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黄興と宮崎滔天の関係
―辛亥革命における宮崎滔天と家族の役割―

井　上　桂　子

Keiko Inoue. Relationship between HuanXing and Toten Miyazaki. Studies in International Relations Vol. 34, 
No. 1. October 2013. pp. 59－66.

While a relationship between Japan and China is going worse, some Japanese sympathize with the revolution 
of life and death for China that has fallen to a colony of the West European countries, and support the revolution 
wholeheartedly. Some contribute money for it, some support it with political power, and others dedicate themselves 
to the support of Chinese revolutionary. Among the supporters, Toten Miyazaki who is a naniwabushi reciter and 
his family are trusted most by SunWen and HuangXing who is SunWenbunʼs right arm and popular as a military 
leader of Shingai Revolution.

This theses shows the role of Toten Miyazaki in the support for the Chinese revolution, and considers the 
historical background of the monument of HuanXing.
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1．問題の所在

日中の直接戦争1895年の日清戦争（中国名：甲
午戦争）以降，日本と中国の関係は悪化の道をた
どっていたのだが，そのような状況の中でも少な
からぬ日本人が中国の存亡をかけた革命運動に共
鳴し，孫文を中心とする中国革命家の反清活動を
誠心誠意支援した。ある者は革命資金を提供し，
ある者は政治力をもって支援し，またある者は個
人の持てる全てを投入して中国革命家らを守りそ
の活動を支え続けた。そのなかで孫文の片腕で辛
亥革命運動の軍事リーダーであった黄興が最も信
頼を寄せたのが，熊本県荒尾出身の浪曲師宮崎滔
天とその家族であった。本論は，宮崎滔天と黄興
の関係を明らかにし，滔天とその家族が辛亥革命
支援のなかで担った役割を考察する。

2．黄興に転機をもたらした日本留学

黄興は孫文と並ぶ辛亥革命の領袖である。ある
日本人著述者は，黄興の恰幅の良い風貌，清廉な
生き方，人望を集めた性質から，“中国の西郷隆盛”

と称した。日本では多くはないが中国では現在も
研究量の多い人物で，2011年，2012年の両年だけ
でも数百本の論文が発表されている。

黄興（Huan xing）は，1874年中国湖南省善化
県（現・長沙市）の知識人家庭に生まれた。原名
は黄軫。後に黄興と改名した。号は克強。日本で
の活動中は，友人との手紙のやり取りに岡本，今
村長蔵 1 という名前も使用した。これは当時外国
人が東京に住むことを禁じられていた中で，革命
活動をするためにやむなく作った日本名だろうが，
長蔵という名前は，くしくも宮崎滔天の父親（宮
崎長蔵）の名前と同じである。

黄興は1891年，17歳の時廖淡如と結婚し，翌年
長男黄一欧（1892－1981）が生まれた。このこ
ろ，黄興より8歳年上の孫文は，香港の西医書院

（現・香港大学医学部）を首席で卒業したのち広
州・マカオで医業をはじめるが，その後医業をす
てて渡米し1894年，ハワイで中国最初の反清革命
団体「興中会」を組織していた。そして翌1895年，
孫文は最初の革命蜂起「広州起義（蜂起）」を決行
していた。蜂起は失敗に終わったが，孫文は意を
固めてすでに革命の道に踏み出していた。
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幼いころから優秀だった黄興は，1896年22歳の
時地方の科挙試験に合格し，父と同じ秀才となり
郷里の名門学校両湖書院に入った。清国衰退の序
章となる日清戦争が起きたのは，黄興が秀才にな
る前年1895年のことだった。日清戦争での中国の
思いがけない敗北と，その後日本とかわした屈辱
的な下関条約（中国名：馬関条約）は，中国の知
識人たち，とりわけ青年知識人たちに大きな衝撃
を与えた。そしてこのことは，孫文たちが掲げた
反清革命思想に勢いをもたらすことになった。黄
興が都から遠く離れた田舎の書院で勉学している
間も，時代は大きく動いていた。

日清戦争直後，北京で康有為が京会試に集まっ
た全国の挙人1200名の連名で日本との講和拒否，
遷都，変法（政治改革）を上奏（「公車上書」）す
るという激しい行動に出たのも，中国の青年知識
人たちの危機感の表現であった。その後康有為ら
が皇帝の支持のもと試みた維新（戊戌維新・1898
年）は失敗に終わるが，近代化の必要性に迫られ
た清政府は，アジアで最初に近代化を成し遂げた
日本への留学生派遣に動いた。

1902年28歳の時黄興は，清政府が始めた湖南省
第一回官費留日学生に選抜され，同年6月柔道家
嘉納治五郎が清国留学生のために設立した東京の
宏文学院速成師範科 2 に入学した。この清政府に
よる第一回目官費留日学生派遣は，「湖南のほか，
浙江，四川などの省も師範生を（日本に――筆者
注）送り出し」3 ，中国民間人の日本留学ブームの
はしりとなった。

日本の辛亥革命研究者中村義氏や中国南開大学
兪辛焞氏らの先行研究で，1902年6月～1903年5
月までの1年間の宏文学院留学が，黄興の最初の
訪日とみなされていたが，2011年中国で立て続け
に数人の研究者が清代の档案資料を根拠に，黄興
は1900年5月～8月，視察で日本を訪れていたこ
とを明らかにした 4 。

黄興はその後1916年上海で病没するまでの15
年間の革命生活の間，計10回日本を訪れ，滞在時
間は通算すると5年半もの長きにおよんだ。この
間黄興も孫文同様，日本を基地として反清革命活
動に奔走し，長男一欧，次男一中，長女振華ら家
族を日本に呼びよせて日本で学ばせ，日本に多く

の知己を作った。
1902年の第一回日本留学官費生は合計31人。こ

の中で湘籍（湖南籍）の学生は黄興ひとりでほか
は全て隣の湖北人だった。のちに黄興の助手とな
る李書城，金華祝，万声揚，李歩青などは，この
時の同期生である 5 。

1904年10月の「清国留日学生会館第五次報告」
「同学姓名調査録」の統計によると，中国留日学生
の中で湖南人の占める率は高い。初回こそ黄興た
だ一人だったが，1904年では留日学生2852名の
うち，湖南の学生は401名で全体の14％を占めて
いる。1905年では湖南学生の数はさらに増加 6 し
ている。湖南，湖北の留日学生の数の多さは，そ
の後の革命活動の中で，黄興を孫文と並ぶ領袖に
押し上げていく基盤となり，革命推進の機動力と
なっていった。

孫文は思想性と国際性を兼ね備えた傑出した革
命家として尊敬されていたが，革命運動の中核と
なった留日学生たちからみると，中心的世代の自
分らからは齢が離れた別格の人だった。また孫文
は海外にいることが多かったので接触も薄く，雲
の上の人であった。一方黄興は孫文よりも8歳下，
胡漢民7は13歳下，宋教仁は16歳下で，革命運動
の中核となった青年達にとっては，物が言いやす
く親しい関係が作りやすかったことも，黄興が人
望を集めた要素の一つだろうが，彼が人望を得た
最も大きな要因は，その寛厚な人柄だろう。

中国研究家野沢豊氏が宮崎滔天の長男宮崎竜介
氏（弁護士）との対談で，「中国革命家のうちで誰
が一番好きでした？」と聞いた時，父滔天と関係
した大勢の中国革命家を身近で見て育った宮崎竜
介氏は，「やっぱり黄興さんなんか人間的にはいい
人でしたねえ。孫文さんというのは，人づきあい
の悪い人でしたね。というのは，おせじもぜんぜ
んいわない。こっちから話かけるまでむこうもしゃ
べらない，という人なんですよね。しょっちゅう
本ばかり読んでいる人でしたよね。みな横文字―
英語の本ですけどね――中略―あの人（孫文）は
ね，どんな若い者でもね，一人前に扱う人でした
よね。むずかしい議論をふっかけてくるんですよ
ね。こっちが答えられないようなことをね」8 と，
黄興の名前を真っ先に挙げている。
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1902年の留日は，黄興の最初の訪日ではないら
しいことは前述したが，1902年の二度目となる日
本留学は，黄興に革命家への転機をもたらしたと
いう意味で非常に重要なものであった。黄興ら留
日学生は，近代化に成功した日本の法制，教育な
どとともに，新しい知識，技能を貪欲に学んだ。
その中で黄興は1902年11月，仲間たちと翻訳雑
誌『游学訳編』を発刊し，日本と世界の新思潮を
翻訳して中国人留日学生への啓蒙をはじめた。目
的は清朝の保守的思想を批判し，反清革命の必要
性と正当性を語り，青年たちを覚醒させることだっ
た。黄興は山田邦彦の『学校行政法論』などを翻
訳して紹介した 9 。「翻訳，論述された文字は全て
民族，民権に拠っていた」10と，当時黄興と行動を
ともにしていた同郷の学生劉揆一 11 は回想してお
り，黄興がこのころすでに明確な革命理論を有し
て行動していたことを語っている。

1903年4月28日，黄興は留日学生たちに呼びか
けて，清政府とロシアが結んだ不平等密約に抗議
する集会を東京で開く。「（当日は）五百人を越す
学生が参加し沙俄（帝政ロシア）の犯罪行為を糾
弾した」12。盛り上がった集会の勢いにのって黄興
らは「拒俄義勇隊」を組織する。義勇隊活動を通
して黄興は軍事理論や技能を鍛錬し，軍事教育普
及の重要性に目覚めていくのである。黄興が辛亥
革命の軍事方面の主管者となる導線である。

反清革命の中核となった中国青年知識人の日本
留学は，日清戦争後急増したが，不思議な話では
ない。“眠れる獅子” といわれた大清帝国は，後発
の小国日本にあっけなく敗れた。戦勝国の日本に
何が起こったのか，自分たちの国と何が違うのか，
敗北の原因を知るために青年たちが相手国に留学
する流れは，第二次大戦後の日本も同じだ。当時
はこれに加えて，二千年続いた科挙制度が終焉し，
官僚登用制度が科挙から留学にシフトされたこと
も重なり，日本留学ブームは一気に加速した。1905
年の日露戦争で日本が中国を脅かすロシアを破っ
たことも，さらにこの流れに拍車をかけた。

当時の中国留日学生数の年度別数値は，種々異
論があるが，1902年500人，1903年1000人，1905
年には3000人超，1906年がそのピークで8000人13。
日本政府の数字は1906年の中国人留学生7283人

だが，日本，中国，台湾の研究の中には，2万人
という説まである。大量輸送機関がない時代のこ
とだ，8000人でも大変な数である。この留日学生
たちの多くが孫文，黄興らに共鳴し辛亥革命の中
核となっていった。

1903年6月4日，二度目の日本留学を終えて上
海にもどった黄興は，毛注青氏らの研究によると，
このころ黄軫から黄興に改名した 14 。帰国後黄興
は故郷で教鞭をとりながら，革命活動を加速して
いた。清政府の腐敗を痛罵し，政治改革を主張す
る黄興の演説を湖北で聞いた宋教仁 15は，「心から
敬服し，すぐに興（黄興）と結びついた」16と記し
ている。同志を求めていた黄興と宋教仁が出会っ
たのは，このころだと考えられる。

1903年11月4日，黄興は同郷の劉揆一，章士釗，
そして宋教仁らとともに革命団体「華興会」を立
ち上げ，「黄興はみんなに推されて会長になった」17。
華興会は，秘密結社哥老会（会党）勢力と連携し，
翌1904年10月，最初の革命蜂起を故郷長沙で決
行するが，蜂起計画が事前に政府に漏れて失敗。
多くの同志を失い，黄興ら幹部は上海に逃れた。
蜂起が失敗し，孫文同様清政府の指名手配者となっ
た黄興は，上海から船で密かに日本に逃亡する。
黄興三度目の来日である。この来日で黄興は宮崎
滔天と出会う。

3．黄興と宮崎滔天の出会い

黄興と宮崎滔天の初対面の時期には異説がある。
取材を受けて，黄興と初めて会ったのは何時か？

と問われた滔天は，「黄興と（初めて）会ったのは
恵州事件失敗後の明治33年（1900年，文章下の
……は筆者）。私が乞食の仲間入りをしている時分
です。…（中略）四谷区愛住町の裏長屋長屋に…
末永（節）ら六人ばかり（で）いた。…其処へヒ
ヨツト黄興が訪ねて来た。…色色の話をすると他
の書生とは異ふ。聞くと経歴（革命経歴―筆者注）
のある男であったから直ぐに心易くなった。それ
は紹介も何もなしにやって来たのです」，と答えて
いる 18 。

前述（3頁）の清代の档案資料によると，明治
33年（1900年）第一回目の訪日をしていた黄興
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は，5月18日横浜に着き，汽車に乗り換え小一時
間後東京に着き，麹町に部屋を借りて住んだ，こ
とになっている。これを基にすると，上記の滔天
が四谷愛住町に住んでいた時期と符合しない。

孫文と黄興の初対面，また孫文・黄興の初対面
の仲介者説にも諸説があり，とりわけ孫・黄初対
面の仲介者は誰か，については諸説沸々である。

仲介者は，日本では滔天説と楊度説の二説だが，
中国では滔天説，楊度説，馮自由説，陳少白説の
四説もある。現在は中国でも滔天説が主流となっ
ているが，異説の原因は，当事者の勘違いや，後
日記憶に頼って書いたための誤記等さまざまだが，
宮崎滔天以外の当事者の決定的資料が発掘されな
いことが最大の原因だ。異説があるから新資料の
発掘と研究の発展がもたらされる，という言い方
もされるように，前述の黄興の初来日についても，
新しい資料が2年前に発掘されたように，信頼で
きる新しい資料を多角的視野から掘り起こして証
明していくしかない。

上記の宮崎滔天の記録によると，黄興はなんの
前触れもなく滔天を訪ね，滔天は初めて会う黄興
と率直な話をする中で，すぐに互いに心を許して
いった。

革命同志のひとり程潜は，後に回想記の中で次
のように語っている。「私は1904年10月に東京に
着いた。この年の12月私は湖南留日学生黄興，宋
教仁，程子楷，趙恒惕，欧陽振声，曽継梧，陳強，
仇亮，雲南留日学生楊振鴻，羅佩金，殷承献，鄭
開文，唐継尭，直隷の姜登選，江蘇の章梓，俉崇
実，河南の曽昭文等計百余人で民族革命に従事す
る革命同志会を組織した」19 。

長沙蜂起（1904年10月）に失敗して密かに日
本に渡った黄興は，日本に着くやいなや革命組織
の立て直しに動きだしていたことがわかる。この
ころは，中国人留学生の数も激増し，孫文をはじ
め多くの中国革命家がすでに日本で革命活動を展
開しており，（孫文は1895年横浜に「興中会」の
日本分会をつくり，日本での支援者を拡大してい
た），日本は中国革命の核心的基地となっていた。

現存する宮崎滔天のほぼ全ての文章を収集した
『宮崎滔天全集』（全五巻）の年譜では，滔天と黄
興の初対面の出会いを「明治37年（1904年）11

月下旬？黄興，広市場亭楽屋に来訪」と，書いて
いる。『宮崎滔天全集』第1巻解説部分でも，黄興
が張継を同道して神田の立花亭に滔天を訪ねたと
なっており，どちらの記述でも，黄興が滔天をさ
がして寄席を訪れている。しかし，『宮崎滔天全集』
の記述でも年譜と第1巻では寄席の名称が違って
いる。この異なる寄席名称に関する考察では，上
村希美雄氏の先行研究が詳しいので参照する。

上村氏によると，「当時東京に80軒近くあった
寄席のうち，立花亭という名の寄席はみあたらな
い」20という。寄席の名前はともかく，黄興は1904
年の来日後（黄興は11月22日に日本に着いたと
されている），神田の某寄席で滔天に会ったのが，
滔天との初対面であった。だが初対面の具体的に
日時も，『宮崎滔天全集』の年譜では「1904年11
月下旬？」と？付きになっている。

宮崎滔天は1902年4月3日，突然浪曲師になる。
当時人気があった浪曲師桃中軒雲右衛門に弟子入
りし 21 ，浪花節営業鑑札をうけて1902年7月から
桃中軒牛右衛門の芸名で営業をはじめた 22 。1904
年11月16日～30日，滔天は神田広市場亭，新流
浪花節，麹町青柳亭に出演 23 していることは記録
されているので，黄興が神田の寄せの楽屋に滔天
を訪ねたとすれば，11月23日～30日の間だろう。

いずれにしても，三度目の来日直後に黄興は，
わざわざ宮崎滔天に会いに出かけた。黄興が滔天
を訪ねた目的は何か。黄興はどうやって滔天の存
在を知ったのだろうか。

宮崎滔天が1902年浪曲を生業にしたのは，自身
の経済的困窮からである。それまで滔天は，これ
といった正業に就いたことがない。政治活動と孫
文や中国革命を宣伝し，自身の思想を鼓吹した文
章（「三十三年の夢」等）を新聞に連載する文筆活
動はしていたが，経済的には生家の田畑の売り食
いと，豪農の娘である妻ツチの実家に依存する “浪
人” 生活であった。

1898年5月10日～7月16日まで，宮崎滔天が
「九州日報」24 に連載した「清国革命党領袖孫逸仙
幽囚録」25と「二六新聞」に連載した「三十三年之
夢」は評判がよく，これらを一冊にまとめた単行
本『三十三年之夢』が1902年8月20日，東京の国
光書房から出版された。孫文の1900年前後の革命
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思想と活動をいききと描いた滔天の本は，日本に
いる中国留日学生たちの関心を喚起した。翌1903
年には，上海で2冊の中国語の抄訳版も出された。
そのうちの1冊『孫逸仙』26 は，黄興の同郷の友人

「華興会」の同志章士釗27が黄中黄のペンネームで
翻訳したものである。滔天の余技の著述が，黄興
との出会いを導く導線となった。
「（滔天の）『孫逸仙』は，（中国で）広く読まれた

ようである。それに伴い革命家孫文の名はいうに
及ばず，宮崎滔天の存在も中国人の間で知られる
ようになった。『江蘇』第五期のある論文 28 では，
宮崎滔天をフランクリン，西郷隆盛らと並列して

「最も侠なるもの」と評価している」（小野川秀美
の「宮崎滔天と辛亥革命の前夜」）。黄興も同志の
章士釗が中国語訳した抄訳版『孫逸仙』を読んで，
宮崎滔天の存在を知ったと考えられる。しかし反
清革命を目指す黄興はなぜ直接孫文ではなく，先
に滔天との接触をはかったのだろうか。

当時中国では反清革命の機運は日増しに高まっ
ていた。黄興らの「華興会（1903 年11 月発足）
は，湖南革命運動の中心であるとともに，湖北，
江西，四川など近隣諸省の革命組織とも連携を取っ
て 29 活動しており，革命運動のさらなる拡大のた
めに他組織との合同は，湖南派の中では至急の事
と認識されていた。『孫逸仙』に登場する，孫文の
革命思想に共鳴し誠心誠意孫文と中国革命を支援
する宮崎滔天，孫文と間に強い信頼関係を持って
いる民間人の滔天ならば危険のない仲介役と見定
めて，黄興は孫文との面会を実現する布石として，
まず滔天と会ったと考えられる。

また，滔天を通して，孫文ら広州派の動向を確
認する慎重さもあったのではないだろうか。なぜ
ならば，黄興と同郷（長沙出身）湖南の留日学生
秦力山は，1900年～1901年ごろすでに孫文と接
触を持っており，その後湖南留学生の蔡鍔，林述
唐，李炳寰，田邦璿，蔡鐘浩，楊度，楊毓麟らも
孫文と親交を結びともに天下国家を論じあう仲に
なっていた 30 。同郷の彼らを通して直接孫文に会
うことは，黄興にとって難しいことではなかった
はずだからである。

このようにして，突然出会った感がある黄興と
宮崎滔天だが，滔天の方も黄興に関する知識が皆

無であったとは考えにくい。黄興と出会う1年ほ
ど前から，滔天は黄興の仲間の程家檉と交流を持っ
ているからだ 31 。互いにある程度の情報を持ちな
がら出会った黄興と滔天は，表裏の無い率直な人
柄から，すぐに心を許す間柄となり，黄興は自分
の息子，娘を滔天宅に預けるほどの家族ぐるみの
深い人間関係を結んでいった。中国革命に全身全
霊をかけた滔天と交流した中国革命家は無数にい
た。尊敬と共鳴でかたく結ばれた孫文との関係は
忠君傾尽，滔天が孫文を敬愛し仰ぎ尽すような関
係だった。そんな中で，滔天が互いの家族同士も
気軽に付き合う人間的な関係を結んだのは，多く
の中国革命家のなかで黄興だけであった。その意
味では，黄興と滔天の心情的交流は，孫文よりも
深かったともいえるだろう。

黄興と宮崎滔天との出会いが，黄興ら湖南勢力
と孫文の提携を早め，それまで点在していた中国
の革命組織，黄興，宋教仁，陳天華，章士釗ら湖
南派の「華興会」，孫文ら広州派の「興中会」，章
炳麟ら浙江派の「光復会」，さらに会党，各地の革
命人が，日本で「中国同盟会」の名のもとに団結
した。統一組織「中国同盟会」の誕生によって，
反清革命の人材と基盤が整い，辛亥革命運動は一
気に加速されていったのである。

4．�まとめ―― “避難場所” としての滔天と
家族の貢献

滔天が記した黄興と孫文の出会いの様子をみて
みよう。
「孫逸仙は欧米の漫遊を終えて日本へ帰り，僕の

茅屋を訪ひ，僅々（ようやく）二三年の間に非常
に留学生の殖えた事より，留学生中變つた人物が
ないかと云ふ問いであるから，僕は黄興と謂ふ偉
い人のある事を話すと，孫は「夫じや是から其人
を訪問しやう」と云ふから，僕は黄興の處へ行っ
て黄興を迎えて来やうと云ふと，「其様な面倒な事
は要らぬ。是から二人で訪問しやう」と云ふので，
相携へて神樂阪附近の黄興の寓所を訪ふた。當時
僕と寝食を共にしていた末永は此時黄興と同棲し
て居た故，孫を表に立たして置いて格子を潜って，

「黄さん」と聲を掛けると，末永と黄興は一緒に顔



64 国際関係研究

を出して，表に立って居た孫の顔を見るや，「イヤ
孫さん」と叫ばんとすると，黄興直ちに其れと心
付き，大勢の学生が来ているので手真似で，孫の
家内へ入ること差止めた。僕もそれと察したから，
直ちに戸外に出て，其まゝ待って居ると，間もな
く黄興，末永，張継の三人が出て来て鳳樂園と云
ふ支那料理屋へ案内した。彼等は初対面の挨拶も
そこそこに，既に一見舊知の如く，互に天下革命
の大問題に向って話を始める。僕等は支那語は十
分に解する力が無いので，如何なる話をして居る
か分からぬが，兎に角支那の豪傑が茲（ここ）に
一堂に相集って手を握ることの嬉しさに，末永と
二人で頻りに盃を傾けて居ると，稍（やや）二時
間ばかりと云ふもの，孫と黄の両人は酒にも肴も
口に着けず議論を上下して居ったが，終に萬歳を
唱へて祝盃を挙げたのであった」32 。

孫文と黄興の初対面の具体的日時も不明だ。『宮
崎滔天全集』の年譜では「7月下旬　黄興を往問，
孫文（七月十九日，マルセイユより来日）を同道，
中華料理店～」33と，なっている。滔天以外この場
にいた人たちが記述を残していないからだ。

黄興同様，長沙武装蜂起失敗の後上海に逃がれ
た宋教仁が，日本に亡命したころから毎日日記

（『宋教仁日記』）をつけていたことは知られてい
る。宋教仁は上海から船で日本に向かい，長崎―
神戸をへて1904年12月13日東京に入った。1904
年10月30日からつけている日記の中に，黄興の
名前が最初に出てくるのは1905年1月28日34，宮
崎滔天が最初に登場するのは1905年7月17日であ
る。

日記では，孫文がマルセイユからもっどって来
た7月19日に，滔天は宋教仁と会い，「孫逸仙が
近々日本に来ることになっている，来日したとき
君らを紹介しようと」35 と話している。その後7月
28日，滔天は孫文をともない，知己の程家檉を通
して宋教仁，陳天華らがやっていた雑誌社「二十
世紀之支那」社を訪ね，組織合同の協議をし，30
日，赤坂槍町三番地の「黒龍会」事務所で大同団
結の「中国同盟会」創立準備会議にこぎつけてい
る36。『宋教仁日記』にも，孫文と黄興の初対面の
記述はない。日記から読み取れるのは，自由に動
けない中国革命家にかわって，日本人でかつ自由

な民間人の滔天が，縦横に動きまわり，孫文，黄
興らと日本人の支援者を結びつけ，さらには中国
人の革命家同志を繋いでいる様子である。
『宋教仁日記』の7月29日のところに，「午前10

時黄慶午（黄興）の下宿にいって孫逸仙に対する
問題について相談した。これより前に，（点線筆者
注）孫逸仙はすでに慶午（黄興）こと会っており」，
というくだりがある。この記述を読むと，孫・黄
は，滔天が仲介する以前にすでに会っていたので
はないか，という見方も成り立ち，孫・黄初対面
の日時については，7月29日と考えてよいものか
どうか，なお疑問が深まる。前述の二件同様，研
究者を悩ませる問題であるが本稿は基本的に『宮
崎滔天全集』（全5巻）に拠った。

この時期，宮崎滔天の友人で中国問題に肩入れ
していた末永節（みさお）という九州人がいた。
彼は所謂 “大陸浪人” だ。当時滔天，孫文，そし
て黄興ら「華興会」メンバーたちと頻繁に行き来
し，一時期黄興とも同居していたことがあり，「中
国同盟会」成立前後のキーマンのひとりである。
滔天の記述によると，孫文と黄興の初対面の時，
末永はちょうど黄興と同居しており，孫・黄会談
にも同席している。このようなことから，孫・黄
初対面の仲介者論は誰か，という議論が出るたび
に，末永節が残した個人資料の中に，孫・黄初対
面に関する文章があるかどうかが研究者の関心事
となる。末永資料が福岡市博物館に委託される前
に一覧した研究者の一人は，重要な記述はなかっ
たと話しているが，博物館はまだ公開していない。
いずれにしても滔天は，中国人の革命家を日本の
支援者に紹介する仲介者の役割のみならず，中国
各地の革命団体の領袖同士を結びつける，「かすが
い」の役割を担っていたのである。

1905年8月20日中国各地の革命諸団体が大同団
結し統一組織「中国同盟会」が成立した。しかし

「中国同盟会」は各地，各派の領袖，革命人の，寄
り合い所帯。内部には意見の違いと摩擦，複雑な
人間関係のストレスが充満していた。人間関係や
革命の重圧から病を得る者，経済的に困窮した者，
逃亡中の革命人らの “避難所” となったのも宮崎
滔天だった。彼は自身がどんなに貧窮した時でも，
妻のツチ，龍介，震作，セツら家族たちと避難し
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てくる革命家を小さなあばら家に受け入れた。滔
天宅に頻繁に出入りし最も滔天家族の世話を受け
たのが黄興と彼の家族だった。滔天とその家族た
ちは黄興家族との交流を通して，辛亥革命運動を
側面から支えただけではなく，日中の次の世代に
つながる民間交流の絆もつくった。黄興と滔天の
家族が繋いだ具体的交流の考察は次回，専稿で行
う予定である。

1 長蔵は郷士だった宮崎滔天の父宮崎長蔵の名前と同じ
である。

2 宏文書院は柔道家嘉納治五郎が清国留学生のための学
校として旧牛込区牛込西五軒町34番地に設立した学校

（院長・嘉納治五郎）。1909年の廃止まで，主として清
国の官費留学生を受け入れて教育した。弘文書院とも
いう。

3 黄福慶『清末留日学生』（台湾），厳安生『日本留学精神
史』，岩波書店，1991年，22頁

4 蕭致治「黄興与日本」，『武漢大学学報』第64巻第3期
2011年5月，10頁

5 劉強倫『黄興　黄一欧　黄乃』，河北教育出版社，24頁
6 清水稔「清末の湖南留日学生の動向について」，佛教大

学『文学部論集』第88号，2004年3月，20頁
7 胡漢民（1879－1936）清末書記の革命家，政治家。広

東省番禺（現在の広州）出身。原名衍鴻，字展堂。漢
民は『民報』（1905）時代からの筆名。1902年日本留
学，法政大学で学び，1905年中国同盟会に参画。同盟
会の機関紙『民報』初期編集長。孫文没後蒋介石に追
随するがその後対立し1931年南京に監禁される（9.18
勃発後釈放された）。

8 野沢豊，宮崎竜介対談「孫文の思い出」，『歴史評論』
1966年11月号，30頁

9 兪辛焞『黄興在日活動秘録』，天津人民出版社，1998年，
2頁

10 劉揆一『黄興傳記』，伝記文学出版社，1968年，185頁
11 劉揆一（1878－1950）湖南湘潭出身。1903年自費で日

本に留学し黄興らと同じ宏文学院で学ぶ。黄興が結成
した「拒俄義勇隊」に参加。1903年黄興，章士釗，宋
教仁らと革命団体「華興会」を結成する。1904年長沙
蜂起失敗後上海に逃亡，その後日本に渡る。1907年に
中国同盟会に加入し孫文，黄興が留守中の東京同盟会
本部の代理総理を務めた。南京臨時政府成立後政府参
議員，1912年袁世凱政府の工商総長，新中国成立後は
湖南省軍政委員会顧問等を歴任した。

12 毛注青『黄興年譜』，湖南人民出版社，1980年，23頁
13 南開大学の日本研究叢書兪辛焞教授の『黄興在日活動

秘録』（天津人民出版社，1998年）では，1902年608人，
1903年は1300人に激増した，という数値になっている

（3頁）。
14 毛注青『黄興年譜』，湖南人民出版社，1980年，25頁

15 宋教仁（1882－1913）湖南省桃源出身の革命家，政治
家。字は遯初，鈍初，号は漁父。1903年に華興会に参
加。04年日本に亡命し05年の中国同盟会結成に参画す
るが，革命運動の過程では宋は孫文と意見があわなかっ
た。辛亥革命成功後1912年8月に成立した国民党の党
務を掌握。初の国会議員選挙で国民党を勝利に導く。中
華民国大統領に就任した袁世凱と対立し1913年，袁の
はなった刺客により上海駅で暗殺された。

16 毛注青『黄興年譜』，湖南人民出版社，1980年，26頁
17 周震鱗「黄興，華興会と辛亥革命後の孫黄関係につい

て」『辛亥革命回想録』第一集，中華書局，1961年，330
頁

18 『宮崎滔天全集』第4巻，平凡社，1973年，299頁
19 程潜「辛亥革命前後の回想断片」，『辛亥革命回想録』第

一集，中華書局，1961年，70頁
20 上村希美雄「黄興と宮崎滔天」，熊本国際大学『海外事

情研究』，70頁
21 『宮崎滔天全集』第5巻，平凡社，1976年，675頁
22 『宮崎滔天全集』第5巻，平凡社，1976年，676頁
23 『宮崎滔天全集』第5巻，平凡社，1976年，680頁
24 福岡県の政治団体玄洋社の機関紙「福陵新報」が改題

されて「九州日報」となった。
25 1896年孫文はアメリカからイギリスに渡り，ロンドン

で近寄ってきた中国人に誘拐され中国公使館に幽閉さ
れた。危うく中国に送還されようとした時，恩師カン
トリーの尽力で救出された経緯を，孫文自身が英語で
書き『Sun Yat Sen Kidnapped in London』として1897
年得ロンドンで出された。中国語訳『倫敦被難記』（1912
年，中国商務印書館）に先立って，滔天が日訳し1898
年5月10日～7月16日まで「九州日報」に連載した。滔
天の翻訳は，中国語版よりも14年も早かった。

26 もう1冊は金天翮訳の『三十三年落花之夢』。
27 章士釗（1881－1973）湖南省長沙出身。古典研究者の

無党派人士。日本と英国に留学し帰国後13年袁世凱反
対闘争に参加し日本に亡命。15年帰国し17年北京大学
教授兼図書館主任に。24年段祺瑞政権の司法総長，25
年教育総長に就任するが学生運動を抑圧し離職し欧州
に。30年東北大学文学院主任，抗日戦争時は重慶に入
る。第一回全国政治協商会議に参加し新中国後も全国
政協常務委員，全人代常務委員，中央文史研究館長な
どの要職を歴任。香港で客死した。

28 中村義「中国近代史における西郷隆盛像」，『東京学芸大
学紀要』，第三部門社会科学，第39集，1987年12月，
182頁。によると，この論文は，1902年7月発刊『江蘇』
の「国民新霊魂」という社説。滔天を「游侠魂」の持
ち主として称賛している。

29 清水稔「清末の湖南留日学生の動向について」佛教大
学『文学部論集』第88号，2004年3月，21頁，原出：
楊世驥「辛亥革命前後湖南史事」

30 清水稔「清末の湖南留日学生の動向について」佛教大
学『文学部論集』第88号，2004年3月，20頁，原出：
楊世驥「辛亥革命前後湖南史事」
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31 松本英紀訳『宋教仁日記』，同朋舎出版，1989年，428
頁

32 『宮崎滔天全集』第1巻，平凡社，1971年，282-283頁
33 『宮崎滔天全集』第5巻，平凡社，1976年，682頁
34 松本英紀訳『宋教仁日記』，同朋舎出版，1989年，32頁
35 松本英紀訳『宋教仁日記』，同朋舎出版，1989年，86頁
36 松本英紀訳『宋教仁日記』，同朋舎出版，1989年，92

頁。「中国同盟会」創立準備会には70人余が出席し，孫
文が革命の理由，情勢，方法を1時間ほど演説し，黄興
がその後をうけて，「今日会を開いたのは団体を結成す
るためであるから，ただちに各人に署名を願う」と述
べ，みな署名した。




