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内モンゴルの近代とハラチン王・グンサンノルブ

――その近代的改革と独立志向をめぐって――

Harqin Banner King Gunsangnorbu’s Reform and His Intent of 

Independence in Modern Inner Mongolia, China

HASHEN QI QI GE

哈申其其格

　自从1840年的鸦片战争以后中国的社会与政治都出现了巨大的变化。清王朝逐渐走向灭亡之

路。从而中国出现了洋务运动，戊戌变法，清末新政等救国图强的改革改良运动。但是这些运动

没能达到救国图强的目的，最后爆发了辛亥革命，推翻了清王朝的统治，建立了中华民国。这些社

会与政治变动在内蒙古引起了什么样的反响，内蒙古因此而面临了什么样的困境，当时的政治领

袖们又采取了什么样的态度和作出了什么样的选择，这是本文的主要内容。本文以近代开明王公

为著名的喀喇沁王贡桑诺而布为研究对象，着重论述了他的1899-1909年之间在喀喇沁右旗施行

的改革和辛亥革命前后的政治活动，试图论证贡桑诺而布为首的近代内蒙古王公们面临的困境与

他们的思想特征及其极限。
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はじめに

　ハラチン右旗第十四代ジャサク王・グンサンノルブ
（1871－1931）1は、チンギス・ハーンの親友であり、
勇士（功臣）でもあったジェルメの末裔である。チン
ギス・ハーンはジェルメの戦功を重んじ彼の息子に自
分の娘を嫁がせて、貴族身分を与えた。彼の家系は清
朝宗室とも婚姻関係で結ばれていた。彼の父親のワン
トドナムジルは禮親王世鐸の妹を娶り、グンサンノル
ブの夫人善坤は粛親王善耆の妹であった。このような
清朝宗室との姻戚関係は彼のその後の政治活動や思想
に大きな影響を与えている。彼の父親は漢文化の教養
が高く、かつチベット佛教の敬虔な信徒であった。し
かしその反面、非常に凶暴な性格な人で、王府の召使
や旗民に対して残酷だったと伝えられている。しかし、
ワントドナムジルは息子の教育を非常に重視し、その
ためグンサンノルブは幼いころから文武両方の教育を
うけ、モンゴル語、満州語、チベット語、漢語の四つ
の言語を習得し、さらに漢詩と絵画の教養も高かった。
彼のこの漢文化教養はその後の彼の改革改良思想の基
礎をなすものになった。
　ハラチン王・グンサンノルブに関する研究は 1980

年代から始まったが、彼自身を研究の主題として論じ
た研究は思いのほか少ない。娜荷芽「清末における『教
育興蒙』について――内モンゴル東部を中心に」2は、
モンゴル人の教育振興の研究の中でグンサンノルブの
創った近代的学校を事例として取り上げているが、専
らグンサンノルブを主題とした研究ではない。専門的
な研究の代表的なものを上げると、ジャクチド・スチ
ン（扎奇斯钦）「喀喇沁王貢桑諾而布与内蒙古現代

化」3、中見立夫「グンサンノルブと内モンゴルの運
命」4、バイルダクチ「グンサンノルブ改革の社会・
歴史的背景と影響」5が主なものである。スチンは、グ
ンサンノルブの社会・政治活動に重点をおいて詳しく
論述したが、その社会・政治活動の基礎をなす思想方
面についてはあまり触れてない。中見立夫は、グンサ
ンノルブの政治活動に重点をおき、国際関係や国内政
治状況と結びつけて分析している。しかし、時期的に
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辛亥革命期に集中して述べているため、内モンゴルの
近代王公を代表する人物としてのグンサンノルブを理
解するにはやや全体性に欠けていると思われる。バイ
ルダクチの研究は、グンサンノルブの改革の社会的・
歴史的背景を詳しく論じ、先行研究を補うことができ
ているのは評価すべきところである。しかしかれの研
究はそのタイトルを見ても分かるように、グンサンノ
ルブの改革の背景に重点を置いたため、グンサンノル
ブという人物を扱う研究としては一面的であることを
まぬがれていない。これらの研究は、グンサンノルブ
の政治活動、あるいは教育振興や改革背景など、彼の
活動の一部分に焦点を当てたもので、そして彼に対す
る評価もそれぞれの立場によって異なっている、中見
の研究では地域主義者として、スチンの研究では内モ
ンゴル近代化の先駆者としてとり上げられている。そ
のほかに、中国では彼は政治家、教育家、民族分裂分
子として、外モンゴルでは民族の統一を阻害した者と
して評価する研究もあるが、これらの研究は近代のモ
ンゴル王公としての彼の一面についてだけ論じており、
彼に与えた評価と読者に与える印象も一面的なもので
ある。本稿は先行研究を踏まえたうえで、グンサンノ
ルブの大枠の全体像を描くことによって、近代内モン
ゴルの王公としての彼が直面していた問題、彼の思想
の特徴とその限界性を論じることを試みることにする。

一、グンサンノルブの改革期の国内外情勢と
　　東部内モンゴル

　まず国内状況から見てみよう。グンサンノルブが旗
政改革を行った時期はちょうど清末新政の時期とかさ
なる。清朝は、1895年に日清戦争で日本に敗れ、内
政改革の必要性を感じた光緒帝は 1898年に戊戌変法
を開始したものの、西太后を中心とする保守派の反対
を受けて挫折した。変法の反動で、1900年の排外救
国の義和団事変が起きて、北京は列強に占領され、清
朝は北京議定書を結び賠償金を支払うことになった。
このとき西安に難を避けた西太后は新たな改革いわゆ
る清末新政を布告した。新政はモンゴルにとっては、
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清朝がモンゴルの保護と統治のために行ってきた封禁
政策を全面的に改めたことを意味した。この動きは早
い時期から漢化が進んでいたハラチン右旗のジャサク
王・グンサンノルブにとっては改革を実施する良い機
会を与えた。
　次に国際情勢を見てみると、1904年に日露戦争が
勃発するが、日本側はロシアとの戦争が避けられない
ことを早くから予測し、着々と準備を進めていた。戦
争になった場合に重要になる場所に情報機関を秘密に
設けた。ハラチンの赤峰はその重要とみなされていた
処の一つであった。このため日本は現地の有力者の協
力を得る必要性を感じ、ハラチン右旗のジャサクであ
るグンサンノルブを工作対象に選んだのである6。こ
うした国際情勢の下で彼は日本と関わりを持つように
なった。日本も思惑があったが、グンサンノルブの方
も日本と関係を結ぶ機会を利用しようと考えた面があ
る。彼の日本との関係はその政治活動に影響を与えた
ほか、彼の改革活動にも大きな影響を与えるのである。
　上記したような国内外の情勢は東部内モンゴルにど
のように反映されていたか。まず、モンゴル軍隊の弱
体化と防衛危機である。次に、モンゴル人の経済的な
危機である。1953年にセンゲリンチン7はモンゴル騎
兵の精英を率いて、太平天国の鎮圧のために出征、
1858－60年に彼の軍隊は大沽・天津・通州で英仏連
合軍と戦い、その後、1861年から 1864年まで華北で
捻軍と戦ったが、敗北し、ほぼ全滅状態となり、1865

年、彼自身も戦場で死んだ。今回の出兵はモンゴル騎
兵隊の最後の出征となった。センゲリンチンの出征は
内モンゴルの人口や財政に大きな負担となった。その
出征・敗北後、内モンゴルの軍隊は外敵と戦うどころ
か地方反乱を鎮圧して自己防衛することすらできない
ほど衰弱していった。1891年に起きた、金丹道反乱8

はモンゴル軍隊が弱体化していたことを証明した例で
ある。当時の反乱者との戦いに書記員として参加した
ハラチン右旗の汪国鈞は反乱が起きた原因として次の
六条あげている（『蒙古紀聞』）。「康熙、乾隆年間、拓
殖実辺の政策によって、漢人が近辺蒙旗に移住するこ
とに伴って州県が設立された。これらの移住民は最初、

地価を納めず、ただ地租を納めていた。年月の経つに
伴い、漢人は客人から主人と転換し、モンゴル人を虐
めることが次第に広まり、あの手この手で納租に抵抗
した、これが原因の一である。モンゴル人は自分らを
山や土地の主人と称し、柴草、木、土、石などは自由
に使えるが、漢人は違って、すべてをモンゴル人から
買わなければならなかった。もし違反者がいたら、王
公に厳しく罰された、これが原因の三である。モンゴ
ル王公貴族の支配は極めて凶暴なものであって、人々
は道でモンゴル王公に遇うと、道肩に避けなければな
らなかったが、少しでも遅れたら，騎馬がかけてきて
容赦なく鞭笞されていたのだった、これが原因の五で
ある。元来移住してきた当初は、まだ荒地が余ってい
たが、今は既にすべて開墾されて、土地は多いが租が
少ないという弊が生じた。モンゴルは土地を清丈し、
増租を図りたいが、漢人がこれに必死に抵抗する、こ
れによる訴訟を起こすものが年がら年中跡が絶えな
かった、これが原因その六である」9と記している（原
因二、四は略した）。
　この汪国鈞『蒙古紀聞』で取り上げている六条の原
因は三つに類別してまとめられる。一、租額・納租を
めぐる対立――土地を清丈して租額の増長を図る蒙古
と、それに抗し、納租にあの手この手で抵抗する漢人
との対立――、二、柴草、木、土、石など、普通は入
会地などで入手すべきものだが、移住漢人はそれから
排除され、違反者は王公府から厳しく罰せられたこと、
三、王公たちの横覇ぶり、威張り散しである。金丹道
反乱の起きた原因はモンゴル人と漢人の雑居によるも
のであることが分かる。汪国钧は金丹道のモンゴル地
域に及ぼした被害について「今〔一九一八年〕は地方
匪賊の小さな乱だと言っているが、当時においては、
モンゴル二百年以来実に未曽有の大惨禍だと言われて
いた」10と記している。反乱は半年ほど続き、ジョソト、
ジョーオダ両盟のモンゴル人死者は七、八万人にのぼ
り大きな被害を受けた。ハラチン右旗はオーハン旗や
オンニュード旗より被害が少なかったが、ジャサク王
家の墓が破壊される被害も受けた11。
　金丹道反乱はモンゴル軍隊の弱体化の外に、当時の
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モンゴル人と漢人の敵対意識、旗と県の行政上の問題、
モンゴル王公たちの財政危機などの内モンゴル社会の
抱えていた諸問題を明るみに出した。また『蒙古紀聞』
によると、1900年に義和団の運動が起きた時に朝陽、
赤峰及びハラチン右旗のローハ川（老哈河）の東のほ
うにも義和団に参加する者が現れ、「扶清滅洋，除胡
掃北」と書いた旗を掲げた。当時多くの地方官員や多
くの旗ジャサクは義和団が西太后の支持を得ていると
いうことを配慮して、食糧や武器を提供したが、ハラ
チン右旗は「この様子から見ると金丹道の残留が義和
団の名義を借りて再び猖獗したに違いない」12と恐れて、
同年 7月 1日にハラチン右旗王府から海元（ハイサン）、
呉鳳山、趙鶴亭、李念英らと兵を派遣し、ローハ川の
東側の張連昇を中心とする団匪を討伐した13。8月初
め、義和団の失敗の情報を聞いた後、グンサンノルブ
は各処に「拳を修練している家を取り締まり、街道の
囲い及び門を修復させよ」14と命令を発し、地方防衛と
秩序維持を強化した。義和団への彼の反応から見ても、
金丹道反乱は当時ジャサクの後継者だったグンサンノ
ルブに大きな衝撃を与えている。反乱は彼にモンゴル
人自身の防衛危機を感じさせ、モンゴル人の自存の道
を探り改革に踏み出させる大きな契機となったと考え
られる。

二、グンサンノルブの改革

　1899年、グンサンノルブはハラチン郡王の爵位を
世襲し、内モンゴルハラチン右旗ジャサクとなった。
グンサンノルブはジャサクになった直後から自分の旗
に振興のための諸改革を行った。その改革は政治社会
制度、教育文化、軍事、財政などの多方面にわたった。
改革は 1899年から 1909年まで、約十年間続いた。彼
の十年間の改革を、その内容の展開と進み具合に基づ
いて、一期 1898～ 1902年、二期 1903～ 1905年、三
期 1906～ 1908年の三期に分け、その性格を検討する。
このうち第三期の改革は計画に留まり、実行されな
かったため、ここでは触れないことにする。

　１、第一期（1899 年～ 1903 年）の改革

　1899年、戊戌変法の翌年にかれは北京に行き、ジャ
サクと郡王の爵位の世襲を朝廷から認められた。この
年の 12月に西太后に謁見したという記録が残ってい
る15。保守派の西太后は若いモンゴル王を政権の支持
者に頼んだに違いないが、当時北京にいた彼は変法と
政変に衝撃を受けたはずで、このことも彼の改革推進
の一つの背景と考えられるだろう。彼はジャサクに
なった後、跪礼（膝まづいて頭を床につける礼）を鞠
躬（立って腰を曲げてお辞儀をする礼）に変更し、劇
団を解散して「歌舞音曲」の習慣を追放、芝居舞台を
練兵場に改めた。僧への管理と規制を加え、子供の出
家を制限し、度支局を設け財政管理を強化して、新式
学校崇正学堂を設立した。
　跪礼の鞠躬への変更。モンゴルでは王侯に面会する
さいの礼としては跪礼を行っていた16。印務所の官員
や旗ジャンキ17らは王と面会するときに立ったまま話
していたが、ハラチン右旗ではすべての場合に皆に席
を与え、鞠礼をして座るように改めた18。
　劇団の廃止。清朝は漢人の芝居をモンゴル人が鑑賞
してはならないとしていたが19、モンゴル王公たちは
満州貴族との通婚によって、芝居を好む風俗に次第に
感染された。そしてこの王公たちの享楽的な贅沢な生
活が旗財政に大きな負担をかけていた。しかも、グン
サンノルブの父親は非常に凶暴な人で、芝居の役者に
ひどい体罰まで加えていたといわれている。中には両
目を失明した人までいたという。俳優への過酷な仕打
ちと、この父の凶暴さとそれに耐える旗民たちの我慢
する態度について汪国钧はこう記している。

モンゴルの人性は、下働きをすることは天生の義
務であり、運命の定めたことだとし、王爺は福が
高く運命が大きい、神聖不可侵であると考える。
ゆえに、死なずに済むなら、水火も辞せず、如何
なる苦しみを味わっても、下働きするのを辞そう
としない。さらに年配の者たちは、互いにみなこ
う云う：前世の報いは今世で受ける、今世の苦難
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は来生の栄えなのだ、一切の苦悩は前世で定めら
れたもの、何を言うことがあろうか、と20

　当時のモンゴル人は「王権は神聖で不可侵で」「尊卑・
運命は天の定め」だという宿命論思想、および「今生
来世、因果応報」の仏教思想の特徴を帯びた人生観を
持っていたこと、王公たちの慈悲を知らぬ凶暴な振舞
が窺えるが、この劇団を解散し、冗責の削減を目指し
たのである。
　僧への管理と規制と子供の出家制限。グンサンノル
ブはジャサク就任直後に宗教に関する二つの訓令を出
した。その一つは、「近来ラマ僧が衆くなり、戒律を
受けない者が、日に日に増え、教に逆らい戒を破り、
各地に雲遊し、色情を追い、酒を飲み音楽にふける者
が実に少なくない。今後もしこのような不孝の徒を見
つけ出したら、法に依り処罰するよりも、故郷に戻し
て、還俗させることとする」21と命じている。二つ目の
ものは、「これ以前は、賦課が重かったため、多くの
人は子弟を寺に入れてラマにならせていた。この数年
負担を減らしたのに、またなぜ、子弟をたえず寺に送っ
ているのか。アラド（旗民）たちよ、よく考えよ。モ
ンゴルの人口が減少したら、ラマの数も減少し、宗教
も自然に弱まっていくのだ。再び寺に入って僧になる
ことを許さず……もし大胆にこの命令に逆らう者がい
れば、それを本ジャサク衙門に押送し、法の処分を待
たせることとする」22と命じた。この二つの訓令から、
ラマの戒律の乱れが著しかったこと、ラマになる子弟
が増えていた原因の一つは過酷な賦税から逃れるため
であったことが分かる。そして彼は、旗民の負担を減
らしたことを説明し子供を寺に入れるなと云い、同時
に、仏教信仰とモンゴル人の人口及び繁栄との関係を
説いて、旗民を啓発することを試みた。当時の寺院は
モンゴル社会にとって経済的に大きな負担となってい
たほか、精神上も圧倒的な影響力を持っていたので、
この二点の改革は重要な意味を持っていた――どれほ
ど実効があったかは不明なところがあるが――。
　財政管理機関「度支局」の設置。モンゴル各旗の役
人は俸禄を得られなかったため、彼らの生活費は全て

民衆からの各種の取立てによらざるを得なかった。な
かには権力を濫用して課税から逃れるものも多くいた。
結局それは、民衆に転稼されることになる。そのため
これら民衆はやむを得ず自分の旗を離れて他旗に逃げ
込むか、子弟を寺に入れて僧侶にならせる道を選んだ。
ハラチン右旗では金丹道反乱の際に多くの旗民が他旗
に逃げ込んだ。そのため旗の人口が減少して旗財政が
次第に貧しくなる原因となった。グンサンノルブはこ
のことを認識して、自分の旗で旗財務を総管する度支
局を特置して、全ての税収を度支局で一元的に記録・
管理しようとした。さらに、年度の収入と支出を計算
させ、旗の各所に貼り出し公表した23。こうして彼は、
まず旗民の子弟の出家を制限して非課税である僧侶の
数を減らし、税源を確保すると同時に財政整理を行っ
たのである。
　新式学校「崇正学堂」の設立。当時のモンゴル人の
教育や崇正学堂の状況について、のちに該旗に教師と
して入った一宮操子（『蒙古土産』）はこう記している。

教育は従来微々として振はず、各地方に若干の寺
子屋的学堂ありしも、就学児童は僅に数名に過ぎ
ざりし由なるが、一昨昨年（1901年）の冬、当
王府の領に始めて普通教育の制度を布かれ、やや
規則正しき一小学校の設立ありたり（崇正学堂―
筆者）、教師は蒙古人三名、漢人一名、生徒は目
下四十名あり。教科目は日本の小学校に倣ひて読
書、算術、地理、歴史、作文、習字、体操、唱歌
等にて、読書は蒙漢両種を教へ居れり24。

　崇正学堂は当時においては新式学校だった。1906

年に粛親王が蒙古考察を終えて、グンサンノルブの改
革について、「新政を行い、朝廷のために尽くしている」
と報告したことによって、彼の改革は清朝朝廷から「牖
迪蒙僵」（モンゴル地域の蒙を啓き導く）という扁額
を贈られた25。しかし、この学校が設立された当時、
旗民やラマは反対していた。汪国钧は「旗のモンゴル
人、ラマは皆賛成せず、噂を広めて、こう言った、将
来は私学（私塾）を廃止し、お寺を壊して、学堂に改
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めるだろうと」26と記している。

　以上述べてきたこれらのグンサンノルブのこの期の
改革は父親の時代の弊政を改善するという性格が強く、
旗の財政を整頓し、後のために経済力を備えることを
図ったものだといえるだろう。

２、第二期（1903－1906）の改革

　グンサンノルブは 1899年、ジャサク就任直後の訓
令の中で、「日本は東洋の島国であるが、彼らの英明
な皇帝、明治の時代に、各国を周遊し、変法維新を行
い、工業を振興させて、数十年間の間に、国は豊かに、
民は強くなり、我らの清国のような大国よりも遥かに
強盛となり、西洋の列強と肩を並べるようになっ
た・・・・・・我らモンゴル民族は、元の順帝27が中
原において失政し、ゴビ砂漠の北に撤退してから、そ
れ以降、次第に衰落し、今日の貧弱の境地に至った、
これは文化が遅れているという原因が作ったものでは
ないのか。特に我旗の場合、蒙漢が雑居しており、も
しモンゴル人の文化水準を上げないと、必ず漢人の軽
蔑と欺圧を受けることになるだろう。だから、公、私
どちらにしても、必ず学校を創設すべきである」28と述
べ、日本の明治維新に強い関心を示し、モンゴル人の
衰落の原因は文化の遅れにあると指摘し、ハラチン右
旗のような蒙漢雑居のところにおいては、教育問題は
モンゴル人の生存にかかわる重大性を持つのだと指摘
し、学校設立の必要性を説いた。
　そして、1903年 5月、グンサンノルブは清朝の許
可なしに日本訪問を敢行する。日露の対立が深刻化し
たこの時期、日本は牒報員を満州地域に送っていた。
また地方有力者との関係構築を進めていた。このよう
な状況の中、駐清公使内田康哉の裏からの働きかけで、
グンサンノルブは、ハルハ・ナヤント親王の息子の祺
承武、粛親王の長男憲章らとともに日本に渡った。か
れらは日本政府の支援のもとで、大阪で開かれた第五
回勧業博覧会を見学し、大隈重信らの政治家にも会っ
てモンゴル、中国および世界の状況について討論を交

わしたといわれる29。日本は満蒙に情報員を置きたい、
グンサンノルブは旗の改革のための技術者や教育者を
得たいという両者の思惑があって、教育に強い関心を
寄せていた彼は実践女子学校校長の下田歌子に面会し
た。ここで下田と女子教育の重要性について会談した
ことを契機に、実践女子学校の卒業生で、上海の務本
女子学校に教師として勤めた経験を持つ河原操子を教
師30として自分の旗に招くことになる。
　彼の第二期の改革は日本から戻ってきてから始まっ
た。その内容は次のようなものだった。武備学校（1903

年 7月）と女子学校（1903年 12月）を開き、警察隊
を組織し、王府内に警察局を設置した。王府の西にあ
る八家村に百貨店・三義洋行を開き、王府の東の坯厰
村に工場を創立し、布、石鹸、蝋燭などの日用製品を
製造した。また囲場から王府までの電報線を敷設した。
1905年の冬、王府内に小型の図書館を設立し、崇正
学堂内に報館を設けて石版印刷で「嬰報」という新聞
を刊行した。そのほか、1906年 1月と 4月に 3名の
女子学生（ハラチン右旗王府の重臣の娘の恵貞、保貞、
淑貞）と 5名の男子学生（呉恩和、汪睿昌、伊徳欽、
金永昌、于恒山）を日本に派遣して学ばせた31。さらに、
北京、上海、天津、保定などの都市にも学生を派遣し
技術や軍事などを学ばせた。また奴婢を解放し、古く
からの身分制度を改善した。
　彼は日本から帰った直後に、旗官員を集めて会議を
開き、武備学校と女子学校を開くことについて討論し
たほか、以下のような訓令を公布した。その訓令はいう。

本王訓令：本王は諸官員、諸侯、旗民に知らしめ
る。本王は今回日本に渡り、上は国君から下は庶
民に至るまで彼らが団結し、一心協力しているの
を見てきた。妻は夫を助け、家事につとめ、子供
を育てている。その国では学校が多く、男女老幼
の別なく、入学せぬものはない。各種教育を受け
た彼らはどんな仕事もできる力をもっている。貧
困者数はまことに少ない・・・・・・・もし富強
を求めんとせば、まず学校を創立すべきである。
本王は前年、一学校を創立し、かつすでにその効
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果が現れている・・・・・・本王が古今の各民族、
国家の歴史を鑑みるに、軍事力に頼らずに民族や
国家を保てたものは一つもない、これこそこの二
つの学校を作る決意をしたゆえんである。例えば
光緒十七年、各旗に滞留（寄留）していた漢民の
紅巾之乱（金丹道反乱）によって、モンゴル人は
重大な被害を受けたではないか。当時もし各旗に
精兵数百人もおれば、あのような悲惨な結末にあ
わずにすんでいたであろう。故に、本王が軍学校
を創立する本意は、国家の辺境防衛を強化し、全
旗の安寧を全うするためなのである。本王が思う
に人の子は母親の育ちや教育なくしては大人には
ならぬ・・・・・・民族の振興は民衆の文化水準
を高めることにある、しかして民衆の文化水準向
上は母親の教育の水準に帰するのである。本王が
女子学堂を開く本意と期待はここにある・・・・・・
本王の満腔の熱意を裏切ることないよう、くれぐ
れもこの命令を理解せよ32。

　モンゴル人に対しては民衆の文化水準向上は母親の
教育レベルの水準に帰すると女性の重要性を訴えた。
彼のこの女性教育への認識はモンゴルの歴史文化と社
会における男女のあり方に基づくものであると思われ
る。漢族とは違ってモンゴル社会では女性は比較的地
位が高く、特に母親は家族の財産を管理したり、子供
に対しても教育にも参加したり、日常生活や家庭内の
役割が非常に大きかった。だから彼は民族全体の向上
には女性の教育水準の向上が不可欠だとしたのであろ
う。ハラチン右旗が如何に漢化が進み、自身も漢文化
との馴染みが深かったとはいえ、民族の習性、生活習
慣と社会の特徴を基礎に思考していたことを示してい
る。
　第二期の改革は実務的な内容が中心を為している。
身分制度に関するものがあるのが注目される。彼は日
本から帰ってきた後、身分制度に関する訓令を発布し
た。

鑑みるに、昔から、各国または各民族の社会とい

うものはみな等級制度（身分制度）があった、庶
民を数等に分かち、高位の者は下位の者を極めて
蔑んだ。もしこのような暗黒な制度を続けていく
ならば、その国家とその民族は永遠に崛起できな
いだろう。ゆえに、西洋のイギリス、フランス、
ドイツ、アメリカなどの新興国家は、前後してこ
の老朽化した制度を改革し、いまの列強になった
のである・・・・・・我らモンゴルの各旗に依然
としてこの老朽化した制度が存在しているからこ
そ、ますます無能軟弱になってしまったの
だ・・・・・・貴族か奴隷かと区別するのは情理
にあわない。今の世界は知識と能力をもって貴し
いとなす。そして家柄貴族の出身をもって貴しと
しない。今後本旗のボイト、ヘブド、ジャロチ
（いずれも奴婢の名称）たちをみな平民にあらた
め、彼らの名を紅档案冊（戸籍簿）に登録し、一
般平民と一律平等にし、ただ役所（旗政府）の夫
役のみを負担するだけにする。彼らの中で才能が
ある者も平民と同じ方法で選抜採用する。今後彼
らの子女を永遠に奴婢の身分から解放する。今後
本旗の官員は私と公式に会う時には、おのおの官
職を言えばよい、官職のない平民は名前を言えば
よい、だれであっても本王に対して自分を「ボゴ
ル」（奴才）33と自称してはならない。旗民各位はよ
くこの意を体し、参酌して行うように34。

　彼は貴族か奴隷かと区別するのは情理にあわないと
する。モンゴル社会の弊を指摘し、当時の社会のあり
様についての固化した意識を刺激し、新しい意識へ変
えることを試みた。そして今は知識と能力をもって測
る新時代が到来していることを示した。奴婢を解放し、
身分制を改善し、改革への参加意欲を喚起した。王の
前ではだれもが「ボゴル」と自称させないことで、伝
統的な身分意識を変えようと試みたのである。これら
は当時において、今までの政治体制、社会組織、社会
意識に対する一つの挑戦だったことは間違いないので
ある。
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３．グンサンノルブの改革の挫折

　第一期と二期の改革を比較してみると、第一期は古
い儀礼や悪政を改善し財政管理を整頓することが中心
を為している。彼の改革全体にとって基礎になる部分
であると考えることができる。第二期の改革は、学校
設立、留学生派遣、新聞社や図書館設立など文化教育
事業、軍事、警察などの治安防衛の強化、工場、商店
など経済方面の改革が目立ち、実務的な内容が中心を
なし、実績が高かった。第二期が彼の改革の全体の頂
点をなしている。第二期の実務的改革の多くの実績は
彼の日本訪問と大きく関連していると考えられる。日
本訪問の後に彼が公布した訓令から見ると、彼は日本
訪問を通じて改革の手本を見つけたようである。特に
教育改革の方面において大きな影響を受けたと考えら
れる。もう一つ付け加えたいことは、彼はジャサクに
なる前から日本の明治維新に大きな関心を持っていた
ことである。彼の明治維新への関心はおそらく康有為
らの戊戌変法の影響に根を持つものであると思う。し
かも彼の改革発想も戊戌変法の影響を受けたように思
われる。
　しかし彼の改革は決して順調に進められたわけでな
かった。改革が始まって三、四年経った後、1904年
頃から旗の財政は苦しい状況に陥り、改革に必要な資
金が回らなくなった。そこで彼は学校の費用を維持す
るため、はじめは、王府の骨董や書籍を売り、つぎに
は自分の生活費まで投じたのである35。それでも厳し
く、やむえず、旗官員たちの反対を押し切って、漢人
小作人を招いて押租金（敷金）をとって荒地を開墾さ
せ、目下の財政危機を乗り越えようとした。しかし、
最後にロシア、日本、イギリスなどの外資系の銀行か
ら借金せざるを得なかった。『蒙古紀聞』によると、
これらの借金返済は民国期に彼が蒙蔵院総裁になった
後まで続いたという。1909年、彼は清朝朝廷の命を
受け御前行走として北京に駐在するようになった。彼
が旗を離れると、改革の成果であった、武備学校、女
子学校、工場、商店などが財政難のために次々と姿を
消していった。彼の改革は挫折した。

　実はグンサンノルブの改革は財政困難に直面してい
ただけではなく、旗の官員の中にも、彼の改革に反対
する人がかなりいたのである。ジャクチド・スチン『羅
布桑車珠爾伝略』によると当時管旗ジャンキンだった
アラタンオチルはグンサンノルブと政見を異にし、維
新改革に反対していたと言う。グンサンノルブは維新
を手段として、モンゴルと清朝の復興を図ろうとし、
また外交においては親日政策を採り、ロシアの侵出を
食い止めようとした。アラタンオチルは、ハラチン旗
の権力と権益を維持し、周辺各県（漢人勢力）の抑圧
を受けないようにするのが先決で、ほかの事はその後
に検討すべきだと主張した。学校建設費のために漢人
を招いて、開墾させることは、周辺の府県の漢人行政
の干与を増加させるだけだ、明治維新の経験を借りて、
モンゴルの振興を図り、親日政策を採り、ロシアと抵
抗するというのは事実に合わない空想だ、下手をする
と、両国の勢力争いに巻き込まれ、災いを招くことと
なる、と反対意見を言ったという36。管旗ジャンキン
であるアラタンオチルが改革に反対したということか
ら、グンサンノルブは旗の官員たちの改革への意向を
統合することができなくなり、有力な支持を得ること
ができなかったことが伺えるのである。旗の官員にす
ら完全に伝えることができなかった彼の改革の意志が
旗民にどれぐらい浸透したかは疑問であろう。わたし
はこれこそが彼の改革の挫折の主な原因であると思う。

三、辛亥革命期のグンサンノルブの
　　政治活動

　1911年 10月（宣統三年八月十九日）辛亥革命が勃
発し、12月 1日（宣統三年十月一日）に外モンゴル
が独立を宣言した。1912年 2月 12日清朝皇帝が退位
し、中国における君主制が終焉を告げ、共和制の中華
民国が誕生した。この一連の社会政治変動の中で、内
モンゴルの王公たちはどのような動きを見せたのか。
外モンゴルと一緒になって大モンゴル国を再建しよう
とした王公もいたし、清朝皇帝の退位・共和制に反対
し、内モンゴルも独立するという考えを持った王公も
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いた。その中ではグンサンノルブは極めて慎重な態度
をとっていたことが分かる。外モンゴルにつくのか、
内モンゴル独立を目指すのか、それとも共和制を受け
入れて、中国に残るのか、という三つの選択肢の中か
ら彼はどのような過程を経て、最後に共和制を受け入
れ、中国に留まるようになったのか。この問題につい
て関連資料と当時の内外モンゴルと中国全体の状況を
絡み合わせて検討してみたい。

１、外モンゴルの独立と内モンゴル各旗の
　　動き

　外モンゴルが独立を宣言し、ボグト・ハーン政権が
樹立した直後、ジェブツンダムバ・ホトクトは使者を
派遣して、内モンゴル各旗の王、公に対して独立宣言
を勧誘した。そのとき内モンゴルの王公、活佛の多く
は北京にいた。1911年末、彼らはジェブツンダムバ・
ホトクトからの勧誘文を受け取った。勧誘文の内容は
次のようなものである：

革命党は、満清政府を顚覆してより、国体共和と
なり、種族思想を排減せんが為め、五族一体を宣
言したるも、これらは皆な漢人の籠絡手段にすぎ
ず、他日国基定まるに及べば、排満、排蒙の擧必
ず発し来るべし、本王早く既に此形勢を看取し、
全蒙を統率して独立を首唱し、屯兵積餉已に半歳
に垂んとす、而して一切の行政機関亦た概ね緒に
就き、財政の不足は露国より借款し、以て軍事行
政の二費は均しく充実せり、只恐るるは、汝等が
彼革命の侵吞に帰するの一點に在り、惟ふに古よ
り内外蒙古は皆な一家なり、本王玆に彼革命の侵
略を受くるを坐視するに忍びず、此に於いて各旗
一體に諭告して帰順を勸む、勵精合神、全蒙の強
風を造成し、以て各強と並駕斉馳せんと欲す、是
れ蓋し本王国定の宗旨なり、諸王、公夫れ各々之
を裁せよ37

　ジェブツンダムバ・ホトクトは 1911年の末ごろ内

モンゴルに向かって革命側の「五族共和」のスローガ
ンに惑わされないようにと警告し ,南北モンゴル各旗
の団結を図り、内モンゴルを含む統一した「大モンゴ
ル国」を建てることを呼びかけていたのである。
　外モンゴルの独立が内モンゴルに大きな波紋を投げ
かけ、内モンゴルの各旗の情勢も大きく揺れ始めた。
その時の内モンゴル各旗の動きには次のようなものが
あった：
　第一は、北方（袁世凱）に期待を寄せ、何とか立憲
君主制で革命を止めようとした王公たちである。ハル
ハ親王・ナヤント（御前大臣兼領侍大臣鑲黄旗满洲都
統）、ハラチン王・グンサンノルブ（資政院議員）、ホ
ルチン辅国公・ボディソ（御前大臣兼領侍大臣鑲藍旗
满洲都統）たちの提唱のもとで、まだ革命の帰趨が定
まらない 1911年 12月 24日に北京で「蒙古王公聯合会」
が設立された。その宗旨、会員については、次のよう
に定められていた。「本会は蒙古の気風を開き、政治
を改良し、権利を保ち、全体を連絡し、互いに善隣関
係を結ぶことを主旨となす（第一章・第一条）、本会
はモンゴルのハン、親王、郡王、ベイレ（爵位名、貝
勒）、ベイツ（爵位名、貝子）、公、ジャサク、議員、
および現在職務に当たっているダイジ（台吉、貴族、
チンギス・ハーンの血統の人たち）、タボナン（貴族、
ハーンや皇帝の娘を娶った人たち）、旗員を会員とす
る（第二章・第二条）。総会を北京に置き、モンゴル
各地に支部を置く（第八章・第八条）」38北京の王公た
ちは「蒙古王公聯合会」を成立させると同時に内閣の
袁世凱、南方の議和全権代表の伍廷芳，趙爾巽等に書
簡や電報を送ってモンゴルの特殊性を訴え、自分たち
の権利を強調した。それらの書簡と電報および相手側
の返信と返電の資料の内容を当時の時勢と関連して分
析し、当時の内モンゴルの王公たちの反応と政治態度
を検討してみよう。

宣统三年十一月初七日（1911 年 12 月 26 日）蒙古代

表及び那彦图等の内閣袁世凱に至す函

蒙古代表資政院議員ハルハ新王・ナヤント、ハラ
チン郡王・グンサンノルブ、ハルハ郡王・ドルジ
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パラム、ホルチン輔国公・ボディソ等が宮太保大
臣閣下（袁世凱）に謹んで申し上げます：・・・・・・
我宮太保大臣に指示を聞かずにいられないことは、
今後の和議の局定は、ということです、結局どち
らに帰すれば適切かということです。代表等は
代々北方の砂漠に住み、久しく王靈を浴び、大皇
帝に対しては二心を抱かず、強隣には異志を抱い
ておりません。南方の騒ぎより、隣国が時に乗じ
て日に迫り、岌岌として危険を憂え、日を終える
ことができません。平和を強く望むこと飢渇の如
きであります。側聞しますところ、今のたび唐大
臣（紹儀）が講和のため上海に赴いたところ、南
部中部の士人たちの多くは共和説を持って脅迫し
ているということです。・・・・・・代表等は「自
束髪総角」（髪を結んで上げまきになってより以
来）、・・・・・・それぞれがその地とその民を治
めておりますが、ただその領地と人民を率いて皇
帝の統一を受けているのみで、その他のことを知
りません。近頃、江南各省が次々と独立を唱える
によって、全モンゴルはほとんど強隣に呑み込ま
れんとし、フレー（庫倫）はほとんど異類（ロシ
アの手）に淪もうとしています。故に代表等はひ
どく悲しく恨み、旧観を復するようになることを
期待していますが、もし共和の誘いに従うなら、
代表等はフレーの跡を踏むことになるのではない
かと恐れます。・・・・・・且つこれより前のフレー
が独立を宣言した理由は、大皇帝に叛いたのでは
なく、また、共和の意味が何であるかを深く理解
しなかったからであります。実は、民主に改める
という訛伝によって、一尊によって統べられる効
を失うのを恐れたからであります。内外モンゴル
の各盟旗は従来から悪政によって苦しめられ、騒
ぎが起きたと時々聞かれるようになっておりま
す。・・・・・・この故に、朝廷がモンゴルを優
待するといっても、理藩部員と疆吏たちはモンゴ
ル部に苛政を執行していることは特殊なことでは
ありません。今回のフレーの変に対して、代表等
は勧告したいとおもいますが、証拠がないため、

言っても聞いてくれないでありましょう。理藩部
に諮問したいことは、該部（理藩部）及び各将軍
大臣等は蒙古各盟旗に対して、立憲君主政体に合
わない者を、先に取り除き、また従来の積弊をつ
ぎつぎと清めることであります・・・・・つまり
期待するのは、感情をつなぎ合わせ、親密な関係
を築き、その後蒙古各盟旗に責任を持って、自ら
真剣に各項の政務を整理させ、朝廷のモンゴル藩
への優待を深く知らせることであります・・・（以
下省略）・・・宣統三年十一月初七（1911年 12

月 26日）39

　モンゴル王公たちはまず、かれらの清朝皇帝に対す
る忠誠心とモンゴルの特殊性を強調し、共和制への反
対の態度を示している。次に、北方諸省がもし共和制
を受け入れたら、内モンゴルが外モンゴルと同じく独
立或いは異類（ロシア）の手に入る恐れがあると警告
している。また、外モンゴルが独立を宣言したのは決
して皇帝に背いたのではなく、実は共和の意味を深く
理解していないゆえ、不安と恐れを抱いたからである
と述べている。最後に自分たちの望むことは、モンゴ
ルにおける「苛政」を改め、君主制を保ったうえで、
モンゴル人に自治をおこなわせることだと主張した。
反共和制（南方の言う共和制への反対）は当時のモン
ゴル王公たち（少なくとも北京にいた王公たち）の間
では主流なる政治態度だった。
　かれらは南方の議和全権代表の伍廷芳にも電報を
送った。その原文は知られていないが、これに対する
伍廷芳の返電は次の通りである。

伍廷芳の返電：

内蒙古六盟四十九旗トシェト王、ダルハン王、ジョ
リクト王、外蒙古ハルハ四部落八十六旗トシェト・
ハン、スチン・ハン、ジャサクトハン、サインノ
ヤン・ハン等のご覧を願う：
軍民が蜂起した目的は、漢満蒙回蔵が聯合して一
つの共和国を作ることであります。この事は決し
て漢人だけの私利私欲ばかりを考えたものではな
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く、満蒙回蔵がそろって専制奴僕の苦しみから抜
け出し、共和兄弟の喜びを享有することです。こ
れは満人にとっても大きな利益があります。すな
わち、現在満人には商業の自由がないなどの欠点
がありますが、将来の民国にはこのような制度は
あってはなりません。蒙古において、もし苛政を
無くし、同権を享有することできたら、その利益
は言うまでもないものでありましょう。故に、共
和というのは、漢人だけに利益があることではな
く、漢満蒙回蔵にも同様に利益があるのです。今
日なぜ諸王公は専制の満清政権を擁護し、共和制
の民国に賛成しないのでしょうか、これが本代表
の理解できないところであります。北京である人
が流言を散布していると聞きました、言うのは、
民軍の持っている民族主義は狭いものだと、これ
を聞いて諸王公が懸念をされているのだと思いま
す。本代表の聞いたところによると、民国が成立
したら、満漢蒙回蔵は一律平等になることは疑い
なく確実です。満漢蒙回蔵の本来の王公爵位と俸
禄及び旗丁口糧などについては、必ず相当する位
置を謀り、決してのけものにしません。且つ国民
同権であり、将来の大総統（選挙）には満漢蒙回
蔵の人がみな推薦されることができますし、政治
上の権利は絶対に偏りません。これらは、本代表
が勇気を持って諸王公にはっきりと告げえること
であります。共に人道を支え、共に中国を守るこ
とが光栄です、浮言に惑わされず、互いに疑いを
持たないことを強く望みます。民国講和全権代表。
鹽。（1912年 1月 14日）40

　伍廷芳の返電の内容から見ると、「蒙古聯合会の伍
宛電文」の主な内容はおそらく、共和制と「五族共和」
への不信感を述べ、狭い民族主義だという非難をし、
君主制を擁護し、共和制への反対の意を表明し、王公
たちの権利を強調した内容だったと推測されるのであ
る。
　その後、清帝退位が決まった後の 1912年 2月 17日
の「蒙古王公聯合会致趙爾巽等電」は、「我が国は天

の助けを受け、公（袁世凱）の力に頼り、共和が確定
しました。現在大局が大体定まりました・・・・・・
今各所に通電し、本会は全蒙古を代表して、公（袁世
凱）を統一政府の臨時大総統に推挙します」41と述べ、
袁世凱を統一政府の大総統に勧め、共和を受け入れる
態度を表明した。こうして共和制を堅く拒んでいた蒙
古王公たちであるが、時局が共和に確定した以上、自
分たちの権利を守るため、共和制を受け入れたという
ことがわかる。
　第二は、独立、蒙古統一を目指して蜂起の行動をとっ
た王公たちである。フルン・ボイルの総官勝福とホル
チン右翼前旗ジャサク郡王・オタイが武装蜂起を起こ
した。まず 1912年 1月 14日（宣統三年十一月二十六
日）にフルン・ボイルが外モンゴルと一緒になって独
立することを宣告した42。その次にホルチン右翼前旗
のジャサク・オタイが旗の内部と隣接の旗の王公と会
議を開き、ボクト・ハーン政権への合流を呼びかけ、
兵隊を整備して武装蜂起を起こし、ボクト・ハーン政
権に服する準備を進め、1912年 8月 20日に独立を宣
言した43。しかし、オタイの呼びかけに応えて武装蜂
起を起こしたのはホルチン右翼後旗のジャサク・輔国
公ラーシミンジュルだけだった。両方ともすぐに東三
省当局の呉俊昇の軍によって鎮圧された。その後オタ
イは外モンゴルに逃れてボクト・ハーン政権の官職に
ついたが、1915年に、中、露、蒙間のキャフタ協定
が結ばれ、外モンゴルの独立が取り消されて、フレー
にいた内モンゴル人が内モンゴルに帰還することが許
されるようになった。そして、同年の冬にオタイも北
京に戻ってきた。袁世凱は彼の爵位とジャサクを回復
させた。かれは 1918年に自分の旗に戻り、1920年に
北京で亡くなった。
　第三は、共和制拒否をつらぬくため外部勢力と連携
しようとした王公たちである。ホルチン左翼前旗のビ
ント王・ゴンチョクソルンの提唱のもとで、一部の王
公たちが北京で秘密会議を開き、今後の内モンゴルの
政治について意見を交わした。この会議においてビン
ト王は参加者にジェブツンダムバ・ホトクトとの呼び
かけに呼応するように勧めた。彼はまた「まずジリム
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盟で武装蜂起を起こし、北のフルンボイルと連携し、
西の各盟と結合した上、外モンゴルと統一し、独立し
たモンゴル王国を建てる計画を提案した。この提案に
参加者全員賛成を表明した」44という。その後彼はグン
サンノルブとともに、ロシアと日本に援助を求めたが、
ロシアは二人に対して内モンゴルに対する物質的な援
助を拒否する態度を表明した。日本からの援助の計画
もうまくいかなかった。1912年に袁世凱が大総統に
なった後、彼はフレーに行きボクド・ハーン政権の副
総理大臣となった。1915年の春にフレーで亡くなっ
た。彼は共和制拒否を貫いたのである。ではグンサン
ノルブはこうした中でどのような政治的スタンスを
とったのだろうか。

２、御前会議におけるグンサンノルブの
　　政治主張

　1911年 10月武昌武装蜂起がおこり、革命軍の勢力
が強まり、南方の各省は次々と独立を宣言した。北方
の外モンゴルも 12月 1日に独立を宣言した。清朝側
の兵権を握る袁世凱もこの頃革命派と妥協し、南北講
和の態度を示し、袁は皇帝が退位して、共和制を受け
入れるように清朝側に圧力をかけた。存亡の危機に直
面した朝廷は皇帝退位の件をめぐっての数回に渡って
皇太后を中心に御前会議を開いた。会議には皇族たる
満州族親貴およびハルハ親王・ナヤント、ハラチン郡
王・グンサンノルブらモンゴル人も参加した。1912

年 1月 17日の会議では、慶親王は皇帝退位の外に皇
室を保全する策はないと述べた。これに対してモンゴ
ルのハルハ親王・ナヤントが帝政維持を主張し、ほか
のモンゴル王公もこの意見に賛成して強硬な意見を述
べ、遂に慶親王と激論を闘わした45、と伝えられている。
同年 1月 19日の御前会議状況について「同月十九日
の御前会議には内閣から趙秉钧、粱士詒、胡惟德三人
が出席し、内閣は反復協議の上、南京臨時政府も北京
政府も帝位も悉く同時に之を廃して天津に臨時統一政
府を設け、これによって時局の収捨を図るに決したと
報告したが、これに対して蒙古王族中の新知識として

推されたるハラチン王が一矢を放ち、北京政府並びに
皇帝を廃して設立する臨時政府なるものは性質甚だ不
明瞭である。これは君主民主の問題を解決するもので
あらずして、初めから共和政体を採用せんとするもの
であらうと攻撃し、恭親王も之に和して反対の気焔を
揚げた」46という記録がある。このようにグンサンノ
ルブは清帝退位の最後まで皇帝退位と共和制に反対し
た。

３、日本からの借款と川島浪速との間の密約

　グンサンノルブは清朝皇帝の退位の直前まで、蒙古
王公聯合会を通じて、袁世凱内閣および南方代表伍廷
芳らに電文を送り、共和制反対とモンゴルの特殊性を
訴え、同時に日本の勢力と連携して内モンゴル独立の
計画を進めていた。1912年 1月下旬ごろは清朝皇帝
の退位はほぼ避けられないものになっていた。曾田勉
『川島浪速翁』によれば、この時共和制と皇帝退位に
反対していたグンサンノルブは「元来、蒙古は支那の
一部ではない。唯清朝の正朔を奉じて来た為に、清朝
には深く恩を受けているが、蒙古は断じて支那の国家
そのものとは何等の関係を持つものではない。況や、
清朝が亡びている現今、蒙古は当然支那と関係なくし
て独立すべきである。だが、蒙古は不幸にも実力を持っ
ていない。此際日本の指示援助によって独立の實を挙
げなければならない」47という考えを持っていたとい
う。このような考えの下で彼の活動は内モンゴル独立
という方向へと転換した。ちょうどこの時期、川島浪
速が粛親王を援助して満蒙独立の計画をたてていた、
川島はモンゴルの兵力を求めていた、一方グンサンノ
ルブは兵を挙げるにための資金と武器を必要としてい
た。このような状況の下で、1912年 1月 29日（宣統
三年十二月十一日）、二人は「内蒙古を聯合して一の
強固なる團体を為し、一は蒙古が利益を自衛し、一は
大清皇位の存立を援護するを目的とす」48などの十条か
らなる密約を結んだ。他に「参謀本部宛川島発電文」（第
六四号・明治四五年一月三十日電文）49によるとグン
サンノルブはジョソト盟五旗管内の鉱山全部を抵当と
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し日本から二十万円の借款をしたことが明らかである。
　上のような密約を結び借款に成功したあと、グンサ
ンノルブと川島は二人の間の密約に基づき計画通りに
それぞれ実際に行動し始めた。その時、1912年 2月
ころに日本陸軍の高山公通大佐が北京に派遣されてき
た。この機会に乗じて川島は高山に、内モンゴルに資
金と武器の援助を与え、モンゴル人の自衛を援助する
ことによって、日本の内モンゴルにおける勢力を固め
ることを謀る計画を語って同意を得た。そこで高山大
佐は多賀宗之少佐と松井清助大尉二人に川島の蒙古活
動を援助する任務を与えた。このほか木村直人もこの
活動に参加した。そして、1912年 3月 6日松井はハ
ラチン王を伴い、木村はバーリン王・ジャガルを伴
い北京を離れて蒙古に向かった。多賀は武器を調達
し、満州において松井に交付し、武器が蒙古に到着次
第、蒙古義軍を起こす計画だった。ハラチンに入った
松井は計画通りに若干の蒙古兵を率いて公主嶺に着き、
多賀から武器を受け取ったが、モンゴルに運ぶ途中で
奉天将軍赵爾巽に探知された。そして赵爾巽は当時鄭
家屯に駐屯していた統領呉俊昇に蒙古への武器運送を
阻止せよという命令を下した。その結果、武器運送は
呉の軍隊の攻撃によって阻止された。結局、武器運送
は日本人 13名、モンゴル人 9名、中国人約 30名の死
者を出し挫折した。これは 1912年 6月上旬ごろのこ
とであった。

４、グンサンノルブの内モンゴル独立活動
　　とその挫折

　グンサンノルブの内モンゴル独立の計画及び川島浪
速との密約を結んだことは当時北京にいた多くのモン
ゴル人の王公、学生、政府官員たちの意志と支持の下
で行われたものである。このことについては、1906

年にグンサンノルブが日本に派遣した 5人の男子学生
の内の一人で、のちに内モンゴル人民革命党の創立者
の一人になった呉恩和（エンヘブリン）50の「辛亥革命
時期回憶録」がこう記している。

辛亥革命の時期、私はちょうど日本千葉医学大学
に留学していた。当時中国の学生はこの学校に数
十人いた、皆が救護隊を組織し、第一線に奉仕す
るため武漢に行き、病気や負傷した戦士の救護仕
事に参加した。ところで、私はモンゴル民族の独
立活動が気にかかり、この組織に参加せず、東京
に行き、東京農科大学に留学していた本旗51の学
生伊德欽、金永昌52を訪ね、一緒に帰国して、上
海に行って、南洋公学53の学生だった楊時秀、汪
長春、于啓明と 務本女子学校の学生だった呉秀
貞、葉婉貞と連絡し、彼ら五人が前後続々と旗に
帰り、皆で一緒に独立運動を行う約束を決めた。
私が北京に到着して、北京のハラチン王府に住み、
いつもハラチン王グンサンノルブと日本東京の振
武学堂に留学したことがある新疆トルフート王・
パルタなどの王公及び北京に居住していたハラチ
ン左旗の許長春、李芳、ハラチン右旗の于光昌54、 
汪翔斎、于捷三55、張献廷56、北京測量学校に留学
していた呉绍元、于翰章、 贵胄学堂学生だった諾
林沛勒、阿拉他、 巴克塔木吉（漢名霍岳南）など
の人たちと会議を開き時事情勢［原文：時間問題］
を討論していた。時には、西苑に行ってハラチン
から募集されてきた数百人の満州清朝の禁衛軍戦
士57たちと連絡を取っていた。こうして北京に二ヶ
月住み、北京駐在の王公と知識分子界と連絡を取
り、内モンゴルの独立自主問題を討論した。最後
に全員一致して同意した。唯一の困難は武器購入
に必要な資金調達の問題でした。皆の推挙によっ
てハラチン王・グンサンノルブが資金調達の問題
を解決する方法を考えることを担当することに
なった58。

　上の記述からは以下の二点を読み取ることができる。
先ず、内モンゴル独立の動きは北京にいた人士たちの
間では清朝が崩壊する前の段階で既に固まっていた。
ということは、グンサンノルブは御前会議で表向き清
朝皇帝の退位に反対しながら、もし事態が退位という
ことになったときの内モンゴル人の出口を探っていた
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ことになる。次に、川島との密約は決して彼の個人的
な動きではなく、当時北京にいた王公や、官員、学生
を含む各界のモンゴル人たちの同意と支持の下で踏み
出した動きであったことである。北京にいたモンゴル
人たちの支持は彼の内モンゴル独立計画の精神的な後
ろ盾になっていたと思われる。
　密約を結んだ後、川島は約束通りに武器運びの活動
を着々と進めていた。一方、グンサンノルブも川島と
交わした約束の通り、ハラチンに戻って来てすぐに内
モンゴル各旗の連携を図り、まず、自分の旗の官員と
要人たちを集めて会議を開いた。次に、ジョソト、
ジョーオダ両盟とジリム盟の近隣各旗の王公、官員た
ちをオラーンハダ（赤峰）に集めて会議（以下オラー
ンハダ会議と称する）を開き、当面の時局にどのよう
に対応するか、内モンゴルの将来について討論した。
呉恩和・邢复礼の「喀喇沁王貢桑諾而布」59によれば、
彼は帰ってきた直後、旗内の官員たちを集めて秘密会
議を開き内モンゴル独立の計画と主張を表明して、次
のように述べたという。「この数年間における学校設
立、軍隊訓練、実業振興これらはモンゴルの独立のた
めの準備であった。現在清朝が亡び、民国が成立した
ばかりで、外モンゴルは独立した、ちょうど我らが行
動を起こす良い機会である。もしこれ以上引き延ばし
たら、今までの努力がすべて無駄になる。日本の泰平
会社から購入した銃器と弾薬がすぐ輸送されてくる、
直ちに人員を派遣して受け取る必要がある、あなたた
ちが十分に考えることを願う」60と。だが、会場全体
が沈黙に包まれて、参加者は誰も発言しなかったとい
う。さらに、会議後、「誰かが王のために武器の件を
処理しにいったら、我々は密に人を派遣して茅金壩で
追い剥ぎして殺す」61という噂まで広まっていたと書
いている。
　このように今回の会議は何の結論も出せずに終わっ
たということ。つまり彼の内モンゴル独立の主張は自
分の旗の支持を得ることができなかったということで
ある。
　グンサンノルブは自分の旗で討議した後、オラーン
ハダ会議を開いた。札奇斯钦の『羅布桑車珠而伝略』

によると、会議は 1912年の春（おそらく 4月中旬～
5月中旬だと推定される）、オラーンハダで行われた。
参加者は、ハラチン右旗から、グンサンノルブ、善坤
（粛親王善耆の妹、グンサンノルブの妻）、旗協力・シ
リサラ62、管旗副ジャンキン・ラーマジャブ63、エンヘ
ブリン（漢名呉恩和）、ノミンビリグ（漢名：金永昌）
ロブサンチョイジル（漢名：于光昌）らが出席した。ジョ
ソト盟のほかの旗からジャサク王自身が出席した旗も
あれば、旗の高級官員を派遣した旗もあった。しかし、
ジョソト盟長のトメト左旗ザサク郡王・スルンナムジ
ルワンボは出席しなかった。ジョーオダ盟からは、バー
リン右旗ザサク郡王・ジャガル、ナイマン旗ザサク郡
王・ソジクバートル、ヘシクテン旗の管旗ジャンキン・
楽山らが参加したと書いてある。会議で討論された主
な内容は次の三点であった、①内モンゴルはどうした
ら独立できるか。②外モンゴル・フレー新政権と合流
することの可否、と同時に内モンゴルの独自の地位を
維持すること。③どのようにして外部の援助と武器を
獲得するか、であった。しかし、「参加者の意見はま
ちまちで、甚だしきはグンサンノルブと善坤でさえ同
じではなかった。グンサンノルブはモンゴルあるいは
内モンゴルの独立を目的とし、善坤はモンゴル各旗の
団結した力を借りて清朝の復活を支持しようとし
た。・・・［中略］・・・内モンゴル独立の問題について、
みんなの意見の程合いがそれぞれ違っていた。その中
の多数は傍観的な態度をとった。本旗（ハラチン右旗
――筆者）のシリサラとラーマジャブの二人は、本旗
は北京に非常に近い故、脅かされやすい、だから慎重
に行動すべきである、積極的過ぎては行けないという
考えを持っていた。日本が提供した武器の運送の件を
エンヘブリンとノミンビリグに秘密に行うようにと任
せた。参加者たちはこの件について非常に重視してい
た。参加者の多数がもし武器が到着したら、行動を起
こしてもよい、もし成功しなかったら、すべてが討論
するにも至らないと考えていた。・・・［中略］・・・
独立を宣言して間もなくのフレーに対して、大半の人
は傍観の態度を示した、その原因は詳細な状況を知ら
なかったからであった64。
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　以上の文章を整理すると、まず、自旗ハラチン右旗
の協力・シリサラと管旗副ジャンキン・ラーマジャブ
二人の慎重な態度は、グンサンノルブに大きな衝撃を
与えた。次に、日本からの武器購入が成功するかどう
かは、今回、独立行動を起こすかどうかに決定的な意
味を持っていたことがわかる。オラーンハダ会議に参
加した人たちの内モンゴル独立問題に関する慎重な態
度は、北京脱出前の在京のモンゴル人士たちとの会議
や討論を通して固まっていたグンサンノルブの内モン
ゴル独立の意志を大きく揺るがしたに違いない。しか
も、自分の旗の有力な者たちの支持を得なかったこと
は、グンサンノルブの意志を揺るがした最大の要因
だったと考えられる。オラーンハダ会議においても参
加者たちの間で独立へ向けての行動がなかったのは明
らかである。
　会議の後、グンサンノルブはロブサンチョイジルを
フレーに派遣し、ボクド・ハーン政権の状況を調査さ
せることにした。ロブサンチョイジルはフレーに着い
た後、ボクド・ハーン政権の内務部司官であった内モ
ンゴルハラチン右翼出身の海元（ハイサン）に会った。
海元（ハイサン）の積極的な働きで、ロブサンチョイ
ジルはガンダン寺に行ってジェブツンダムバ・ホトク
トに会うことができた。彼はジェブツンダムバ・ホト
クトと数回会うことを通して、政教一致したボクト・
ハーン政権に失望し、ジェブツンダムバ・ホトクトか
らの、ハラチン王・グンサンノルブを内モンゴル
四十九旗の王に封じるという詔書を謝絶して、内モン
ゴルに帰ってきた。その時グンサンノルブは彼の判断
を高く評価したと言われている65。
　ロブサンチョイジルのボクト・ハーン政権に失望し
た理由についてスチン（札奇斯钦）はこう書いている、
「父はこう話していた、（自分は）もともと熱い希望を
持っていた、しかし、謁見したその途端とても失望し
た。第一に、ハーンの位についた法師は視力が非常に
悪くて、反応も遅い、時には話の取り次ぎを彼の［ハ
トン］（皇妃）に依頼して行う時もあった。（この状況
を見て）父はこの様でどうやって国政を処理できよう
か、と深く感じた。次に、ジェブツンダムバ・ホトク

トは大宗師でありながらなぜ戒律を破って、結婚して
いる女性と同居し、さらに、彼女のことを公然と［ハ
トン］（皇妃）と称しているのか。・・・［中略］・・・
このような情勢はどうして長続きできようか、・・・［中
略］・・・雑談の中で、一部の人はこの高僧ハーンの
教戒を超えた行為に対して相当不満を抱いていたこと
を発見した」。
　1912年 4月、北京で政権の座についた袁世凱は、
内モンゴル王公の分離傾向を阻止し、内モンゴル全域
を支配下におくため、「勘導」政策を基本原則とした
多方面的な対モンゴル政策を実施しはじめた66。1912

年 8月 19日に中華民国北京政府は蒙古待遇条例を発
布し、モンゴルの王公に対し籠絡策を取った。例えば、
愛親覚羅・毓運は、「端郡王（載漪）の言うところでは、
民国成立の前に、袁世凱は内蒙古の実力派と関係を
作って手をつなぐために、ひそかに塔王に書信をよこ
して、民国新政府が成立したのちには、新政府の中に
蒙蔵院をつくるつもりですので、重要な職務で力に
なってもらいたい、と言ってきた」67という。塔王は、
内モンゴル西部、寧夏にある阿拉善の羅王〔多羅特色
楞〕の息子のことで、満州人宗室の載漪の福晋〔妻〕
が羅王の妹だった。ということは、グンサンノルブに
も、同じように、民国成立後に蒙蔵院を作るから、そ
こで重要な役目を果たしてもらいたいなどの誘いが、
袁世凱からあったという傍証になるだろう。このよう
な事情の下で、ボグト・ハーン政権の状況を探知に行っ
たロブサンチョイジルがまだ戻ってくる前だったが、
グンサンノルブは 9月 9日に袁世凱の要請に応じて蒙
蔵事務局の総裁に就任した68。
　内モンゴルの連携を図った一連の会議が合意に至ら
なかったこと、ボクド・ハーン政権に対する失望、日
本からの武器運送の失敗、これら重なってグンサンノ
ルブは非常に悲観的になり、情勢転換の見通しがなく
なった。グンサンノルブの内モンゴル独立への計画が
挫折した主な原因は、自分の旗の内部の支持さえ得る
ことができなかったこと、内モンゴルの王公たちの連
携に至らなかったことであると考えられる。つまり客
観的な面からいえば、内モンゴルの各旗の独立の気運
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が成熟していなかったこと、独立への条件を持ってい
なかったことである。主体的な面では、グンサンノル
ブの思想力、政治力が果断でなく、政治指導者として
の資質に弱点があったことであろう。
　前述したように、同じ時期にジャサク王オタイがボ
クド・ハーン政権への合流を表明して、独立を宣言し
武装蜂起を起こした。しかしすぐに中国軍に鎮圧され
たが、日本からの武器輸送の失敗とオタイの武装蜂起
の失敗を経て、グンサンノルブは主動権を失い、受身
的な立場におかれるようになった。北京政権の内モン
ゴルに対する警戒が強まり、これを懐柔する策を袁世
凱はとった。ここにグンサンノルブは屈せざるをえな
かった。
　以上のことを整理すると、グンサンノルブは辛亥革
命が勃発し、外モンゴルが独立を宣言した時、外モン
ゴルと内モンゴルの情勢の違いを認識していたので、
非常に慎重な態度を示し、君主制を維持し、反共和制
の政治的態度を採っていたが、清朝が亡びた後、満州
人の政権がなくなった以上、モンゴルは中国（中華民
国）といかなる関係もないから、「内モンゴルが独立
する」のは当然だと主張した。しかし、モンゴルは実
力が足りなかったため、外部の援助を求めた。一時は
外モンゴルとの合流まで考えたが、外モンゴルも独立
したとはいえ、新政権自体が脆い上、ロシアの勢力の
下にあったから、グンサンノルブの目指していた独立
とは違うものだった。彼は日本の援助の下で内モンゴ
ルの独立を計画したが、それも結局挫折した。この動
きは日本側からは「満蒙独立運動」と称され、多くの
研究があるが69、ここではグンサンノルブ側からのみ
見た。こうして、彼に残った道はもはや断固反対して
いた共和制の中華民国に留まることしかなかったので
ある。

小　結

　グンサンノルブは 1912年 9月から 1928年 6月まで、
蒙蔵院総裁の任にあったが、蒙蔵院総裁というのは実
権のない名義上の官職であって、彼は北京政府の注意

を引くほどの政治活動を起こしていない。しかし彼は
「蒙古王公聯合会」においてハルハ親王・ナヤントと
並んでリーダーの役割を果たしていたことから知れる
ように、相当の威信をもっていたし、北京にいた新知
識人の間でも影響力を持っていた。この時期における
大きな成果といえば 1913年に北京蒙蔵学校を成立さ
せたことである。1914年 3月に蒙蔵学校は予備班を
開いた。3月 8日に行われたその始業式に出席したと
きの演説で、彼は次のように話した。「昔チンギス・ハー
ンは遺訓の中で『子弟に忠告せよ、本（根）を忘れる
なと。綺麗な服を着て、美味しい物を食べ、良馬に乗
り、美しい女性を抱いたら、我等の開創の苦労を忘れ
てしまう、そのようなことをさせるな』と、また曰っ
た：『先祖の土地を守り、先代の風俗を守り、それら
を廃止や崩壊させてはならない』と。この言葉は普通
にある話であるが、実に不滅の真理である。諸君も共
にこの言葉の意味を深く理解し、千里から一堂に集ま
り、日々修練を重ねながら前へ進み、お互いに仲良く
接し、勤勉さを持って励ましあい、人材となり、国の
必要に備えることを願う、拙者（わたし）は諸君に強
く期待します」70グンサンノルブはチンギス・ハーン
の遺訓を借りて若学生たちに「本を忘れるな」と警戒
を鳴らし、「祖先の土地と伝統を守り続けること」を
呼びかけ、団結して励みあい、人材になることを願い、
自分の希望を託した。彼の演説は当時の厳しい状況に
置かれていた内モンゴルの学生たちに強い民族意識を
感じさせたに違いない。しかし、1919年以降、この
学校の学生たちは、彼がこの学校に託した希望とは裏
腹に、「五・四」運動時期の民主、自由、反伝統、反
封建の思想潮流の影響を受けて、モンゴル人学生の中
に反王公制度の思想が急速に広がっていった。このよ
うな思想は 1923年頃から実践行動に移りはじめ、終
に内モンゴルの社会の新旧両派の分岐と対立を生じさ
せたのである。1925年の春に張家口で内モンゴル人
民革命党が設立され、新旧両派の対立がさらに激しく
なった。それに伴い、北京にいた王公たちの間でも対
立が生じたのである。一部の保守的な王公は革新的な
思想を持つグンサンノルブに不満を抱き、王公たちが
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若い世代の新政治勢力の闘争対象にされるようになっ
た原因は、グンサンノルブの初期の改革と北京蒙蔵学
校を創立したことにあるのだ、と攻撃し始めたのであ
る。そして、グンサンノルブは新旧両派、どちらにも
批判される厳しい立場におかれるようになった。この
ような状況が続く中、1928年国民党が北伐を終え、6

月 8日に南京国民政府は、修正した蒙蔵委員会組織法
を公布し、蒙蔵院の名称を蒙蔵委員会と改め、総裁制
を委員会制に改めた。その後、南京の蒙蔵委員会から
李鳳岡と于蘭澤（バヤンタイ）が派遣されてきて、北

京蒙蔵院の職務と財産を引きついだのである71。その
後、1930年 12月にグンサンノルブは蒙蔵学校の校長
に就任したが、1931年 1月に北京で亡くなった。
　グンサンノルブは王公として自ら改革を行い、民族
の振興を図ったが、いかに開明的な人物であったとは
言え、古い王公としての限界を乗り越えることはでき
なかったのである。そして、辛亥革命期に民族の独立
のために努力したが、夢を成し遂げえず無念な一生を
送った。それは彼のみではない、近代内モンゴルの王
公たちの共通の運命であったのであろう。

注：
 1　「グンサンノルブ」の表記については、｢グンセンノルブ｣ だともいわれるが、本稿では研究史上通用され
てきた「グンサンノルブ」を使用する。

 2　『アジア地域文化研究』　第七期　（2011.3）。
 3　中華民国建国史討論集編集委員会編『中華民国建国史討論集』第二冊　［台北］　 1981年所収。作者のジャ
クチド・スチンは、漢語名于宝衡，内モンゴルハラチン右旗出身、父の代に北京に移住した。彼は台湾に
渡り蒙古史の学者として著名。1972年にアメリカの Brigham Young Universityの教授として招かれ、現在
在米。

 4　『内陸アジア・西アジアの社会と文化』　出川出版社　1983所収。
 5　モンゴル研究所編　『近代内モンゴル東部の変容』　2007、所収。バイルダクチは、内モンゴル大学教授、
早稲田大学モンゴル研究所客員研究員。

 6　一宮操子『蒙古土産』、ゆまに書房、平成 6年、55～ 56頁。本書は明治 42年に「実業の日本社」から発
行された本の再版。本書には著者が蒙古にいた時代のことを回顧して昭和 18年に新に執筆した序論がつ
いている。

 7　センゲリンチン（僧格林沁、1811年－1865年）、モンゴル人。 内モンゴルのホルチン左翼後旗親王。
 8　1891年にオーハン旗で起きた移住漢人農民による反乱で、内モンゴルのジョソト、ジョーオダ両盟に大
きな被害を及ぼした。指導者は楊悦春という山東からの移住者の宗教指導者。金丹道は青蓮教、八卦教等
の民間宗教団体に近いものだった（佐藤公彦「一八九一年の熱河の金丹道蜂起」、『清末のキリスト教と国
際関係』、汲古書院、2010、所収、を参照）。ボルジギン・ブレンサイン（布仁賽音）『近代におけるモン
ゴル人農耕村落の形成』（風間書房　2003.3　185頁）は、金丹道反乱の及ぼした影響について、「18世紀
末から 19世紀にかけて内モンゴル東部で起きたもっとも大きな出来事であり、農耕地帯と化したジョス
ト盟などの南部の農耕になれたモンゴル人の移住によって、興安嶺東南麓のモンゴル人居住地域全体にお
けるモンゴル人の農耕化に拍車をかけた大きな事件であった」と金丹道と反乱後の農耕地拡大化を指摘し
ている。

 9　汪国鈞著　玛希 徐世明校注　『蒙古紀聞』（原文は 1918年に書かれている）、内蒙古人民出版社  2006.9　
1-2頁。

10　前掲　汪国鈞 19頁。
11　邢亦尘編『清季蒙古実録』（下）内蒙古社会科学院蒙古史研究所　1981年　232頁。
12　前掲　汪国鈞 209頁。
13　前掲　汪国鈞 210頁
14　前掲　汪国鈞「查禁練拳之户，罰令修理街道衛子墙及栅欄門等」　210頁。
15　前掲　『清季蒙古実録』（下）　1981年　302頁。
16　前掲　汪国鈞 136頁。
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17　官職の名、旗ジャサク王の補佐官、通常は平民出身の人が担当した。
18　前掲　汪国鈞 137頁。
19　矢野仁一　『近代蒙古史研究』　弘文堂書房　1917年　260頁。
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時の私設外交官であり、同時に重要な軍事上の秘密通信者であった」。

31　横田素子「1906年におけるモンゴル人学生の日本留学」、和光大学総合文化研究所年報『東西南北』　
2009、参照。モンゴル名は、呉恩和（エンヘブリン）、汪睿昌（テムゲト）、伊徳欽（ダチン）、金永昌（ノ
ミンビリゲ）である。

32　前掲『 内蒙古近現代王公録』21頁。
33　満州人は清朝皇帝に対して「ヌツァイ（わたくしめ）」と称し、漢人は「臣」某々と称した。モンゴル人は「奴

才（ヌツァイ）」のモンゴル語「ボゴル」と称した。これを旗の王公にも用いた。
34　前掲『内蒙古近現代王公録』23頁。
35　内蒙古教育志編委会編『内蒙古教育史志資料（第二輯）』、内蒙古大学出版社出版、1995年。212－215頁、
中国第一歴史档案館理藩院，蒙旗類，301巻。

36　ジャクチド・スチン『羅布桑車珠爾略』　内蒙古人民出版社　2007、34-35頁。
37　柏原孝久、浜田純一　『蒙古地誌』（上）　富山房発行　1540頁
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について「宗旨には共和制や [独立 ]に対しての言及はない。しかし、十二月二十四日の成立大会の際に
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王ナヤントを会長とする、②立憲君主制に賛同すること、③内閣宛てに、共和制になればモンゴル全体は
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39　故宮档案館　「軍機處函件档」・「蒙古起義清方档案」、（中国史学会編　『辛亥革命』（七）298頁、所収）
原文最後に蒙古代表 24人の名前が載っている。
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40　郭孝成 「蒙古独立記」、中国史学会編 『辛亥革命』（七）291頁。　
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48　前掲『東亜先覚志士記伝』326頁
49　同上　146頁
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54　モンゴル名ロブサンチョイジル（1866～ 1944）9歳で僧侶になり、40歳のときに還俗した。ハラチン右
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55　ハラチン王府の総管。
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