治問題について講演を行ったが、４回目はいわゆ

る「一師風潮」の最中であった。

　19年11月、同校学生施存統が『浙江新潮』に発

表した「非孝」が引き金となって守旧派の集中攻

撃に会い、20年２月に経享頤が校長を罷免された。

冬休み中にもかかわらず、同校学生教員の多くが

帰校し反対運動を起こしたが、当局からの弾圧を

うける。３月29日500人余りの警官が学園を包囲

し、園内に集まった学生を解散させようとする。

その日沈仲九、陳望道ら多くの教員が駆けつけて

学生を応援した。結局、幅広い世論の支援を受け、

警察は撤収した。これが50日にもわたって中国を

震撼させた「一師風潮」である。
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　「一師風潮」後、「四大金剛」を含め多くの教員

が浙江第一師範をあとにした。おそらく、沈仲九

もその頃『教育潮』の編集を離れたと思われる。

沈仲九は『教育潮』で「徳莫克拉西的教育」（デ

モクラシーの教育）、「怎麼様対付新旧思想」（新

旧思想にどう対処するか）、「告浙江省議会議員」

（浙江省議会議員に告ぐ）、「做教師應該怎麼？」

（教師たる者はいかにあるべきか）、「青年的自覚」

（青年の自覚）、「注音字母与改造」（注音字母とそ

の改造）、「随感録」、「対於中等学校国文教授的意

見」（中等学校国文教育についての意見）など多

くの論文を発表した。しかしそれらはすべて19年

11月刊の『教育潮』第５期までであって、20年２

月刊の第６期を境に、 21年１月刊の第10期（終刊）
までかれの掲載文が見られず、雑誌全体の論調も

右傾化した。

　沈仲九は『教育潮』のほか、戴季陶（1891 ～

1949、四川省広漢出身、原籍は浙江省湖州）・沈

玄廬（1892 ～ 1928、浙江省蕭山出身）が主宰す

る『星期評論』(19年６月８日創刊、20年６月６
終刊 )にも多くの論文を発表した。連載「我的人
生観」（私の人生観）（19 ～ 21号、『教育潮』第５

期にも）はとくに反響が大きかった。ほかに「主

義的研究与宣伝」（主義の研究と宣伝）、「学生運

動的過去与将来」（学生運動の過去と将来）、「香

港機器工会的同盟罷工」（香港機器労組の合同ス

トライキ）などがある。

　杭州を離れ上海に移った沈は、上海船務棧房工

界連合会成立大会や『新青年』雑誌社主催の「社

会主義と中国改造問題座談会」に参加し、同年８

月の上海共産主義小組の設立にもかかわったがま

もなく戴季陶、沈玄廬、劉大白らとともに離脱し

た。そのあたりの史実はもう少し調査する必要が

ある。

　同年秋沈仲九は長沙の湖南省立第一師範学校

（校長易培基）に赴任した。同校教務主任匡互生

（1881 ～ 1933、湖南省邵陽出身）の招聘によるも

のだが、この匡互生こそのちに設立した立達学園

の中心人物である。当時招聘された教員には、も

と浙江第一師範教師の夏 尊や、匡と同じ湖南省

出身で北京高等師範同期（19年卒）の孫俍工（後

述）、周谷城（1898 ～ 1996）、熊夢飛（?～ 1962）
及び湖南高等師範17年卒の舒新城（1893 ～ 1960）

などがいる。沈と孫俍工との交誼もその頃に始

まったと思われる。

　玉川信明によれば、21年３月、アナーキスト団

体「長沙青年同楽会」が成立され、そのメンバー

には沈仲九、孫俍工、袁紹烈（袁紹先の誤りか）、

劉夢葦、楊人梗、李少陵などがおり、毛沢東が組

織した「青年倶楽部」とは完全に対立していたと

いう(4)。

　22年頃沈仲九は上海にもどり、呉淞の中国公学

中学部で国語を教える。同中学部主任は舒新城、

同僚には孫俍工、匡互生らがおり、学生には呉克

剛、呉朗西、陳瑜清、郎偉らがいた。中国公学は

ドルトン・プランの採用校である。沈仲九は孫俍

工らと東南大学付属中学などでもドルトン・プラ

ンの実施を試みた。同年、沈孫共編の『国語文読

本』）が上海民智書局より刊行され、白話文体と

外国名作訳の取り入れた画期的なもので世の注目

を浴びた。23年秋に沈仲九は上海大学新設の中文

系教授に就任し、中国文学史及び文体論を教え

た。中文系主任は陳望道である。

　経享頤は浙江第一師範を離れたのち、故郷の上

虞で春暉中学を創設した。沈仲九も何度か講演に

赴いている。

　23年11月16日の『春暉半月刊』第19期によると、

11月８日沈仲九は匡互生と春暉中学を参観に来

て、しばらく夏 尊の家に泊まっている。ちなみ

に、匡互生は翌年２月、数学教員兼舎務主任（生

活指導担当）として春暉中学に赴任することに

なった。

　24年５月１日の『春暉半月刊』第28期によると、

沈仲九と袁紹先は４月19日春暉中学を参観し、21

日上海にもどった。20日に沈は大講堂で「現代青

年課外必修的一種科目」を題して講演を行った。

　上述したように、沈仲九は、「五四運動」前後、

すでに中国知識人や青年の間に大きな影響を与え
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たインテリーである。かれは湖南第一師範学校、

中国公学、上海大学などで教鞭をとり、ドルト

ン・プランを実践した一方、『教育潮』を主宰し、

多くの論文を世に問い、新文化運動の提唱、ア

ナーキズムなどの革命思想の鼓吹に努め、中国共

産党の設立にも関わった。かれは同じ紹興出身の

沈玄廬、劉大白と並べて「紹興三傑」と呼ばれ、

また「五四運動のなか、東南の風気を一新させた

人物」(5)と称賛された。

２．３．国民革命と日本留学

　24年初めに中国国民党第１回全国大会が開か

れ、三民主義が孫文によって改めて解釈されて、

中国共産党員は個人として国民党に入ることにな

り、いよいよ反北洋軍閥を主目的とする「国民革

命」が盛り上がっていく。

　その頃、第一世代アナーキストの代表的人物呉

稚暉（1865～1953、江蘇省武進出身）が、「アナー

キストは国民党に入ろう」と主張しはじめた。沈

仲九がかれの元中国公学中学部、現上海大学の学

生である呉克剛（1903 ～ 99、安徽省寿州出身）

らと同年３月に創刊した『自由人』はその主張に

反対意見を唱え、同時に同誌は共産党も強烈に批

判した。

　25年初めに匡互生らが立達学園を創設し、沈仲

九は校務委員に名を連ね (6)、３月立達学会が成立

する際に、沈もその最初の34人の会員の一人と

なった。６月、匡互生と連名で『立達季刊』創刊

号に「立達、立達学会、立達季刊、立達中学、立

達学園」（創刊辞）を書き、立達精神を闡明する。

　同年９月、沈仲九は巴金、衛恵林、毛一波ら16

人の発起人の中に入って『民衆』を創刊する。そ

のなかで沈がどのような役割を担ったかは不明だ

が、メンバーからは尊敬されていたようである。

毛一波は当時のことを回想する際に、巴金は「以

前より先輩や秀れた人を尊敬したが、沈仲九を

“先生”と呼んでいたこともあった」(7)という。

　沈仲九の1920年代の日本渡航は、その直後かと

思われるが、あるいはもう少し前かもしれない。

民衆社の正式発足は９月だが、その準備は当然そ

れ以前からなされていたはずである。ともかく沈

は10月にはすでに日本に来ていたことがわかって

いる(8)。長女の善生、次女の一林も一緒だったよ

うである(9)。27年４月に帰国するまで、沈は上智

大学でドイツ語などの授業を聴講する一方、旧知

の孫俍工、呉朗西のほか、張景、張易、黄子方ら

とも交友を重ね、日本人アナーキストたちとも交

流した。

　沈仲九が日本にいたとき、日本のアナーキズム

運動はすでに「アナ・ボル」対立の時代を過ぎて、

そのすぐれた指導者、多くの中国人アナーキスト

と実際に接触し、中国のアナーキズム運動にも多

大な影響を与えた大杉栄を失い、退潮に向かって

いた。大杉栄は『日本脱出記』（1923）で、自分

が「アナ・ボル」対立を経験して得た感想を述べ

ているが、なかに「かくして僕は、はなはだ遅ま

きながら、共産党との提携の事実上にもまた理論

上にもまったく不可能なことをさとった。そして

またそれ以上に、共産党は資本主義諸党と同じ

く、しかもより油断のならない、僕等無政府主義

者の敵であることがわかった。」という件がある。

この文章を沈仲九は読んでいたであろう。いつ読

んだまではわからないが、あるいは日本に来る前

であったかもしれない。二年ほどの日本滞在、そ

の後のかれの活動に影響を与えたことはほぼ間違

いないだろう。沈は日本のアナーキズム運動の退

潮を目にして中国の情勢と思い合わせ、何かせね

ばならぬとその焦慮は、祖国の対岸にいることで

いっそう募ったはずである。

　この二年間に中国の政治情勢は大きく変わり、

国民革命は、国共合作による北伐戦争の形で大き

な進展を見せたものの、革命陣営内部の対立も日

増しに激化していった。27年４月12日、国民党の

蒋介石一派が、上海で共産党系労働組合の武装組

織を武力で解除し、多くの共産党員や組合員を殺

害し、同月18日に南京で国民政府をスタートさせ

た。それによって、北京政府・武漢政府と三つ巴

の政治中枢ができ、中国はますます複雑な政治局
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面に立たされる。そういう情勢の中で国民党から

の共産党員追放を主張し、自らの影響の拡大を図

るアナーキスト呉稚暉や李石曽（1881 ～ 1973、

河北省高陽出身）らが、上海で国立労働大学の設

立を計画して南京政府に働きかける。そのため沈

は急遽日本から上海に呼び戻された (10)。

　沈仲九が帰国したのは、労働大学の開校準備の

ためと、同年５月に創刊する『革命週報』編集長

を任されたからである。これらのことから考えれ

ば、帰国の時期は同年４月の後半ではなかったか

と推測される。帰国後『革命週報』に着任したか

れはわずか１ヶ月で辞任した。27年５月末に発刊

された『革命週報』第５期にかれは次のように書

いている。
　「我々は口舌ではなく己の手を使うべきであり、
墨ではなく己の血を使うべきだ。」しかし、己の「手」
は何処にあるか！己の「血」もまた何処にあるか！
読者にわたしはずっと口舌や墨だけで訴えてきた
が、そうしてきたことをわたしは悔やみ、恥じ、悲
しむ。わたしはすべての社会革命者に、人類に申し
訳が立たない。わたしはいつになったら、己の手と
血でこの忘れがたく、消し去りにくく、深く胸に焼
き付いた「悔やみ」「恥じ」「悲しみ」「申し訳なさ」
という傷を完全に消せるのか！ (11)

　筆者の確認したところ、１週間後発刊した『革

命週報』第６期に掲載された平公（沈仲九の筆名）

の「長沙悪教育一班」は、かれが発表した最後の

論文となる(12)。これを境に、かれは『革命週報』

の編集長を辞した。筆を折ったのだとさえ思われ

る。

　これはかれが筆によるアナーキズム運動の限界

を悟ったことを意味するのだろうか（敗北を認め

るのとは違うであろうが）、それとも、己の手と

血を以て労働大学の建設に全身全霊を捧げようと

いう意志表示であったのか。

　ともあれ早期の労働大学において沈仲九は大き

な役割を果たした。南京政府による開校決定は５

月９日に下された。６月９日の大学準備委員会第

3回会議で、沈仲九は来る９月開校予定の同校労

工学院の院長に任じられる。９月19日の労工学院

入学式の１週間前の12日に開かれた第１回学務会

議で、校長弁公処秘書に転任、多忙の易培基校

長（政府農鉱部長でもある）を補佐する。翌年開

校予定の労農学院の準備の仕事などをこなしたの

ち、11月１日、同校編訳舘主任となった。

　開校当時のかれの役職を正確に把握して「易

培基が校長に、沈仲九が秘書になった」（鄭佩剛

1963）とする報告もあるが、その役職を知らない

論者の方が多い。同年９月、石川三四郎は「広大

な労働大学内に至るとまず、主事（副校長）で、

この学校の実質的な教務責任者であるアナキスト

教育学者沈仲九を訪れた。すぐに先着の岩佐作太

郎、山鹿泰治の両人にも伝えられ、会うことがで

きた」（玉川1981：268）という記述がある。また

山鹿泰治は「沈仲九はここの副校長」、「日本とド

イツで学んだアナキスト」だと回顧している(13)。

実質的に、沈はナンバーツウとして仕事をしてい

たので、二人の印象はさほど的外れということで

はない。ただし沈のドイツ留学はそののちのこと

で、山鹿の回顧は1962年以降に書かれたものであ

るから、「沈仲九は日本とドイツで学んだアナキ

スト」だとするのは後からのこじつけと理解され

よう。

　石川三四郎も山鹿泰治も沈仲九の日本留学中の

知己である。９月開校に合わせ、沈は日本にいる

張景、張易兄弟（以下詳述）を通じて、二人を招

聘した。ほかに、岩佐作太郎にも講師となるよう

要請した。沈はさらにフランス留学中の呉克剛を

通じてジャック・ルクリュ(14)をも労働大学に招

いている（ジャック1992）。

　しかしながら、労働大学内では次第に国民党の

勢力が強まり、そのため沈仲九は自分から職を辞

した（畢修勺1984）。「国立労働大学第一学年大事

記」（邵陽市文史委員会2001）によると、28年２

月上旬に人事異動があり、編訳舘主任沈仲九は日

本留学のため学外編訳員となったが、実際は沈は

ドイツに留学している。沈本人の話によると、28

年にドイツへ留学したが、その費用は労働大学が

給料の前払いの形で用立ててくれたのである。最
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初はベルリン私立政治大学に入学し、のちには

もっぱらミュンヘンの図書館にこもって本を読ん

でいたそうである。

　「（労働大学）閉鎖と同時に沈仲九は中国を離れ

てドイツ留学を志し、途中、日本では石川の家に

も寄っていた」（玉川1981：270）という回顧文が

あるが、時期的に大きなずれがある。労働大学の

閉校通達は31年７月に下りており、完全閉鎖は翌

年32年６月である。

　逆に、近藤憲二（1965）は、沈仲九のドイツ留

学の時期をさらに早くしている。かれは27年に沈

仲九がヨーロッパに行く途中日本に立寄り、留学

中の衛安仁、張易、毛一波、索非、小池英三、近

藤憲二と懇談をしたと追想している。近藤のいう

衛安仁つまり衛恵林（以下詳述）は23年頃すでに

帰国し、27年１月上海を発ってフランスに留学し

ているので、沈仲九が日本に立寄ったとき衛がい

たというのは不可能であろう。また毛一波（以下

詳述）の来日は28年末で、沈は毛と日本で会った

とするならば、立寄った時期はそれ以降になる。

もし張易の兄張景（とも後述）が日本にいれば、

沈仲九がかれと会っていないとは考えにくい。張

景の帰国は29年だが、それを年初としても、沈の

立寄る時期はさらに下る。しかし、沈は28年２月

にすでに実質的に労働大学の職を解かれているの

で、一年たってやっと留学したのは何のためか。

事実は更なる調査を待たなければならないが。

　沈のドイツからの帰国時期にも諸説ある。本人

は1932年だといっている。

　楊正藩（1985）は、1931年夏、故郷雲南にいる

黄子方がドイツから帰国した沈仲九から誘いの手

紙を受け、泉州の黎明高級中学図書館の勤務につ

いたという。つまり、沈は31年夏にすでに帰って

いたことになる。

　柳子明（1985）は、沈仲九は匡互生が亡くなる

少し前にドイツから帰国したと回想している。匡

互生の死去は33年４月22日なので、沈の帰国は33

年春頃になる。

　ともあれ沈仲九はドイツから帰って匡互生に協

力して立達学園を盛り上げようと努めた。匡互生

死去の後もしばらくがんばっていたが、立達学園

は匡互生という大黒柱を失って動揺し、沈の落胆

も大きかったようである(15)。

２．４．1930年代中期以降

　34年１月から49年２月まで沈仲九は、主に陳儀

（1883 ～ 1950、浙江省紹興出身、沈のいとこ沈蕙

の夫）の知恵袋として福建、台湾、浙江の行政に

かかわっていた。新中国成立前夜、陳儀は共産党

に通じていたことが蒋介石の知るところとなって

逮捕され、のちに処刑されるが、沈は危うく難を

免れた。新中国初期に中華書局（編集長舒新城）、

平明出版社（編集長巴金）の仕事をしたのち、55

年２月から上海文史館の館員となるが、68年４月

４日に死去した。

３．日本留学組の諸家

　現在、筆者が把握している資料の範囲内で、計

13人の生没年、出身地、1920年代から30年代にか

けてのアナーキズム活動、日本在留歴、沈仲九を

はじめとする他のアナーキストとの交友関係を、

簡潔にまとめておく（本稿論旨外の内容は省く）。

順番は資料使用の便利さで決めた。

３．１．陳 春 培

　雲南省大関の人。1920年１月、来日。22年10月

３日に内務大臣より国外退去の命令を受け、同９

日に上海行きの熊野丸に乗り神戸を発った。以上

の情報は『外事警察報』（内務省警保局1922）に

よる。関係文書のタイトルは「陳春培追放の顛末」

である。以下、その文書からもう少し引用する。

文書には、陳は1922年警視庁編入甲号要視察人で

あり、「上海民国日報其他支那各地新聞社に対し

排日又は無政府共産主義に関する記事を通信し、

現に本年五月二日前記民国日報に対し日本五一記

念史を題する注意すべき記事を通信したる事実あ

り」、「一方我国社会主義者の組織せる日本社会主
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義同盟、コスモ倶楽部、日本労働総同盟、日本労

働協会其他抹殺社等に出入し、堺利彦、中名生幸

力、高津正道、曽根龍久、宮崎龍介、竹内一郎、

石川三四郎、近藤憲二、福田狂二、鮮人権無為、

黄信徳、朴順天等の如き社会主義者又は労働要注

意人と交通し、主義の宣伝に携提したるのみなら

ず、本年四月二十三日無政府共産主義を宣伝する

爲彼主唱の下に同主義抱持支那人東京高等師範生

張景、同蔡文耀、同杜伯訓、東京高等工業生揚敬

慈、早稲田大学生衛安仁及東京物理学校生靳文柄

等と共に光社と称する秘密結社を組織し、官憲に

探知さるるや之が所在を隠蔽する爲に同社を未来

社と改名し、更に無名社と変更して爾来数回の会

合を為し、過激なる宣言書を密に支那各地に配布

したり。」と記されている。添付文書として陳春

培本人の陳述要領や無名社宣言の訳文が載せてあ

る。本人陳述はもう少し詳しく、この文のもとと

なる内容のようである。

　光社については、メンバーの一人である張景も

回顧文（1983）の中で言及している。張は29年帰

国したのち、陳春培と再会したという。

　陳春培の帰国後の状況は不明。ただ、上海にあ

るアナーキストの溜り場と目された鄧夢仙の華光

医院 (16)にはよく出入りしていたようである。

３．２．張　　景

　張暁天ともいい、雲南省塩豊の人、張易の兄。

来日時期は不詳だが、本人の回顧文（1983）に、

1920年自分の下宿に羅豁という四川省出身の留学

生が訪ねてきたとあることから、遅くともその年

には来日していたと判断してよい。

　次に回顧文にある光社関連の記述を見てみよ

う。光社は組織された当初、六、七名のメンバー

がいた。上記の羅豁のほか、浙江省出身の沈光史

と王某、湖北省の朱某、雲南省の陳春培と張景ら

である。その後、帰国したり東京以外の大学に進

学したりして、残ったのは陳と張二人だけとなっ

た。22年夏休み少し前にアナーキズムの宣伝ビラ

をつくり、各方面に配った。夏休みに入って帰省

のため張景は神戸に向かい、そこで上海丸に乗る

つもりだったが、神戸で下車したとたん警察に連

行されて尋問を受け、三日間も拘留された。事後、

張は陳春培の国外追放を知るが、張景自身は帰省

からもどってからもしばらく尾行をされていた。

　張の回顧によると、光社のメンバーに衛恵林

（衛安仁）はいなかったという。かれが衛と知り

合ったのは光社事件以降のことであろう。同回顧

文によると、沈仲九や呉朗西と知り合ったのは

1924，5年頃、沈、呉の来日の時期と突き合わせ

て考えれば、1925年秋以降のことになろう。沈と

知り合ったのは、張景と同じ雲南省出身の留学生

黄子方の紹介によるというが、楊正藩（1985）に

よると、逆で、張景が沈仲九を黄子方に紹介した

という。ともあれ、張景は、五四運動時期、沈仲

九が書いた「我的新人生観」（「我的人生観」の

誤り）に非常に感銘を受けたと回顧している。そ

の後、かれは沈仲九らとともに辻潤、秋田雨雀、

新居格、石川三四郎らと往来し、厚い友情で結ば

れていたようである。

　27年４月、沈仲九は国立労働大学の設立のため

上海にもどった。まもなく張景は沈から手紙をも

らい、石川三四郎に労働大学で「社会主義運動史」

の講義を、山鹿泰治にエスペラントの授業を担当

するよう、交渉を任された。

　山鹿泰治は「上海閘北（チャペイ）と呉淞（ウー

ソン）」の中間で線路の左側すぐ駅前に「国立労

働大学」のアーチが見えた。歩哨の番兵に報名

（パオミン）するとすぐ沈仲九と張景が迎えてく

れた。…張景は雲南の人で早稲田大学在学中か

ら幾度も会って深交がある。」と回顧している(17)。

その頃、張景は一時帰国したようである。

　「張景は早稲田大学在学中」という山鹿の記憶

と、上記の「東京高等師範生張景」（内務省警保

局1922）という『外事警察報』の記述とは異なっ

ている。張景は遅くても20年に来日し、29年に帰

国するまで９年間も日本にいたということから考

えれば、二つ以上の学校で勉強したことがあって

も不思議ではない。ただいまのところ、この以上
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の資料は入手していない。

　張景が29年に帰国したとき、沈はすでにドイツ

に留学していた。張は匡互生の紹介で労働大学編

訳舘に就職する。同年福建省泉州の黎明高級中学

で「労作教育」を教えている。32年初め頃、上海

立達学園の匡互生のそばにいたことも確認でき

る(18)。その後、かれは南京の中山門外で農場を営

むようになる（楊正藩1985）。

３．３．張　　易

　1904年出生 (19)、筆名を伯峰といい、張景の弟、

雲南省塩豊の人。なぜか張景の回顧文（1983）に

張易のことはまったく書かれていない。それは回

顧文を執筆したのが1964年、台湾にいる肉親に触

れることがかれに害を及ぼすのを恐れ、意識的に

伏せたということになるだろうか。

　在日期間は不詳。26年末に呉朗西らと雑司が谷

にあるアパートに住んでいた（黄源2001）という

ことから、その以前に来日したことがわかる。31

年東京高等師範学校の英語英文学２年生で外務省

文化補給生でもあるということは確認できる（日

華学会1931）。帰国はそれ以降になるだろう。

　沈仲九と知りあったのは兄張景によるか、ある

いは呉朗西によるのか。兄張景と協力して27年８

月、山鹿泰治を上海の国立労働大学に招聘する。

山鹿はそのとき「日本留学生張易君が来訪して旅

費三百円届けてくれた」(20)と回顧している。

　35年に呉朗西、伍禅らが文化生活出版社を創設

し、張易が翻訳したアナーキスト古田大次郎の獄

中記『死の懺悔』が37年に同社から刊行された。

３．４．衛 恵 林

　1900年出生、92年死去、本名は安仁、号は非

子、山西省陽城の人。19年に来日し、早稲田大学

第二高等学院に入学、22年卒業したのちに早稲田

大学文学部社会哲学専攻に入学した (21)。光社の

メンバーであったかどうかに関して、陳春培の陳

述と張景の回顧は異なるが、衛は積極的にアナー

キズム運動に携わり、在日中も頻繁にアナーキス

トたちと付き合っていたことは間違いない。張景

（1983）は「かれは情熱溢れるアナーキストであ

り、深夜大杉栄を訪ねて議論したり、早稲田暁民

会の高津正道とも往き来していた」と追想してい

る。

　盧剣波らが23年４月に南京で創刊した『民鋒』

は、南京私立建業大学教師衛恵林から経済援助を

受けたという（蒋俊1984）ことから推測すると、

そのとき衛はすでに帰国していた。『工団主義』

（民鐘社刊）の著者衛恵林は、25年夏頃盧剣波ら

とともに共産党系の上海総工会から25の工会を脱

会させ、上海工団自治連合会を成立させた（毛一

波1981：318）。同年秋、衛は沈仲九、巴金らと民

衆社を発足させた。沈仲九と知り合ったのはその

あたりか。27年１月、衛恵林は巴金とともにフラ

ンス留学する。パリで巴金、呉克剛と三人で討論

したものを「無政府主義与実際問題」を題した文

章にまとめて民鐘社より出版した。30年帰国後、

泉州の黎明高級中学で「社会主義思想」を教え、

また立達学園の教壇にも立った。同年秋巴金らと

『時代前』を企画。翌年巴金と同雑誌の編集長を

務めた。晩年アメリカから帰国し、泉州の黎明学

園客員教授に任じ、当地で亡くなった。

３．５．黄 子 方

　1900年出生、76年死去、雲南省玉渓の人。24年

来日。東京高等師範に入学。在日中、同郷の張景

を通じて沈仲九、衛恵林、呉朗西及び石川三四

郎・山鹿泰治・武良二らと知り合う。石川三四

郎『西洋社会運動史』を翻訳。28年春帰国、翻訳

原稿を自由書店にいる友人荘重に渡した。その

後、自身も同書店に働くこととなる。畢修勺の話

（1984：1032-33）によると、同年５月21日、同書
店が発刊する『革命週報』が発禁となり、黄は巻

添えを食って逮捕された。編集長の畢修勺が急い

で南京に行き、アナーキストの大先輩である景梅

九を通じて国民党元老、南京政府常務委員である

李烈鈞に頼み込み、李が上海の警察局に電報を

打って、やっと黄は釈放されたという。
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い友情を結んだ。呉は日本にいる沈仲九、孫俍工

らと交流があり、郎偉や黄源とはルームメートで

あった。張易も同じアパートにいた。呉は張易の

兄張景を通じて石川三四郎、山鹿泰治とも知り合

う。戦後の49年春、呉が日本再訪した際も、石川

三四郎家を訪ねた (23)。そして呉は、沈仲九と二

人の娘、黄源、陳瑜清、張景らをもよく中村家に

連れて行った。

　帰国後、立達学園農村教育科で日本語を教え

る。32年８月平民中学校長陳範予（1901 ～ 41、

浙江省諸曁出身）の招聘により、日本から一緒に

帰国した伍禅とともに泉州へ行き、33年11月まで

平民中学で国語と英語を教えた。当時上海の立達

学園や労働大学と泉州の平民中学や黎明高級中学

とは非常に緊密な関係があった。33年の夏休み、

のちに呉の妻となる柳静は上海から泉州を訪れた

帰りに、立達学園農村教育科に進学する平民中学

の卒業生十数名を連れて立達学園まで送ったとい

う事実がある。

３．８．毛 一 波

　1902年出生、96年死去、四川省富順の人。24年

秋に上海大学社会科学院社会学系に入学し、26年

卒業。在学中『民鋒』に多数の論文を発表し、25

年９月には『民衆』の創刊にも参加した。沈仲九

と知り合ったのは、上海大学在学中だが、沈教授

との関係は決して良好ではなかったようである

（毛一波1981：317；322）。

　28年末に来日し、31年３月帰国。本人の回顧

（1981：321）によると「日本留学の数年間は、い

つも同志の張景（暁天）、張易（晃初）兄弟と一

緒に住んでいた。黄源（河清）も一緒だった。そ

のほか呉朗西（文林）…伍禅、…等もいた…、日

本人同志…石川三四郎、大塚貞三郎、岩佐作太郎、

山鹿泰治、望月百合子、小池英三、高橋某等が出

入りしていた」という。

３．９．陳 瑜 清

　筆名は諸侯、茅盾のいとこであり、茅盾と同じ

　31年夏、故郷雲南にもどっていた黄はドイツか

ら帰国した沈仲九の手紙を受け、泉州の黎明高級

中学図書館に勤務する。数ヶ月後、上海に行き衛

恵林、巴金が主宰する『時代前』の編集に協力。

32年初め、前年10月に呉朗西と一緒に日本から帰

国した伍禅と週報『弗尼達姆』を発行したがまも

なく発禁処分を受ける。その後、南京へ行き友人

の衛恵林や張易らに会って故郷に帰った。（楊正

藩1985）

３．６．孫 俍 工

　1894出生、1962年死去、湖南省隆回の人。19年

北京高等師範卒、匡互生と同期である。湖南第一

師範時代は、沈仲九の同僚であり、同じアナーキ

ズムの団体にいた。その後中国公学、東南大学な

どで沈とともに教育に携わり、ドルトン・プラン

を実践し、国語教科書を編纂する。24年に来日し、

沈仲九や呉朗西と同じ上智大学に通っていた。日

本にいる間、代々木上原に住んだが、沈仲九や陳

瑜清もその近くに住んでいる。28年に帰国して復

旦大学教授となるかたわら、労働大学や立達学園

の教員も兼任する。31年秋にも来日したが、柳条

湖事変後帰国した。

３．７．呉 朗 西 (22)

　1904年出生、92年死去、四川省重慶の人。22年

春から23年夏まで中国公学中学部に学ぶ。沈仲

九、孫俍工、匡互生らに教わる。同期には朗偉や

陳瑜清が、一期上には呉克剛がいた。一時期沈仲

九、匡互生、呉克剛、朗偉らと同居する。

　25年10月来日、翌年４月に上智大学に入学、ド

イツ文学を専攻、31年「九一八」事件の翌月、学

業を放棄して帰国する。呉は上海中国公学時代に

上海世界語協会会長胡愈之を通じて知り合った日

本人アナーキスト飯森正芳を頼って日本に来たの

であった。来日当初、大阪にいる飯森に連れられ

て東京へ行き、飯森の世話で下宿を決めて留学の

第一歩を踏み出した。また飯森の紹介で辻潤、秋

田雨雀、中村有楽らを知った。とくに中村とは深
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浙江省嘉興桐郷の出身か。呉朗西とは中国公学中

学部の同期で、来日は呉朗西より少し遅く、25年

末のようである。黄源（2001）によると、かれは

27年末に帰省した陳瑜清からの誘いがあったか

ら、28年初めに来日し、来日当初から陳がフラン

ス留学に行った28年の末まで陳と同居し、その間

に陳はフランス語の勉強に没頭していたという。

　呉朗西（1982）は35年文化生活出版社の創設に

あたって、自分のまわりに翻訳の任に堪えうる友

人の名を列挙し、フランス語については陳瑜清や

郎偉の名を挙げたが、日本語ができる者のなかに

は両名の名を挙げていない。そこから推測する

と、陳は日本語は堪能とはいえなかったようであ

る。その理由は、かれの在日期間が短く、また最

初からフランス留学を目指していたものと考えら

れる。

　33年春呉朗西の紹介により平民中学の教員と

なった。

３．10．郎　　偉

　浙江省富陽の人。呉朗西とは中国公学中学部の

同期である。28年末から29年の夏頃、黄源が呉朗

西、郎偉と同居していた（黄源2001）ので、郎偉

はその前後は当然日本にいたのだろう。ただし上

述した陳瑜清と同様に郎の在日もそんなに長くは

なかったと推測される。33年春、呉朗西の紹介に

より黎明高級中学の教員となった。

　郎偉は沈仲九の次女、一林と結婚した。福建や

台湾にいた時期が、沈仲九のいた時期と重なるよ

うである。

３．11．伍　　禅

　1904年出生、88年死去、広東省海豊の人。26年

に来日し、31年には東京高等師範学校理３の２年

に在籍していた（日華学会1931）。同年10月呉朗

西とともに帰国。32年秋呉朗西と一緒に平民中学

へ行き、35年初めには立達学園でも教えていた。

３．12．荘　　重

　1989年死去、雲南省昆明の人、伍禅のおじ。張

景（1983）は、「広東の荘重とも東京で知り合っ

た。かれは東京には長くおらず、やはりフランス

に留学した」といっている。「広東の荘重」とい

うのは、荘重の原籍が広東省海豊であるから。

　楊正藩（1985）は28年春、黄子方が帰国すると

き、自分の翻訳原稿を自由書店勤務の荘重に渡し

たといっており、呉朗西（1982）は、28年８月、

東京で、茅盾のいとこ陳瑜清の案内により、はじ

めて茅盾と会い、そのときに友人の荘重も一緒に

行ったという(24)。

　以上の情報を総合すると、荘重は28年夏頃に来

日し、まもなくしてフランスに行ったと推測され

る。

３．13．黄　　源

　1906年出生、2003年死去、浙江省海塩の人。春

暉中学をへて25年秋、立達学園に入学した。27年

後半に、匡互生の紹介で労働大学編訳舘に勤務

し、魯迅が労働大学や立達学園で行った講演の記

録を担当する。28年１月、陳瑜清の誘いにより来

日。在日中は呉朗西、郎偉、張易、中村有楽らと

交流があった。29年夏に帰国する。　

　黄源は1930年代の末に新四軍に入って共産党員

となり、抗日戦争や解放戦争をへて新中国政府の

要職につき、長年浙江省の文化部門を主管してい

た。本稿に取り上げた14人の中では異色の人物

だった。

４．おわりに

　本稿では、限定された時代や活動の中での人間

観察を行ってきた。もし、一人一人の人間を研究

することを旨とするならば、その一生を縦覧しな

ければならないことは論を待たない。

　注意されたいのは、本稿にあげた幾つかの回顧

の文章が語る往事も、そのままの往時の事ではな

く、それぞれその歴史を背負った「往事」である
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（2） 「第２節 20年代中期無政府主義の書刊和社団」（蒋俊
1991: 285）参照。この記述のあと、第三世代アナーキ
ストの代表人物として、日本に留学した衛恵林と毛
一波（両者とも本稿の研究対象）、周索非（生没年：
1899 ～ 1988、出身地：安徽省績渓、留学期間：不明。
以下同）、フランスに留学した畢修勺（1902 ～ 92、浙
江省臨海、20.5 ～ 25秋）、呉克剛（1903 ～ 99、安徽省
寿州、25秋～ 27秋）、芾甘（つまり巴金、1904 ～ 2005、
四川省成都、27.1 ～ 28.12）、ソ連に留学した秦抱朴（江
蘇省無錫）、留学経験のない李少陵（1898 ～ 1970、湖
南省長沙）、盧剣波（1904 ～ 91、四川省合江）、張履
謙（四川省巴県）、柳樹人（1905 ～ 80、朝鮮黄海道）
を取り上げている。

（3） 『民鐘』は1922年７月広東新会で黎健民によって創刊
された。27年からは出版地を上海に移し、主編も畢
修勺にかわる。『民鋒』は23年４月南京で盧剣波らに
よって創刊され、発禁処分を受けたのち、26年１月上
海で復刊。『自由人』は24年３月沈仲九、呉克剛によっ
て創刊された。『民衆』は25年９月衛恵林、芾甘、毛
一波、沈仲九ら16人の発起人による創刊。『革命週刊』
は1927年５月に創刊、主編は沈仲九で、同年６月に畢
修勺にかわった。発行所は江湾自由書店、編集者には
朱永邦（即ち楽夫）、荘重、黄子方、巴金らがいた。『時
代前』は30年秋より企画され、31年１月に上海で創刊。
主編は衛恵林、巴金。その出版元の出版合作社は25年
春に鄭佩剛が創設したものである。
　立達学園は25年初め、匡互生らによって創設され、
上海の江湾や南翔などにキャンパスをもつ。教育方針
や教員の面では、27年に創設された労働大学の基礎と
なっている。日中戦争が全面的に拡大したのち、四川
に移転した。戦後は上海にもどって今日に至る。国立
労働大学は27年５月９日、新しい南京政府により開校
が決定され、９月に労工学院が開学され、翌春労農学
院を開学したが、32年６月に解散した。場所は立達学
園と隣同士で、両校で兼務する教員が非常に多かっ
た。黎明高級中学と平民中学は福建泉州で29年春と30
年に開校した姉妹校である。立達学園とも密接な関係
をもっていたが、34年に閉鎖された。両校は1930年代
前半はアナーキズム運動の拠点であった。

（4） 玉川（1981: 218-221）参照。ただし同じ時期に同様の
メンバーによる「安社」というアナーキスト団体も存
在していたようである。ネット『百度百科』の「劉夢
葦」の項に、劉は1920年長沙第一師範に入学、同年、
沈仲九、孫俍工、袁紹先らと長沙で最初のアナーキス
ト団体「安社」をつくったとある。また解志煕（2007）
も、劉夢葦はかれと昵懇の間柄であった師友沈仲九、
楊人梗らと一緒にアナーキスト団体「安社」をつくっ
たとする。さらに1922年に安社は長沙で成立したと記
す著作もある（徐善広1984:149；312）。「長沙青年同楽
会」と「安社」の関係は再考必要。

わけで、そこには回顧時の時代色が投影され、語

り手の自省も込められているのであり、当然なが

ら非合理な内容も散見される。多くそれらは記憶

違いと解釈されるが、なぜ記憶違いが起こるのか

を追求していくうちに、また別の真実が見えてく

ることもある。回顧される「往事」にはさまざま

な要素が詰まっているのである。

　青年期というのは人生観を形成するもっとも重

要な時期である。沈仲九のほかは、孫俍工を除く

12人はみな20世紀初頭に生まれ、1920年代には、

まさに意気盛んな20歳代である。当時アナーキス

トの論客として名が高かった衛恵林、毛一波はも

ちろんのこと、ほぼ全員が出版界や教育界で奮闘

していた。その多くは一生、文化教育の仕事をし、

その生涯は、死して後止むというイデオロギーと

の格闘であった。

　14人のなかでは、沈仲九がもっとも年上で別格

の「先生」となる。年齢だけでなく1920年代以前

の実績から見ても、かれを他の13人と並べて第三

世代アナーキストとして扱うには若干問題があろ

う。加えて、沈仲九は教育者としてのイメージが

濃く、一義的にアナーキストに納めるには無理が

あるようにも思われる。しかし、教育運動を大き

な特徴とする第三世代のアナーキズム運動におい

ては、かれはやはり大きな役割を果たしており、

その世代の核となる人物であった。最後に沈仲九

は以上に述べた日本留学組だけでなく、フランス

留学組の呉克剛、畢修勺などとも、また国内組の

北京高等師範出身者とも、広く交流のあったこと

を付け加えておこう。

　　　　　　　　　　　　

【注】

（1） 「第６章 革命から改良へ―民国初期の第一世代アナキ
スト」の注1(嵯峨1994:260)参照。この記述のあとに
「（坂井洋史「一九二〇年代の中国アナキズム運動と巴
金」、『猫頭鷹』創刊号、一九八三年三月）」と書き続
がれていて、この記述が坂井論文からの引用といって
いるようにも読めるが、これは原文になく、嵯峨自身
の文章である。
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（5） 原文は「 」（曹聚仁1973）
である。中国語の表現はやや難解なので、「五四運動
にあって東南の風気を移した人物」というような訳
（嵯峨1992:412）もある。

（6） 1925年２月、１ヶ月にわたって上海の『民国日報』に
立達中学の学生募集広告が掲載され、そこに校務委員
として劉薫宇、陶載良、匡互生、沈仲九、朱光潜、豊
子愷、夏 尊、銭夢渭、練爲章の名が並んでいる。

（7） 毛一波が坂井洋史に与えた私信からの引用（坂井
1983.3）。

（8） 呉朗西の「東瀛懷旧録」（未発表、1980年代執筆）によ
れば、かれが1925年10月に日本に渡ったとき、知人の
飯森正芳にわたしの先生沈仲九はいま東京に住んでい
ると話したそうである。

（9） 中村伯三の回顧（1995）によると、当時週末に呉朗西
はよく中村家を訪ねたが、帯同した中国人には沈仲九
と二人の娘、黄源、陳瑜清、張景その他十数人がいた
そうである。また呉朗西1969.3.30「補充交代我的社会
関係」（交代材料40番 .未発表）によれば、沈仲九とか
れの妻陶毅も日本におり、呉と同じアパートに住んだ
こともあるという。

（10） 畢修勺（1984:1030-32）は、1927年４月中旬のある日
の午後、呉稚暉、李石曽、匡互生、陸翰文らと集まり、
労働大学や革命週報の創設について討論した。労働大
学労工学院の長を日本にいる沈仲九にやってもらうこ
と、沈をすぐ呼び戻すことがそのときに決まったとい
う。

（11） 文章のタイトルは「社会革命的旧話重提出」で、署名
は沈仲九のペンネームとおもわれる「平公」である。
著者の説明によると、文中の一部は以前本人が書い
た文章からの再用である。原文は以下の通りである：

“我们要用我们的手，不要用舌头；我们要用我们的血，

不要用墨水。”我的“手”在那里！我的“血”在那里！

我只是以舌头墨水常和读者相见，我惭愧，我羞耻，我

悲痛，我负一切社会革命者，我负一切人类，我不知何

时得以我的手和血把这“惭愧”“ 羞耻”“伤痛”“负人”

种种深深的印在我的心中，忘不掉，离不开的伤痕，一
旦消去！

（12） 筆者が知る限り、その後沈仲九はほとんど論文を発表
していない。わずかに発表されたのは、かれが福建
省政府顧問在任中に総編（編集主幹）としてまとめた
『台湾考察報告』（1937）、沈易の名で編纂した『新哲
学―弁証唯物論―綱要』（中華書局1950）と『新社会
学―歴史唯物論―綱要』（中華書局1951）、沈仲九標点
『明通鑑』（中華書局1959）のみである。

（13） 山鹿泰治が1962年から執筆し始めた手記『たそがれ日
記』は未発表。本稿は、坂井洋史（1983.12）からの引
用である。

（14） ジャック・ルクリュは『地人論』著者エリゼ・ルク

リュの甥である。
（15） 魏鳳江（1981）によると、匡互生の死後沈仲九は「匡
互生先生の教育理想は、多くの挫折にあったが、すべ
てかれの不撓不屈の努力によって現実化されてきまし
た。いまかれは亡くなり、ほかにかれの理想に沿って
やっていける人がいるでしょうか。もし立達学園をた
だの普通の学校に作るだけならば、われわれはもうこ
こに残る必要がありません」といったそうである。

（16） 鄧夢仙は23年にアナーキズム雑誌『互助』を主編出版
した人物である。玉川（1981:187）によれば四川忠州
石宝塞の人、千葉医専卒、上海で華光医院を経営して、
33獄死した。見城（2009）には千葉医専留学生名簿が
載っており、その89番は鄧純棣で、1911年入学、1917
年修了、四川省忠州石宝塞場の人、卒業後上海市フラ
ンス租界で華光医院を経営したとある。鄧夢仙と同一
人物と判断できる。注 (9)の呉朗西資料によれば、呉
が1921年の夏休みに四川から上海へ、華光医院に住ん
でいる四川巴県県立中学の友人杜暁馬を訪ね、鄧夢仙
を知った。したがって華光医院はその前にすでに開院
されていた。

（17） 注 (13)参照。張景が石川三四郎、山鹿泰治の上海労働
大学行きを仲介したことは向井孝（1974）にも書かれ
ている。その内容も山鹿泰治『たそがれ日記』に基づ
くものである。

（18） 匡互生（1932）によるが、引用箇所は本文を掲載し
た『匡互生与立達学園』（北京師範大学校史資料室
1985:36）。

（19） 筆者は家父呉朗西から、張易はかれと同年同月同日生
れであることを知った。

（20） 注 (13)参照。
（21） 衛恵林の早稲田大学在籍に関する一次資料（個人情
報）は張景のと同様、現在、入手することができず、
今後の課題にしたい。

（22） 呉朗西の日本留学や日本人との交流に関する論述は
（呉朗西1982）（呉朗西1986）（喬麗華2004）（呉念聖
2005）（呉念聖2008）（呉念聖2009.1）（呉念聖2009.2）
参照。

（23） 呉朗西 .1969.3.30.「交代我和外国人的関係」（交代材料
38番 .未発表）による。

（24） 茅盾 (1981)によると、茅盾は、東京で呉朗西や荘重に
会い、印象として「呉朗西と荘重はたぶん陳瑜清より
ももっと裕福である」と書いている。陳瑜清のことな
らいとこ同士の茅盾は当然知っているのであろう。荘
重はたしか富家の出身のようである。荘は日本とフラ
ンスだけでなく、スペインにも留学していた。呉朗西
は茅盾のこの発言について、1982年に同じ『新文学史
料』に発表したかれの回顧文の中で「わたしは裕福で
はありません。わたしは1925年働きながら勉強するつ
もりで日本に行きましたが、その後奨学金をもらった
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から勉強を続けることができたのです」と説明してい
る。
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【付記】

　本稿は、2009年５月23日、台湾の静宜大学（台

中市）にて開催された「日本学と台湾学」国際セ

ミナー（第３回「近代化社会とコミュニケーショ

ンの技法」）に提出した論文をもとに大幅に加筆

したものである。事情により筆者が参会できず、

提出論文は代読された。

　なお、本稿は早稲田大学2008年度特定課題研究

助成費をうけた研究課題「呉朗西と日本―昭和初

期における日中間の人と人との交流に関する一考

察―」の一研究成果でもある。
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