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ジャーナリスト鄒韜奮とジョン・デューイ思想
―近代中国知識人の一つのあり方―

楊　　　韜

韜奮は、大衆に属し、大衆のための人であった。（胡愈之　152）

知識人の問題も、近代中国の特徴を考えるうえで一つのバロメーターとなろう。政

治へのコミットメントは、中国の知識人の伝統である。とりわけ近代中国が、亡国

滅種の危機に瀕し、救国図存が民族の課題となったこの時代において、中国知識人

が国内外の政治問題について発言し、政策を提言するだけでなく、その目標に向け

て自ら行動を起こすのは、必然ともいえよう。（安井　182）

Ⅰ　はじめに

　本稿は、中国人ジャーナリスト鄒韜奮1とジョン・デューイ思想の関わりを探ることに

よって、近代中国の知識人のあり方を示そうとする論文である。近代中国におけるデュー

イ思想の伝播及びそれが中国社会に与えた影響について、日本でもすでに数多くの研究が
こてき とうこう

行われてきた。とりわけ、米国コロンビア大学でデューイの許で学んだ弟子胡適2と陶行
ち

知3に関する論考が多く見られる。例えば、竹内好による　「胡適とデューイ」、小林文男に

よる「近代の覚醒と「五四」　―　胡適とそのプラグマティズムの役割をめぐって」　などが

ある。当時の中国で、デューイ思想に接した知識人は他にも多い。鄒韜奮は、その中の一

人である。鄒韜奮に関する研究は、半世紀前から中国を中心に行われてきた。日本でも少

数の研究がある。しかし、今までの研究は、主に鄒韜奮が抗日戦争期間での抗日統一戦線

および国民党独裁政権に対する批判活動に関わるものであった。例えば、横山英による　

「抗日運動と愛国的ジャーナリスト　―　鄒韜奮の活動と思想変革」、石島紀之による「抗

日統一戦線と知識人　―　「満州事変」時期の鄒韜奮と『生活』週刊をめぐって」などがあ

る。鄒韜奮の思想についての研究では、彼の1930年代以降の思想変化が研究の主要部分

を占めていた。鄒韜奮の早期思想の形成を扱った研究はほとんどない。中国の知識人たち

のデューイ思想との接し方は、異なる知識背景や職業によって、異なった。胡適はプラグ

マティズム的方法論を用いて、白話文学を提唱した。陶行知は学校で実践を行い、生活教

育運動を推進した。彼らと対照的に鄒韜奮はジャーナリストとして影響を受けた。本稿で

は、鄒韜奮がその早期思想形成において、デューイ思想からどのような影響を受けたか、

その結果として、ジャーナリストとしてどのような実践を行ったかを考察する。
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Ⅱ　五・四運動前後の中国とジョン・デューイの訪中

　人間の思想の形成が、その周りの自然環境、社会状況、国内外情勢と緊密な関係があ

るのはいうまでもない。鄒韜奮の思想形成を考える前、彼が生きていた時代の背景を見

ることは重要である。本稿では五・四運動（1919年5月4日）前後の中国社会を鄒韜奮

の活躍の舞台とする。この時期は、デューイ思想が中国に紹介され、中国の一般民衆に

広く知られ、中国の知識人たちに大きな影響を与えた時期である。1911年の辛亥革命に

よって、中国の数千年来の王朝政治が終止符を打たれ、初めての民主共和国が打ち立て

られた。しかし、革命後間もなく民主共和国が軍閥の暗黒政治に転落して、革命は実質

上失敗に終わった。民主共和国にかけた期待が大きかっただけに、中国の知識人たちは

深い挫折感に陥った。そして、彼らはこの挫折感から脱出して、改めて革新へと再出発

せざるをえなかった。彼らは、旧制度、旧文化を否定するとともに、西洋の近代思想を

全面的に肯定し受容しようとした。19世紀以降の西洋近代思想が短期間にやつぎばやに

紹介された。しかし、単なる中国伝統思想の否定や西洋近代思想のそのままの移入によ

っても、中国での革新が実現されるはずはなかった。そして、知識人たちが切迫した課

題は、中国社会の現実を踏まえつつ自主的に西洋近代思想を選び取り、中国の特質に結

びついた革新方法をみつけることであった。それでは、当時の中国社会の現実、とりわ

け本稿と緊密な関係がある教育やジャーナリズムの現実は、どのようなものであったか

を見てみよう。

　五・四運動以降の1920年代において、中国の教育とジャーナリズムが、都市を基盤

にして確立したと狭間直樹が指摘している。狭間は、「中国の近代における変容を総体

的に示すものは人口の増加である」（狭間　4　）と述べ、まだまだ農村人口の占める割合

が圧倒的だが、都市人口の急増によって、「近代の都市は中国と世界の結節点としての

役割をもつことになり、教育、出版等、近代文化の受容、育成の中心地ともなるからで

ある」（狭間　5　）と分析している。また、農村人口が圧倒的に多い中国では、当時全人

口約4億の中で、3億人以上が文盲であると言われている。つまり、全国民の識字率は

20％以下である。そして、当時の中国ジャーナリズムはどのような状況だったか。おお

ざっぱな数字では、「五・四時期に出版した新聞や雑誌は四、五百種類を数える」（王

1）。また、小関信行の研究によると、1923年中国各地で発行した新聞（外国語新聞が

除く）の数は 332紙に及び。そのなかでは、発行部数が最大のものでも約 2万 5千部、

最小のものは500部以下であった。また、新聞の発行は北京、上海、天津、武漢など大

都市を中心にしていた　（小関　85-103）。1億前後の識字者にとって、新聞の発行部数は

決して多くはなかった。そしてもう一つ注意しなければならないのは、識字者であって

も、高等教育まで受けたとは考え難い。このような社会状況は、当時の知識人たちが直

面していた最も深刻な問題であろう。
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　デューイは、1919年 5月から、1921年 7月まで、2年 3箇月にわたって中国に滞在

した。北京、上海など主要都市だけではなく、北は東北の瀋陽から南は広州にいたる11

省を回り、精力的にその学説を紹介し、講演した。とくに　「五大講演」4といわれる北京

での講演が有名である。ジョン・デューイの中国滞在とその影響について、デューイの

伝記を書いたジョーン・ダイキューゼンは、次のように述べている。

デューイが中国の教育思想および実践に及ぼした影響ははるかに顕著なものがあ

り、永く残るものであった。彼が中国に滞在したことと彼の教育に関する講演は、

疑いなく中国にやってくる前の数年間に彼の考えを広め、そしてそれらの考えを自

国の諸学校に適用してきていた人々の努力を一層強めるものであった。彼が訪問し

てからは、こういった努力はデューイの教育哲学が中国において支配的なものとな

るほどに広められた。（ダイキューゼン　299-300）

デューイが中国で行った講演に、大学教員から一般民衆まで様々な階層の人々は耳を傾

けた。当時識字率が低かった中国では、難しい専門書を読むより、直接講演を聴くほう

が理解しやすかったことは、彼の講演が高い人気が得た理由として挙げられるだろう。

そして、もう一つ教育家として知られるデューイの近代中国における影響は、中国の学

校体制の変化である。彼の教育思想によって中国の学制は「6・3・3」制に変わった。

それ以前の小学校教育は7年間であった。デューイが代表するアメリカ教育思想の影響

により、アメリカ式制度が中国の教育政策に取り入れられた。小学校は 6年間に改め、

その上に初級三年、高級三年の「6・3・3」制になった。「6・3・3」制の実施、方法

論的にはカリキュラム、教育方法や教材改革の試みなどデューイの教育哲学によって始

まった一連の動きは、のちに革命に参加する民衆の民主意識基盤の形成に直接に繋がっ

ていると言えるだろう。

Ⅲ　鄒韜奮とジョン・デューイ

　鄒韜奮はデューイと直接には会っていない。鄒韜奮は、主に『民主主義と教育』を中

心にしたデューイの著作と彼の弟子に当たる知識人から、デューイの思想を知り、影響

を受けた。鄒韜奮がデューイの思想に接する過程において、二人の「仲介人物」の作用

がとても大きいと思われる。その一人は、敬虔なデューイ思想の信者と呼ばれている胡

適である。もう一人は、胡適と同様、デューイの弟子陶行知である。この二人は、デ

ューイの訪中前から、彼の思想を中国で大いに宣伝した。鄒韜奮もこの二人の影響を受

けていた。そして、鄒韜奮がデューイの思想に接近した原因について、石島紀之は彼の

教育背景にも関係があると述べている。
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韜奮の場合は、聖ジョーンズ大学で専攻した教育学がプラグマティズムの教育理論

で教授されたこと、一九二三年に入社した中華職業教育社もプラグマティストの影

響が強かったことなど、その影響力を受けやすい場で青年時代を送っている。彼は

すでに在学中からデューイの　『民主主義と教育』　の翻訳を始め、中華職業教育社時

代に出版しており、そのプラグマティズムへの傾倒は並々ならぬものがあったと思

われる。（石島　27）

　また、鄒韜奮はデューイだけでなく、その弟子であった胡適をも大変尊敬していた。

『韜奮全集』を調べると、鄒韜奮は、1927年11月16日、胡適宅を訪ねたことが分かる。

そして、『生活』第 3巻第 5期（1927年 12月 4日）に興味深い記事「胡適之先生訪問

記」を載せ、17のキーワードを中心にした胡適の家庭、研究、社交各側面を詳しく書い

た。特に注目したいのは、次の内容である。

本誌に対する意見：先生（胡適）は「問題を多く研究し、主義を少なく語れ」と言

った。本誌の方針も同じである。主義をめぐる空論の発表は少なめに、おもしろく

て価値がある事実の記述を多めにする。（『韜奮全集』第 1巻　876）5

この記事のなかで言及した胡適の　「問題と主義」　は、胡適が1919年7月に書いた論文の

タイトルである。これは、もともと胡適が紙上の抽象的な空理空論を論ずる危険性を説

くために展開した論考である。空理空論は社会主義思想、特にマルクス主義を指す。勿

論、これはプラグマティズムの「歴史的態度」によって産出したものであろう。当時の

鄒韜奮は、時の「問題と主義」に関する論争には興味を示さなかったが、彼の雑誌作り

の方針と方法はプラグマティズムの影響を受けて形成されたと考えられる。

　一方、のち鄒韜奮のジャーナリスト活動に密接に結びついたのは陶行知である。

1916年に帰国した陶行知は、南京高等師範学校の教授となった。彼は、教育学科での

講義において、デューイの　『民主主義と教育』　の英語原書をテキストとして使った。そ

の後、鄒韜奮は　『民主主義と教育』　を訳して出版した。そして、1932年、陶行知は教

育研究グループである生活教育社を組織し、機関誌を発行した。その機関誌　『生活教

育』　の発行を引き受けたのは、当時生活書店6の責任者になった鄒韜奮であった。鄒韜

奮と陶行知の関係についてここでは省略するが、斎藤秋男の詳しい論考を参照された

い。

　そして、鄒韜奮とデューイの最も重要な接点は、鄒韜奮による『民主主義と教育』の

翻訳出版である。『韜奮全集』第 12巻の編集説明によると、1919年から鄒韜奮は『民

主主義と教育』の翻訳を始めた。最初は第1–4章を『デモクラシーと教育』のタイトル
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で雑誌『新中国』第2巻第1号（1920年1月15日）、4月15日第4号（同年4月15日）、

第 7号（同年 7月 15日）、第 8号（同年 8月 15日）に連載した。翌 1921年、鄒韜奮は

新聞『時事新報』の副刊『学灯』において、1から6章を詳しく紹介した。訳は1925年

以前に完了し、訳者名は鄒恩潤とした。1928年3月、上海商務印書館から　『民本主義と

教育』の書名で出版された。鄒韜奮は、「訳者序言」の中で、『民主主義と教育』を翻訳

の対象として選んだ理由を次のように述べている。

現代教育家の思想において、もっとも中国に影響を与えたのは、デューイ博士であ

る。しかし、今までデューイ博士の教育学説は、中国語に訳された短編の講演原稿

に散見されるだけである。本書は、もっとも系統的に彼の教育学説の全部を概説

し、われわれの徹底した研究に満足できる参考資料である。これは、私が本書を訳

す動機である。（『韜奮全集』第 12巻　8　）

そして、鄒韜奮は全体の構成を要領よく紹介して、もっとも重要な内容である民主主義

と教育について、次のようにまとめた。

民主主義社会には、二つの前提がある。第一には、社会の利益はその社会の構成分

子が共同に享受する。第二には、個人と個人の間、団体と団体の間に、円満的かつ

自由な影響が相互にある。このような社会をつくるために必要な教育は、“個人の

創造力”（personal initiative）と個人の“社会に対する興味”（social interest）を

養成することを重視しなければならない。（中略）デューイ博士の実行的教育制度

上の主張は、二つの要点がある。一つは、学校自身が一種の社会的生活であり、ま

た社会生活に含まれる各種条件を有するべきである。いま一つは、学校内の学業が

学校外の生活と連続すべきである。（『韜奮全集』第 12巻　9　）

学校での教育と社会生活の関係については、やや冗長な訳になっているが、その要点

は、帆足理一郎の言葉を借りるなら、「人生即教育、教育即生活」（帆足　380）とい

うことである。最初に原稿料で学費を稼ぐために翻訳し始めた『民主主義と教育』は、

鄒韜奮にとって、重大な意義がある。のちに彼は教育救国の理念から出発し、雑誌や

新聞を通して民主思想の宣伝、世界情勢の紹介に全力に尽くした。デューイの『民主

主義と教育』は、鄒韜奮が愛国的民主主義ジャーナリストになる原点とも言えるだろ

う。

007.楊先生 07.3.26, 3:06 PMPage 77 Adobe PageMaker 6.5J/PPC



78

メディアと文化　第３号

Ⅳ　鄒韜奮の論評記事に見るジョン・デューイ思想

　鄒韜奮は、1919年から 1921年の上海聖ジョーンズ大学在学期間に、すでに　『申報・

自由談』、『時事新報』、『約翰声』　などの新聞や雑誌でたくさんの時評的文章を発表した。

その後、鄒韜奮は中華職業教育社に入り、編集の仕事を始めた。そして、1926年鄒韜奮

は　『生活』　の編集長になった。それからの約二十年間は彼のジャーナリストとしての人

生のなかでもっとも活躍した時期である。鄒韜奮の論評記事を見ると、青年時代に受け

たデューイ思想の影響は、一貫していることが分かる。とくに、彼が主宰する雑誌や新

聞において顕著である。彼は大衆教育を通して、一般民衆の民主主義意識を高めようと

していることが分かる。ここでは、平民風雑誌作り、職業観、プラグマティズムの倫理

観、中国社会の改造問題および　「読者ポスト」　欄という五つのテーマに分けて、鄒韜奮

がもっとも心血を注ぎ尽くした　『生活』　および他の新聞・雑誌で発表した時評的文章か

ら彼の理念を探りたい。

　第一のテーマとして、デューイの「平民教育」思想の影響を受けて、鄒韜奮が平民風

雑誌作りの方針を決心したことを考える。「平民教育」思想は、デューイが中国で行っ

た講演の重要な内容の一つである。これは、鄒韜奮が文章で表した主張と一致する。当

時の政府交通次長の鄭洪年が自らの経験を紹介しながら、鉄道職員教育の二原則、即ち

国家と社会の基礎を造るための原則、職員自身のための原則についてスピーチを行った。

その後、鄒韜奮は関係記事「鄭洪年君之職業教育談の紹介」を書いた。

鄭君が挙げた両原則のなか、平民職業教育に有利なものはすべて注意すべきであ

る。一国の基礎は多数の民衆によって作られる。平民職業教育は今日の中国にとっ

て必要なもの。すなわち、多数の民衆の福利をはかること。これは間接的には国家

の安定した基礎をはかることである。（『韜奮全集』第 1巻　527）

鄒韜奮は平民教育の重要性をはっきり認識していた。しかし、ジャーナリストの彼が実

際に採用した方法は、陶行知が実行した学校教育ではなく、雑誌作りだった。つまり、

彼の平民風雑誌作りの方針は、広義に考えれば平民教育の延長である。しいて言えばデ

ューイのプラグマティズムの実用化である。平民風雑誌作りにあたっての具体的な工夫

はどのようなものであったか。まず、『生活』第 2巻第 21期（1927年 3月 27日）に発

表した「本誌と民衆―本誌動機の重要説明」を見てみよう。この声明文の中に、鄒韜奮

が考えた読者層および雑誌作りの方針が明瞭に書かれている。

すでに刊行された本誌の題材は、農民、工場労働者、丁稚、女中らの苦しい生活に

ついてであった。これは、一般民衆のなかでもっとも苦しんでいる人達に連帯し
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た、全社会に向けての呼びかけである。（中略）言葉遣いについては、本誌は難し

くまわりくどい貴族式の言葉を避け、分かりやすく率直な平民式言葉を採用する。

総じて、本誌の動機は完全に民衆の福利を前提としたものである。今後もこの趣旨

をしっかり守って、努力していきたい。（『韜奮全集』第 1巻　647-648）

この声明文によると、『生活』　の読者層は、農民、工場労働者など当時中国社会の下層階

級であることが分かる。そして、当時の中国社会は、男尊女卑の社会である。だから、

実際に『生活』の記事を読むと、女性の社会的地位に関するものが大変多いのも目につ

く。鄒韜奮が書いた記事を読んでいくと、一つの特徴が発見される。彼は、中国社会で

起こった問題について記事を書く場合は、単なる事件や事実の報道に終わることが少な

かった。多くの場合は、その問題に類似した外国の事例を取り上げながら、読者に解決

のアドバイスをする。さらに、鄒韜奮は、読者を単に情報の受け手、アドバイスの受け

手とはみなさなかった。彼はまた、読者を発言者とみなし、彼らからも意見を求める態

度を持ち続けた。鄒韜奮は、記事と後で述べる「読者ポスト」欄を連動させて、雑誌や

新聞を作ることを心がけていた。最近になって、大きく取り上げられたメディアの双方

的な視点を、すでに彼はもっていたのである。

　1927年10月刊行した『生活』第1巻の保存版である『〈生活〉第1巻匯刊』の前書き

で、鄒韜奮は次のように述べている。

本誌は、生き生きとした表現、価値と興味があふれた内容、生活改善方法の提唱、

同時に人生の修養と慰めなどに配慮して、人々が豊かて愉快な生活を送ることを願

っている。これによって健全な社会を形成することを目指す。（『韜奮全集』　第1巻

839）

ここでは、鄒韜奮は雑誌・新聞による平民教育の実施する際の現実の課題に言及してい

る。つまり、いくら雑誌や新聞を発行しても、読者に読んでもらわないと意味がないと

いうことである。とりわけ、当時識字率や平均教育水準が低い中国では、より多くの民

衆に読んでもらうことは平民教育を実施するキーポイントになっていると言えよう。こ

のような考えは、デューイの講演からもはっきり読み取れる。北京大学、政府教育部、

尚志学会、新学会の四団体の要請を受けて、1919年9月21日から、デューイは教育部

の会場で「教育哲学」と題する連続講演（16回）を行った。読書や新聞・雑誌の重要性

について話した時、デューイは　「通信、著書、新聞作り、および交通など各方面で使う

言葉は、大部分の国民が日常生活で使う言葉に近づかなければならない。もし全然違う

言葉を使うなら、決して社会的な共同生活の観念を養成することができない」　と述べた
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（杜威　175）。この講演の内容は　『晨報』、『民国日報』　などの新聞で連載された以外、の
デューイ

ちに出版した単行本『杜威五大講演』にも収録されている。鄒韜奮がこの講演内容を知

っていたかどうかは不明だが、彼の書いた文章が示すように、彼は終始一貫して　「平民

主義」という方針と理念を彼の雑誌作りに反映させようと判断した。

　第二のテーマは、鄒韜奮がデューイ思想の影響を受けた「職業」観についてである。

鄒韜奮は、1924年6月30日の『教育と職業』第56期に載せた評論「職業の真楽」で次

のように書いている。

職業は一方で自分を益する、他方では他人にも利益を与える行為である。一人の人

間は、社会の中でまわりの人々から利益を受ける。皆は自分の長所を発揮し、社会

に貢献すべきである。これは、誰でも一つの職業をもって社会に奉仕しなければな

らないという原理である。個人が社会に奉仕すれば、当然その人も社会から報酬を

受けとるはずだ。（『韜奮全集』第 1巻　304）

これは、デューイが『民主主義と教育』のなかで述べている「いったい職業とはその人

にとって生活の活動をその結果によって明らかに意義あるものたらしめ、かつ彼の仲間

同胞に有益なるものたらしめるよう指導することにほかならない」（デューイ　307）に

かなり近い考えである。鄒韜奮は、「職業」について論ずるときも、デューイが強調し

ている個人と社会の関係を意識していたと思われる。

　第三には、プラグマティズムの倫理観に関する鄒韜奮の理解である。1923年 4月 1

日、鄒韜奮は　『民鐸』　第 4巻第 2号に　　「倫理進化の三時期」　　を発表した。この文章は、

デューイとジェームズの共著『倫理学』を単に訳したものではなく、鄒韜奮が原書を読

んだうえ、自分の考えを入れながら書いた解説文である。当時の中国社会にとって、『倫

理学』がもつ意義を鄒韜奮は高く評価している。

この文章はデューイ（John Dewey）とジェームズ（James H. Tufts）両先生共

著の　『倫理学』　に基づいて書いたものである。この著作の主旨は、「反省の思想」　と

道徳問題の間に密接かつ実際的な関係が存在していることを表明することである。

したがって、この著作は新旧の倫理が衝突する現在の状況にある我が国にとって、

とりわけ研究価値がある書物である。（『韜奮全集』第 11巻　257-258）

鄒韜奮は、デューイらのプラグマティズム倫理観に基づいて、人類倫理発展の歴史を三

つの時期に分ける。すなわち、本能的行為時期、群体的道徳時期、反省的（個人的）道

徳時期の三つである。鄒韜奮は、当時の中国社会の倫理は第二期から脱出し、第三期に
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入ろうとする段階にあると考えた。故に、「個人は社会の中に溺れている、個人自身は

なんの独立的な存在や独立した価値をもたない」と彼は述べる（『韜奮全集』　第 11巻

262）。こうして、鄒韜奮はプラグマティズム倫理観に基づいて、中国の倫理発展を予測

した。つまり、一歩先の中国社会を予測していたとも言えるだろう。

　第四には、中国社会の改造問題に対する鄒韜奮の認識である。デューイの中国訪問、

特に各地で行った講演について、鄒韜奮は終始関心を抱いていた。当時の中国の革新に

関するデューイの主張について、鄒韜奮は「新中国に対するデューイの言論」と題した

評論を、1929年 9月 8日の『生活』第 4巻第 41期で発表した。

哲学者デューイ先生は民国 8年 5月訪中、11省にも及ぶところで講演を行った。中

国で講演した西洋学者のなかで、中国思想界に最大の影響を与えたのは彼であろう。

最近、ラトナー（John Ratner）はジョン・デューイが各雑誌で発表した社会・政治・

哲学関係の文章をまとめて、単行本 2巻として出版した。（中略）われわれがもっと

も注目しているのは、当然彼（デューイ）の新中国に対する言論である。彼は新中国

に同情の意を示しているが、中国で維新が実施されるためには、まだまだ忍耐強い継

続的な努力が必要だと固く信じている。（中略）ジョン・デューイ先生が言いたいの

は、中国を救い出すために、物質的な貧困を解決するだけではなく、同時に思想方面

における古い腐敗心理をも取り除かなければならない。（『韜奮全集』第 2巻 735）

これは、鄒韜奮がジョン・デューイ思想を受け入れる際の特徴とも言えるだろう。つま

り、単にそのまま西洋学者の思想を紹介するのではなく、その思想のなかで中国の現実

状況と直接つながる部分を中国の一般民衆に伝えたい気持ちは常にもち続ける、という

ことである。

　最後には、『生活』誌上で生まれた公共圏である「読者ポスト」欄について考えていき

たい。『生活』第4巻第51期（1929年 11月17日）に載せた「誤った購入を避けるため

に」という大変ユニークな文章の中で、鄒韜奮は『生活』誌についてこう語った。

本誌の態度はこうである。毎週日曜日午前中の余暇時間に、何人かの友人が集まっ

て、随意に世間話をする。束縛もなく堅苦しいこともなく、リラックスした雰囲気

でおもしろい話をする。まるで10数分から20分ぐらいの読者懇談会に参加したよ

うに、みんなは談論風発の中で愉快にする。今はまだ十分にこのレベルに達してい

ないが、編集者の心のなかでは、最後まで追求したい目標である。（中略）談話の

時、もっともおもしろくかつ有益なのは、他人の価値ある経験を聞くことがある。

（『韜奮全集』第 2巻　792）
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これを読むと、鄒韜奮が雑誌を利用して、一種の公共圏を作り出そうとしたとも思われ

る。つまり、西洋諸国のように、休日に設けた社交サロンのようなものである。ただ彼

はそれを実際の場所の代わりに雑誌の誌上に実現しようとした。そして、この　「誌上サ

ロン」のホストとして、鄒韜奮が大いに力を入れたのは「読者ポスト」欄である。この

「読者ポスト」欄とは、どのようなものであるかを明らかにするために、再度「誤った

購入を避けるために」を引用してみよう。

本誌は読者のよい友人という立場に立とうとしている。だから、すべての相談のお

手紙に対し、我々の知る限りのお答えをする。（誌上の読者ポスト欄に発表したの

はわずかの一部にしか過ぎない。）　時々、読者のために専門家を訪ねて、ご意見を

頂く。我々が出した意見は、参考のため、読者のたくさんの友人の一人として全力

で提唱したものである。（『韜奮全集』第 2巻　793）

以上の引用文によると、「読者ポスト」欄の様式が分かる。すなわち、読者からの手紙

に対応して編集者が解決方法などを書いた返事を読者に送る。その一部は、『生活』誌

上にも掲載する。掲載された内容を読んだ他の読者も、賛成或いは反対の意見を読者ポ

ストに送り、その一部は誌上にも掲載され、議論される。それでは、実際にどういう内

容だったか。1932年 4月に、読者ポスト欄に掲載された文章および掲載されなかった

が公開の価値がある書簡をまとめた単行本が出版された。それは　『もっとも解決しにく

い問題　―　読者ポスト欄匯集之一』　という書物である。この単行本では、読者ポストで

行った往来書簡を八類（学業、職業、家庭、社交、恋愛、婚姻、法律、その他）に分け

て編集していた。この本から具体的に「読者ポスト」欄で登場した人物および相談の話

題を知ることができる。「読者ポスト」　欄は、たくさんの読者に愛された。『生活』の発

行部数の増加に伴って、「読者ポスト」　欄への手紙も増え続けた。「読者からの手紙は年

々増えて、1930年の一年間に約3万通が届いた」　（宗　679）。このように、鄒韜奮はつ

ねに読者とのコミュニケーションを大切にして、彼のジャーナリズム活動の基礎とした。

『生活』だけではなく、のちに『大衆生活』、『生活日報』、『抗戦』などの新聞・雑誌を

出した際にも、「読者ポスト」欄をつねに設けて、維持し続けた。
パブリック パブリック

　ここで、少しながら、デューイによる「公衆」議論に触れたい。デューイの「公衆」

に関する議論は、どういうものだったのか。小林正弥は公共哲学を論ずる中で、こう概

説した。

デューイはプラグマティズムの代表的論者なのですが、「公衆」を定義して、当事

者以外の第三者とする。だから、公共的なものとは公衆＝第三者に大規模に影響を
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与えるもの、とするわけです。その中で、デューイはやはり大社会、Great Soci-

etyの問題点を指摘してこれをGreat Communityに変える必要を提起する。その

ためには様々な手法におけるコミュニケーションをより発達させる必要がある。簡

単に言えばそういう議論です。（小林　18-19）

これは、小林による公共哲学の概念についての論考のなかで触れた部分である。小林は

「大社会」　から　「大共同体」　への変更が必要であるというところに着眼して、アメリカ公
パブリック

共哲学の原型を考えるときに、デューイの「公衆」議論を含めて検証することが有意義
パブリック

だと強調する。鶴見和子は日本では戦後早くから、デューイによる「公衆」について論

じた。また、鶴見は　「デューイは、アメリカのコモン・マンの常識から養分を吸い上げ、

パース、ジェイムズ、ミードに発するアメリカのプラグマティズムの母胎によってこれ

を消化し、コモン・マンの血肉となるようなかたちで、ふたたびかれらに返し與えよう

とこころみた思想家だということができる。」（鶴見　5-6　）と述べ、デューイ哲学の特

徴を「コモン・マンのプラグマティズム」と概説した。林香里は、ジャーナリズム論に

おいて、鶴見のデューイに関する論考を踏まえ、改めてデューイの教育と民主主義に関
パブリック

する議論から、現代社会の民主主義と公衆の関係を引き出している。

デューイの著作の数は膨大なものであるが、本書に関係する「民主主義」と「パブ

リック」というテーマについて最もまとまった論考は、その著書『公衆とその問題』

（The Public and its Problems）において展開されている。（中略）デューイ哲学

全体のなかで、教育論がとりわけ重要な位置を占めているのは、そうした民主的人

間の育成の重視という思想の背景があるのである。デューイは、教育ある人間が
パブリック

「公衆」　を組織し、社会に貢献することに大きな期待をかけたのだった。（林　151-

153）

パブリック パブリック

林は「公衆」の形成について注目していた。「公衆」になる前提は教育を受けることで、
パブリック

教育を受けた人間が「公衆」という組織を通して社会に貢献する。この点においては、

すでに論じた鄒韜奮の「健全な社会の形成、社会へ貢献する人々」という観念とも一致

している。一方、デューイの哲学に関する研究は、その教育の領域に持続的に関心を注
パブリック

いてきた。しかし、佐藤学によると、政治学においては、デューイの「公衆」議論が無

視されてきた。それは、「共同体」における意見の調和を信じた「ロマン主義」の理論

の産物である。佐藤は、『公衆とその問題』から、対面的なコミュニケーションの重要

性を読み取る。
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こうして、『公衆とその問題』は「顔と顔をつき合わせる共同体」におけるコミュ

ニケーションに公衆を復帰する方法を見出している。どんなにマスメディアが発達

し、どんなに科学と技術の合理主義が支配してテクノクラートが構成されようと

も、公衆は自ら直面する問題を、身近な人々と相互に成長し合う関係を築かない限

り解決することはできない。（中略）コミュニケーションにおいてデューイが強調

しているのは、「対話（dialogue）」であり、自己の主張を語る行為よりも他者の声

を聴く行為である。（佐藤　30）

佐藤の論考は、教育理論というデューイ哲学の核心部分から一時的に切り離して、デュ

ーイによる共同体におけるコミュニケーション理論という周縁部分に焦点を当てた。鄒

韜奮の「公共圏」理念を分析する時、この佐藤の論考も参考になると思われる。当時の

中国社会の現実を考えると、一般民衆にとって最も有効的な思想や情報の摂取ルートは

一人一人の人間のコミュニケーションであろう。例え識字者でなくでも、新聞・雑誌を

読んだ人の話を聴くことによって、たくさんの情報を摂取することができる。鄒韜奮が

誌上で作った「読者ポスト」という公共圏は雑誌の読者範囲だけにとどまるものではな

いと考えられる。また、デューイのいう「他者の声を聴く行為」という考えと鄒韜奮の

いう「他人の価値ある経験を聞く」という考えは、驚くほど近いと思われる。鄒韜奮が
パブリック

デューイによる　「公衆」　の議論からどの程度の影響を受けたと断定することはできない。

考察の唯一ヒントとして、『民主主義と教育』（1916）、『杜威五大講演』（1920）、『現代

政治の基礎：公衆とその諸問題』（1927）の出版順から見ると、鄒韜奮の早期思想に主

要な影響を与えたのは、やはり前の二冊であろう。しかし、いずれにしても、鄒韜奮は

雑誌の「読者ポスト」欄において、読者という公衆によって公共圏を作り上げた。そし

て、この公共圏において、一般民衆への大衆教育に力を尽くし、近代中国の民主化進程

に彼独自の役割を果たした。

Ⅴ　結　　び

　本稿は、鄒韜奮とデューイ思想の関わりを考察した。鄒韜奮は他の人物たち（例えば

孫文、Harold Joseph Laski　他）からも影響を受けているが、デューイからの影響はと

くに大きい。彼は、つねに中国の現状を民衆に示し、つねにこの国の将来を考えた。こ

のような知識人の活動の意義について、中国近代知識人論を行う水羽信男は、次のよう

に述べている。

しかしながら民主派知識人の活動の歴史的意義は、政治的な局面にのみ限定される

ものではなかろう。急速な経済発展を遂げつつも未解決の民主主義的課題をも抱え
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ているこんにちの中国の知的状況を視野に入れ、中国近代知識人の知識人たる
レーゾンデートル

“存在理由”について考えた時、かれらの思想的営為を清算主義的に捉えてはなら

ない。筆者は近代化を目指す中国の抱える諸課題を思想的に明確化し、自己の知的

活動を社会へ還元するという課題を担った民主派知識人の軌跡を、「役に立つ過去」

（Useable Past）と捉える視点も必要だと考えている。（水羽　238）

本稿は、鄒韜奮という人物が、とりわけ彼のジャーナリストという特定の職業に伴う立

場からデューイの思想をどう理解したか、そしてどう実用化したかを中心に見ながら論
レーゾンデートル

じてきた。つまり、鄒韜奮という知識人を考えるとき、水羽の言う「存在理由」を無視
レーゾンデートル

することができない。鄒韜奮の　「存在理由」　とは、彼の友人である胡愈之のいうように、

一般大衆に属し、一般大衆のために生きることであった。彼は自分の信念に徹した人で

ある。本稿では、いくつのテーマから鄒韜奮とデューイの関係を論じてきた。職業観に

おいては、彼は個人と社会の関係が互いに益を得て、個人が職業を通して社会に貢献す

るべきだと指摘した。倫理観においては、彼は鋭い観察力で当時の中国が群体的道徳期

から個人的道徳期に入ろうとする段階にいると分析した。中国社会の改造問題において

は、彼は中国を救い出すために、物質と思想の改造を同時にやらなければならないと提

言した。平民教育においては、彼はそれが国家の再生にとって最も大事なことであると

考えた。さらに、彼は「読者ポスト」欄などを通して、一般大衆が接しやすい平民風雑

誌を作り、発展させた。彼のジャーナリストとしての一生は、一般大衆と一体になって

過ごした人生であると言える。そして、彼の生涯活動を支えたのは、デューイの影響を

受けて形成した早期思想である。彼の思想の根底には、デューイ思想が光っていた。

注

1）鄒韜奮：（1895年11月 5日～1944年 7月24日）本名鄒恩潤、韜奮は筆名の一つ．中国福建省

生まれ。中国近代著名なジャーナリスト、生活書店創始者、救国会の幹部活動家。上海セント・

ジョーンズ大学卒業。中華職業教育社で週刊機関誌『生活』の編集に携わり、1926年主編とな

る。読者の投書を重視する編集で知識青年の支持を集めた。1931年の満州事変以降、時事問題

への関心を強める。1932年職業教育社から独立し生活書店を創設、同年『生活』は中国最高の

発行部数（15万部）を記録した。1930年代には『生活』、『新生』、『大衆生活』など生活書店

発行の雑誌で抗日の論陣を張りながら、上海で都市知識人の救国運動に参加、救国会の幹部が

逮捕された1936年の「抗日七君子事件」では8ヶ月間入獄した。抗日戦争期には、武漢、重慶、

香港などを転々としながら、生活書店の支店を全国に50ヶ所以上築き、全国的な販売網を完成。

また、全国展開を効率的に行なう経営システムも確立し、近代型出版業の一つのモデルを作り

上げた。現在の三聯書店はその後身である。1938年6月から1940年末まで、救国会の一員と

して国民参政会（国民政府支配下の民意聴取機関）に参加し、抗日と民主のために活躍したが、
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反動化の強まりによって、香港に逃れた。香港滞在中、新聞　『華商報』　に評論を書くと共に、自

ら新聞紙『生活日報』を発行、国民党支配の反民主的実態を暴露した。無党無派を標榜してき

た鄒韜奮は、死の直前に中国共産党への入党を申請し、死後入党を認められた。延べ8百万字

の「韜奮全集」14巻がある。

2）胡適：（1891年12月17日～1962年 2月 24日）本名胡嗣 、のちに改名して、胡適となった、

字適之。中国上海生まれ。中国近代の学者、教育者。アメリカ留学後、北京大学教授。五・四

文化運動の際に白話文学を提唱。『中国哲学史大綱』、『白話文学史』、『胡適文存』等。

3）陶行知：（1891年 10月 18日～ 1946年 7月 25日）本名陶文濬、筆名陶韵秋。中国安徽省生ま

れ。アメリカ留学後、中国で平民教育・生活教育運動を推進。中国の教育家、教育研究団体　「生

活教育社」理事長、全国各界救国連合会・中国民主同盟の指導者。『陶行知全集』等。

4）
デューイ

五大講演：書名は『杜威五大講演』（杜威はデューイの中国語訳）、五つのテーマは　①社会哲学

と政治哲学　②教育哲学　③思想の派別　④現代の三大哲学者（William James, Henri Louis

Bergson, Bertrand Russell）　⑤倫理講演紀要となっている。『杜威五大講演』は最初に1920年

出版された。のち再版を重ねたが、中国以外にはあまり知られていないようである。

5）本稿のなか、『韜奮全集』と『杜威五大講演』からの引用文は、すべて筆者の訳文である。『民

主主義と教育』からの引用文は、すべて帆足理一郎氏の訳書によるものである。

6）生活書店：1932年、鄒韜奮が職業教育社から独立して創設した出版社である。1948年、読者

出版社、新知書店と合併して、生活・読書・新知三聯書店となった。
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