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訓政制度設計をめぐる蔣介石 胡漢民対立
党と政府 集権と分権

岩谷　將

Ⅰ　問題の所在

1928年 6月の北伐完了を受け、中国国民党は軍事的な統一を目指す軍政期を終え、新た

に訓政期へと移行した。訓政とは軍事的統一から憲政実施に至る過渡的な段階として孫文

により提示された統治形態である。その目的は政治的に未熟な民衆に代わって、本来民衆

の権利である政治的諸権利を党が行使して政権を運営しつつ、この間を利用して民衆に政

治的諸権利を習熟させ、訓導することにある1)。そして、民衆の政治的諸権利の訓練は地

方自治の推進を通じて行われる。自治の展開にあたっては、政府が地方自治に必要な諸条

件を整備し、党が自治の意義を宣伝するとともに民衆の訓練を行うと規定されていた。こ

のように、訓政の成否は党と政府の協力如何にかかっていた。

当該時期の党と政府の関係は、党政間の役割分担の明確化によって党政分離の関係に

あったが、脆弱な地方党部組織や地方軍事指導者による支配領域の存在などにより党政間

の紛糾が生じていた（西村、2004）。この点について、王奇生は「国民党中央は地方政治を

地方政府に掌握させる傾向にあったため、地方政治の重心は党ではなく政府にあった。地

方党部は副次的で取るに足らない地位に置かれ、ついには地方政府の追従者となった」と

指摘する（王、2003: 198）。しかし、党中央は基層党部が弱体であるにもかかわらず、訓政

に関わる綱領や方案において地方自治政策遂行時の党部の指導的な役割―とりわけ民衆

の政治的諸権利行使の訓練という訓政の根幹に関わる重要な役割―を規定するととも

に、党部が政府の施政を適切に監察するよう期待していたことも事実である。ここでの問

題は党部が実際に機能しないにもかかわらず、なぜ規定の上で党部に重要な役割を付与し

たのか、そしてそのような規定を維持し続けたにもかかわらず、なぜ実態において政府を

重視するに至ったのかにある。訓政構想の具体化過程において理念と実態とが乖離するに

至った原因は、当然ながら政策の形成過程とその実施過程に求められよう。当該時期の政

権が国民党による一党独裁であり、さらに国民党が民主集中制を採っていたことを考えれ

ば、政策の形成と実施過程を検討するにあたっては、政策決定に携わる党中央指導者間の

政治的志向とその政策への影響についての検討が要請される。

従来、訓政開始前後の国民党政権の政治過程に関しては派閥政治の影響が指摘されてい

るが（郭、1992; 張、1982; 久保、1984; Tien, 1972; Eastman, 1974）、一連の研究は派閥政治が中央
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政局に与えた影響については検討するものの、そうした政治運営が訓政の具体化にいかな

る齟齬を生じさせ、結果として訓政構想や政策、また実際の地方党部や政府の役割に具体

的にどのような影響を与えたのかについて、十分に議論を行って来なかった。一方、当該

時期の政治制度の変遷過程については、すでに家近（2002）により先鞭がつけられている

が、本稿の検討課題との関連からすれば、政治制度の変遷を訓政期の課題認識に集約され

る各指導者の思想的背景や政治的志向との関連において理解し、訓政という理念の制度化

にいかなる変容をもたらしたのかが検討されなければならない。そこで本稿では以上の点

を踏まえ、訓政の開始から訓政時期約法が公布されるまでの訓政初期の政治過程につい

て、当該時期の国民党における主導的な指導者であった蔣介石と、訓政の制度化において

中心的な役割を果たした胡漢民の、訓政期における政治的課題への認識、およびその政策

への反映を検討することにより、扞格する両者の志向が訓政の制度化にいかなる矛盾をも

たらしたのかを解明する。本検討を通じて党の訓導を正当化の担保としていた訓政の形骸

化がいかに準備されたのか、その一斑を究明する。

Ⅱ　訓政開始から三全大会に至る中央政局
―胡漢民の復帰と訓政の制度化

1.

まず、北伐の開始から訓政開始に至るまでの中央政局を概観する。国民党は北伐の進展

に伴う首都遷移をめぐって、中国共産党との協力を続ける勢力が武漢に、また共産党を排

除しようとする勢力が南京に拠点を置き、互いにその正当性を主張して譲らず対峙してい

た。その後、武漢における共産党との協力解消を契機として武漢、南京双方の統合への気

運が高まり、上海に拠点を置く西山会議派を加えた 3派により中央特別委員会が組織され、

党内の統一が実現されるかにみえた（二档、1994: 1–4; 羅、1957:［16］2870–2875; 鄒魯、1984: 

354–361）2)。しかし、特別委員会の組織が党の綱領にもとづいたものではなく、さらに蔣介

石や胡漢民ら有力者も当委員会に参加していなかったため、その運営は当初から危ぶまれ

た3)。その後も委員会の運営に対する西山会議派の優位を嫌って、汪精衛らが武漢政治分

会を組織し、特別委員会に反対した（『漢口民国日報』、1927年 9月 22日）。これに対し南京側

は武漢側の唐生智討伐を主張するなど、委員会は成立早々から崩壊の危機に瀕していた

（羅、1957:［17］3055–3064）。

1927年 11月に入り、特別委員会から離脱している汪精衛と 1927年 8月以来下野中で同

じく同委員会に参加していない蔣介石との間で協力についての合意がなり4)、蔣介石の復

帰と四中全会の開催が目指された。一連の準備会議では汪精衛率いる左派との協力によ

り、特別委員会の廃止、蔣介石の復職と北伐の完了が決議された（二档、1994: 29–33; 羅、

1957:［16］2879–2880）。その後、蔣介石の奔走により四中全会は無事終了し、事態は北伐
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の完了へ向けて動きだした。他方、蔣の下野に伴い国民政府主席を辞職した胡漢民は、こ

の過程において、汪精衛らに対する不満から、蔣介石による幾度にもわたる談話会出席へ

の呼びかけに対しても参加を固辞し続け、その後翌年 1月、視察の名目のもと約半年に及

ぶ外遊へと旅だった（文化研究社、1938: 343–344; 陳、2005: 481, 483）。

1928年 6月 15日、国民革命軍は北京を占領し北伐の完成をみた。国民党のプログラム

に従えば、軍政期を終え新たに訓政期を迎えることとなる。それゆえ北伐の完成は、訓政

をいかに具体化し、実現するかという新たな課題を国民党にもたらした。この課題にいち

早く応え、機先を制したのが胡漢民であった。胡漢民は 6月 3日、外遊先のパリより譚延

に宛て訓政大綱を発した5)。胡は訓政を構想するにあたって「以党治国」の徹底、すな

わち党による指導と政府による執行との前提に立ち、両者をとりもつ訓政期の指導機関と

して中央政治会議を位置づけた。また、政府については行政、立法、司法、監察、考試の

五院を設置し、「五権の治」を行うと定めた。胡漢民が外遊先から訓政綱領を打電し、訓

政期の新たな政治制度の構想に介入する意志を示したことは、胡の中央政界への復帰を示

唆するものであった。現に 8月に開かれた二期五中全会においては、訓政期の政治会議の

役割について、欠席している胡漢民の意見が採用されるなど訓政期の政治制度に関して胡

が主導権を握りつつあったことがうかがえる（中央秘書処、1928: 59–61）。

それゆえ、党内で高い地位を有し、新たな政治秩序の構想を披瀝している胡漢民の帰国

は、二期四中全会以降その影響力を増しつつあった蔣介石の注視するところであった。蔣

介石は胡漢民外遊中にも当時パリにいた李石曾から張静江を通じてその動向を把握してお

り、胡の行方に神経をとがらせていた。とりわけ、胡漢民らが外交活動に力を入れ、ヨー

ロッパにおいて「第 2の最高外交機関」を組織しようとしていたことに、蔣をはじめとし

た南京の指導者は憂慮を覚えていた。胡漢民は南京中央との関係について、南京の政局が

順調であれば協力、また政局に不安が生じれば反蔣勢力を糾合して対立、という 2つの選

択肢を考えており、「倒蔣」の計画もあり得ると李石曾は伝えていた6)。そのため蔣介石は

胡の帰国に際し、その目的が討蔣にあるとの可能性を捨てきれなかったように思われる。

陳公博によれば当時蔣介石は胡の帰国に備え、軍を動かすことまで考えていたという7)。

しかし、胡漢民は 8月 28日に帰国後、広州政治分会の主催を依頼されたもののこれを

断り（蔣、1987: 431）、また 29日には時局談話を発表し、国民党の内部団結の必要性を説く

とともに、政治分会の撤廃を主張した（『民国日報』（上海）、1928年 9月 30日）。その後すぐ

さま北上し、9月 3日の上海入り後は当日より呉稚暉、張静江、李石曾らとともに蔣介石

と会談し、党 政府の要事について話し合った（蔣、1987: 432）。さらに翌日、蔣介石は胡

漢民を訪れ、党務、政治、軍事の各問題について討議し、その結果、党内の団結と統一が

必要であるとの認識を共有するに至り、胡を南京に迎え、ともに苦難に当ることを確認し

た（稿本、［4］134）8)。以後胡漢民の幽閉に至るまで蔣胡の協力が行われることとなる。以

下では、胡漢民の帰国以降の政局と訓政構想が具体化されていく過程を検討する。



4 アジア研究　Vol. 53, No. 2, April 2007

2.

復帰を控えた胡漢民は 9月 15日に「訓政大綱提案説明書」を発表し、自らが構想する

訓政体制をさらに詳細に展開した（胡、1928: 選録 10–12）。続いて 20日の第 168次中央常務

会議において常務委員に加えられ、中央への復帰を果たすとともに、以後訓政の具体化に

主導的な役割を果たしていく。9月 19日には蔣介石の呼びかけにより国民政府組織法に

関する談話会が開かれ、胡漢民、戴季陶、王寵恵による共同研究が決定された。その後 3

人によって草案が起草され、討論を経て 23日に第 2次草案が起草された（王、1928; 稿本、

［4］159, 165）。10月 2日には審査会が開かれ、呉稚暉が「訓政綱要」を起草し、それに対し

て胡漢民が大方賛成と表明して審査を終え、10月 3日には「国民政府組織法」と「訓政綱

領」が中央常務会議を通過した。訓政綱領は胡が提起した「訓政大綱」に則った内容となっ

ており、胡の考えが十分に反映されている。

（1）中華民国は訓政期間において、中国国民党全国代表大会代表が国民を領導し、政治

的諸権利を行使する。（2）中国国民党全国代表大会閉会時には、政治的諸権利を中国国民

党中央執行委員会に付託し、これを執行する。（3）総理建国大綱に定められた選挙、罷免、

創制、復決の四権に従って国民を訓練し、漸次これを遂行し憲政の基礎とする。（4）治権

である行政、立法、司法、考試、監察の 5項は国民政府に付託し、総攬してこれを執行し、

憲政時期の民選政府の基礎を打ち立てる。（5）国民政府の重大な国務の施行に対する指導

監督は中国国民党中央執行委員会政治会議がこれを行う。（6）中華民国国民政府組織法の

修正および解釈は中国国民党中央執行委員会政治会議がこれを行う（羅、1957:［22］4356）。

ここで注目されるのが中央政治会議の役割と五院の設立である。胡漢民はこれまで中央

執行委員会に従属していた中央政治会議を、政府（国民政府）と党（中央執行委員会）の両

者をつなぐ機関として新たな制度配置を行った。さらに憲政開始後に組織されるはずの五

院を設置し、法律の公布 命令の発布に関しては国民政府主席および五院院長の署名が必

要と改めた（『民国日報』（上海）、1928年 10月 4日）。胡漢民による政治会議の改変と五院の

設置には、政治権力が一極に集中するのを防ぐ意図があったといえる（家近、2002: 117）。

特に国民政府主席の地位を名目的な元首としたことは、蔣介石の権力を陸海空軍総司令職

に止め、軍以外の実権を握らせないようにするものとみることができよう。事実、胡漢民

は南京に入るに当って蔣を補佐するとともに蔣が独裁に走ることを防ぐ意図があったと後

に回想している（胡、1983: 43）。以上から訓政期の政治体制においては中央政治会議の重

要性が非常に高いことが理解できるが、胡漢民は中央政治会議への参加基準をも取り決め

（『中央週報』第 19期、1928年 10月、専載 14ページ）、また立法院長に就任するとともに委員

の人選を行うなど訓政の具体化における影響力を高めていく（『中央週報』第 19期、1928年

10月、専載 13; 第 22期、1928年 11月、専載 13ページ）。以上の流れを受けて三全大会は開催さ

れた。
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3.

三全大会は会議の初日から途中退席や欠席する代表が多数現れ、大会 6日目の会議にお

いて退席して会場の秩序を乱した代表を懲戒する案が可決されるなど、開会当初の運営は

盤石ではなかった（中央秘書処、1929: 117; 李、1935: 366）。しかし、このような困難に見舞わ

れつつも、主席団に選ばれた胡は第一次会議主席を務めるとともに重要な方案を通過させ、

蔣介石、譚延 、戴季陶、何応欽に次ぐ得票数で中央執行委員に選出された（中央秘書処、

1929: 160–161）。特に胡の提案による「確定訓政時期党政府人民行使政権治権之分際及方略

案」（訓政時期の党 政府 人民が「政権」「治権」を行使する分際と方策を確定する案）は訓政

の制度化を具体的に示すものであり、非常に重要な意義を持つ。本案では党と政府の役割

が規定され、訓政時期の事業推進における両者の分担が示された。そこでは政府の役割と

して「県自治制の実施および一切の訓政の根本政策と法案の執行は国民政府およびその所

属の主管機関によりこれを行う」と定め、党の役割として「地方自治の社会的基礎を育成

し、訓政方針を宣伝し、人民を教え導いて四権の使用を訓練し、人民を指導して地方自治

に必須である先決条件の完成を目指し、地方自治に関わるその他の工作は、中国国民党中

央執行委員会の指揮ならびに監督のもと下級党部がこれを推進する」と定めた（秦、1978: 

80–83）。民衆の訓育を党部の役割とする規定は、三全大会以前においてはみられないこと

から、胡漢民の発案によるものといえる。現に訓政綱領策定時の党における共通認識は

「国民が直接四項の政治的諸権利を行使しうるよう、中国国民党は 5つの治権を国民政府

に付託し、政府によって国民の政治的諸権利行使を訓練させ、憲政時期の民選政府の基礎

を樹立させる」（劉、1928）というものであった。

もう 1点、指摘しておかなければならない重要な問題は、三全大会において決議される

はずであった約法の制定が見送られたことである。本約法は二期五中全会時に中央委員や

党部、商会などから訓政期の根本法となる「約法」を制定すべきとの提案が相次ぎ、また

中央常務委員会も孫文の「革命方略」に従って、訓政時期は「約法」を頒布すべき時期で

あると認め、「中華民国暫行約法起草委員会」の組織を提起したことから、三全大会時に

おける制定が決議されていたものである（中央秘書処、1928: 21, 211–214）。しかし、胡の帰

国はこの約法制定の流れを大きく変えることとなった。というのも「総理の遺教は我国の

約法 憲法たる最高原則である」と主張していることからも解るように、胡は訓政期に

あっては約法を制定する必要はないと考えていたからである（胡、1928）。そのため三全大

会では胡の提起した孫文の遺教を根本法と規定する提案により、孫文の三民主義などが訓

政期の約法に準ずるものと定められ（秦、1978: 77–80）、二期五中全会で決議された約法の

制定は見送られた。胡の起草にかかる「訓政綱領」、「確定訓政時期党政府人民行使政権治

権之分際及方略案」もまた、訓政期の党、政府、人民の関係を規定する実質的な約法であ

り、胡からすればこれらの綱領と方案によって約法が保証すべき規定はすでに確立してい

るのであって、改めて約法を制定する必要は認められなかったのである。
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ここであわせて確認しておかなければならないのは、なぜ胡漢民がこのような影響力を

発揮できたのか、という点である。そもそも約法の制定が議論されるに至ったのは、孫文

が約法の制定を主張していたことに端を発する。しかし「革命方略」、「孫文学説」、「中国

革命史」には約法制定の主張が存在するものの、胡漢民が依拠する「建国大綱」には約法

の規定が存在しないなど、孫文の主張自体が変化しているという問題が存在した。この点

について胡漢民は帰国以来、孫文は臨時約法の失敗以後、約法には賛成しなくなったと

の見解を示し、総理の遺教全てが約法であると主張するに至ったのである（胡、1929; 1932: 

954）。訓政綱領にせよ、約法にせよ、胡漢民の主張が賛同を得ることができたのは、党内

の元老としての地位のみならず、『三民主義之連環性』、『三民主義者之使命』などを著し、

また『総理全集』を編集するなど、胡が孫文の主張や著作に対して豊富な知識と深い造詣

を有する権威であったことが大きい。このように胡漢民は国民党における絶対者たる孫文

の解釈者であることによって、党内の異論を自己の主張へと導くことができたのである。

以上のように、三全大会においては胡漢民の構想が制度化においてもほぼ受け入れら

れ、実現したことが理解できる。三全大会は訓政構想を制度化し、新たな指導体制を確立

する上で劃期的な大会となり、それゆえ訓政の実現において指導的な立場にあった胡漢民

の影響力は、訓政の制度化の進展とともに増していくこととなる。

Ⅲ　訓政下における指導者の志向

以上の制度化における胡漢民の影響力の増大は、しかしながら、一方で徐々に蔣介石と

の間に摩擦を生じさせざるを得ない。というのも、以下で検討するように両者は相反する

政治的志向を有していたからである。先に述べたとおり訓政大綱をはじめとして訓政期の

政治理念には胡漢民の考えが色濃く反映されており、それは「国民政府成立以来、各種の

組織 系統などは 99%胡漢民の主張に依っている」（『国聞週報』第 8巻第 9期、1931年 9月、

一週間大事述評 2ページ。以下、註記なき場合は同様）といわれたほどである。当然ながら政

治制度、党と政府の関係や地方自治に対する見解にも建国大綱に依拠した胡漢民の構想が

具現化されている。

胡漢民は訓政を行うに当って「以党治国」、すなわち党による訓導が必要と考える。こ

のような「民衆の褓母」たる党という考えは、当然ながら政府に対する党の優位を導く。

それは本来の主権者たる民衆に対する党の訓導から得られる論理的帰結である。ここに閔

斗基が「党権至上主義」（閔、1988: 26）と呼び、また成台生が「浄化された党治」（成、1981: 

123）と表した党の絶対性に対する胡漢民の理想をみいだすことができる。しかしながら閔

斗基が同じく指摘したように、胡漢民の「党権至上主義」は行政と軍の権力が党の権力

より優位に立つべきだと考える蔣介石との間に避けがたい衝突をもたらす（閔、1981: 26）。

こうした考えの相違は徐々に軋轢を生み出していくが、以下では訓政をめぐる諸問題につ
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いて、両者がどのような考えを持っていたかを検討する。

1.

胡漢民は民国以来の現状について「数千年の専制の余蘊により、大多数の人民は政治意

識、政治経験ともに欠乏しており、突如として政治的諸権利を授けようと欲しても、必ず

や強暴なるものに強奪されるのは必至である」（胡、1928: 10）との認識を有しており、そ

のために政治的訓導の期間が必要と考える。ゆえにその訓導の期間を訓政とし、党を以っ

て国を治める、すなわち「以党治国」の必要性を正当化する。そして「以党治国」とは人

民が自ら確実に政治的諸権利を使用できるようにすることであるとし、「民衆が自治を行

えるようにするには、我々が訓練指導する努力が必要である」（胡、1932: 4）と述べる。た

だし、「政治的諸権利（政権および民権のこと）が党によって代行されているとはいえ、党の

努力する方向は依然として人民が四種の政治的諸権利（四権）を行使する知識と能力を訓

練し、現在党が代行している政治的諸権利を将来において国民に返すことにある」（胡、

1932: 776）と説明しているように、「以党治国」は国民に政治的諸権利を返すことをその正

当性の担保としているのである。つまり、「以党治国」であるためには民衆の自治を達成

することが最低限の要請であり、また訓政を正当化する不可欠の構成要素であると考えて

いる。そのため民衆の政治参加へと繋がる民権の訓練には積極的にならざるを得ない。た

だ一方で「以党治国」の過程において、党は「終始『政権』（民衆の政治的諸権利）の褓母

を自認する」（胡、1928: 11）と述べているように、民衆の政治的諸権利の行使はあくまで党

の訓導によって行わなければならないと考えている点には注意が必要である。

では、胡はいかなる方途によって地方自治、およびその中心的課題である政治的諸権利

の訓練を行おうと考えていたのか。それは以下の言葉によく現れている。「方法を講じて

地方自治を実行するのは政府の仕事であり、人民に宣伝し、人民を指導して地方自治を行

わせ、自治の道理を理解させるのは党の責任である」（胡、1932: 186）。そして「県政府が

地方自治と建設工作を真に実施している時、県党部は区党部、区分部をして七項運動を励

行させ、総理が定めた『戸口をあらためる』、『機関を打ち立てる』、『地価を定める』、『道

路を修築する』、『荒地を耕す』、『学校を設ける』ことの意義と利益をまず宣伝し、それと

ともに人民を指導して自治機関を組織させ、人民が四権を行使することを訓練し、訓政を

滞りなく遂行する」（胡、1932: 614）。つまり胡が描く訓政とは、政府が各種の建設を行い、

他方で党が自治の宣伝を行いつつ民衆に対して政治的諸権利の訓練を施すことによって進

められるのである。このように胡は党と政府の役割分担を非常に重視するが、なかでも最

も肝要となる民権の訓練を党の役割とし、党を重要な「発動者」と位置づける（胡、1928: 

11）。なぜならば、胡にとって党こそが民衆を訓導する主体なのであり、そうしてはじめ

て訓政たりえるからである。

次に、訓政期における政治制度については、五院の設置にみられるように権力の分散を

企図していることが理解できる9)。法令の発布に五院院長の副署を必要とする規定を盛り
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込み、国民政府主席の地位を「対外的に国家を代表する以外にその権力地位はその他の常

務委員と変るところがない」（胡、1928: 12）という名目的なものとするなど、特定の役職

や一個人に権力が集中することを可能な限り避けるよう、分権に努めていることがみて取

れる。というのも、そもそも訓政を行う目的は、軍閥政治と決別し、軍閥が民衆から奪っ

ていた政治的諸権利を再度軍閥に強奪されないようにするためであり、そのための民衆の

訓育であったことから、当然ながら軍事指導者が中央で強力な権力を持つことがないよう

注意する必要があった。北伐後、胡が「新軍閥は今日の革命対象であ」り、「現在北伐に

より統一がなったが、張宗昌、孫伝芳の後継者が二度と現れないよう願う」と述べたのも、

新たな軍閥の台頭は党による訓導を根本的に損ねるとみていたからであった（胡、1932: 

336–337）。そのため、胡は常に軍事指導者に対して警戒しており、権力が一極に集中しな

いよう心がけるとともに、中央政局に軍事指導者を招き入れることに常に反対していた。

例えば当時、馮玉祥、閻錫山、張学良らが中央の要職につくことに反対し（胡、1983: 47）、

張学良の入京に至っては「最近また軍閥がやってきた」と漏らしていたほどである（馬、

1973: 151）。無論、このような権力の分散措置はひとえに各地の軍事指導者のみならず、蔣

介石に対しても向けられたものであった点には注意が必要である。

以上のように、胡にとって訓政の課題は民衆に対して政治的諸権利行使の訓練を行い、

将来において民衆にその権利を返して憲政を開始することにあり、またその間において軍

事指導者に政権を奪われないよう注意し、軍閥政治の再来を防ぐことにあった。

2. 蔣

次に訓政開始前後において胡漢民と並んで指導的地位にあった蔣介石について検討す

る。蔣もまた訓政観においては胡と同様、人民の政治的な未熟さを強調する。それは「中

国の人民および我が党の基層の同志は事実上大多数が幼稚であり、そのうえ状況と思想が

複雑かつ不純である。党の内外を問わず民主を実行するには長期の訓練を経なければなら

ず、人民は必ず相当の訓練を受けて四権を運用できるようになってはじめて党外で民主を

実行でき」（蔣、1929a: 4–5）ると述べたことからも理解できよう。以上の判断の背後には、

民衆に対する蔣の認識がある。蔣は、「中国人民は幾千年もの専制政治の圧迫と十数年

来にわたる軍閥の政権窃取の結果、民権を行使する能力を根本的に喪失している」（蔣、

1929b: 5）とみていた。特に 1926～27年の湖南 湖北での「民主」の高まりの結果、「党は

指導権を失い、社会は秩序を失った」（蔣、1929a: 5）と認識していることから解るように、

当時の民衆の暴走が蔣の民衆に対する警戒感を形作っている。そのため蔣は民権の訓練に

も慎重であり、「我々は人民に四権を与えなければならないが、当然それが相当の訓練に

よってはじめて享受できる権利であることを知らしめ、またどのように使用するのかを知

らしめなければならない。この訓練には 5～6年必要である。決して 2～3ヶ月の努力で訓

練が成功するものではない」（蔣、1929b: 5）として、政治的諸権利を行使させることに消

極的である。というのも訓政開始後、蔣は「目下、最も喫緊かつ必要な方法はまず社会を
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安定させ、共産党の煽動を受けないようにする」（稿本、［5］134）ことにあると考えてい

たからである。それゆえ、蔣は民権の訓練よりも戸口調査や自衛団の組織、保甲の推進や

道路の修築などを先決の課題と認識していたのである（稿本、［4］505; ［5］137）10)。

また、地方自治の推進については政府に対する党部の干渉をできるだけ排除するべきと

考えている。それは訓政時期約法において党の主要な役割である民権の訓練を政府の役割

と規定したことからもうかがえ、実質的に政府優位の考えであることが理解できる（羅、

1957:［23］4769）11)。これは、党と政府の役割分担について、自治体などの機関を整備して

戸口調査などの事業を推進することを政府の役割とし、自治の宣伝と人民の訓練を党の役

割とした胡漢民による制度化とは異なるものであることがみて取れる。このような考えは

比較的早い段階においてもみられ、例えば湖北、河南、湖南、江西、安徽、福建 6省の県

長に宛てた訓戒では「戸口調査と保甲の組織が地方党員の唯一の職務である」と訓辞して

いる（稿本、［9］220）。また安徽省における会議において「党部の任務は悪い勢力を打倒

することにのみあるのではなく、人民の権利を保障することにこそある。しかし保障を実

行する責任は政府にある。党部は政府を補佐できるがゆえに人民の権利を保障することが

できる」（稿本、［4］478）と述べているように、人民の権利である四権、すなわち政治的

諸権利の保障を党ではなく政府が実行するものとしており、後の訓政時期約法に繋がる志

向がすでに読み取れる。上記の例は共産党の勢力が比較的強い地域であるが、国民党の影

響力の強い浙江においても、党の任務は社会を安定させて共産党の影響力を排除すること

であり、戸口を精査し、土地を測量し、交通を開き、警衛を整理する、という政府による

諸事業を共同して行うことであると述べている（蔣、1931a: 1517）。

蔣が上述の考えを持つに至ったのは党部に対する不信と、共産党の影響を排除する必要

からであったと考えられる。前者についていえば、「現在各地の党部と党員、および派遣

した指導員は 10のうち 7はとても幼稚であり、現在の党の政策、また中国社会の環境を

全く理解していない」（蔣、1986: 2–159）との発言に地方党部に対する抜きがたい不信を読

み取ることはたやすい。蔣の不信の根底には「上海および南京特別市党部は政府や各部

および戦委会に対して思うままに譏り、越権行為も甚だしい。北京市党部もまた幼稚であ

る」12)という当時の地方党部の状況があった。また、先の会議の訓辞において「現在派遣

している各県党部の指導委員は多くが訓練を経ておらず、政府を補佐することができな

い」と指摘したことが物語っているように、蔣は地方建設に際しての地方党部の力不足を

感じていたと考えられる（稿本、［4］478）。こうした蔣の認識は地方党部の実態を反映した

ものであった。例えば、実際の工作を行う党員についてみれば、人口に占める党員の割合

が最も多い広東でさえ 0.2%であり、江蘇や湖北でも 0.08%にしか満たない人数であり、

地方党部が期待された工作を行うことは困難であった。また、区党部と区分部の活動経費

は党員によって維持されなければならなかったが、党員の 87%の家計が赤字か、あるいは

ぎりぎり自給できる程度であったことから理解されるように、十分な活動経費を捻出する

余裕はなかった。教育程度についても、教育を受けていない者と家庭教育にとどまるもの
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が 35%にのぼり、党の事業を進めるに当っては困難が予想された（党員統計、1930）。さら

に実際の工作を行う地方党組織についてみても、1931年時点で正式に成立していた省市党

部は 9省市に止まり（中国国民党中央委員会党史委員会、1993: 上 157）、県党部については

1933年に至っても組織率は 17%にしか過ぎなかった（党史史料編纂委員会、出版年不詳 b: 丙

239–241）。蔣の地方党部に対する認識は以上のような党部の実状を反映したものであった。

後者の共産党については、先にも述べたように蔣は共産党を排除して社会を安定させる

ことを訓政期における第 1の課題としていたため、民権の訓練のように共産党に操作され

る可能性がある事業には消極的とならざるを得ない。そのため、蔣は急進的な人物を党部

からできるだけ排除しようとし、党部の改組に際しては青年党員ではなく、老成した政府

の人員が党執行部の 6割を占めるように指名せよと指示している13)。以上の点からも訓政

期における蔣の最重要課題には共産党の排除があり、それが全ての具体的政策に影響を与

えていることが理解できる。また自治の推進については党が訓練し、政府が戸口調査など

の事業を行うという役割分担ではなく、政府が中心となって、それに党も協力して一緒に

行うとの考えであったことが解る。蔣は、戸口調査、土地測量、などの事業と民権訓練は

同時に進めるものではなく、あくまで戸口調査などの事業を完了した後に民権訓練が行わ

れると想定していた（稿本、［6］207）。それゆえに党の現状が「他の省よりよ」く、「安徽な

どに比べて経済や権力関係にかなり余裕がある」と蔣がみる浙江省の党部に対しても、民

権訓練の任務や実施については提起していない（蔣、1931a: 1506–1520）。

政治制度については社会安定と共産党の排除を最優先に掲げるがために、可能な限り集

権的な制度を志向する傾向にあったことが指摘できる。例えば、五中全会時に蔣を国民政

府主席に推す声があったが、それに対して蔣は「政治には必ず有力な政府主席が必要で、

それによって建設を導くことができ、この機に乗じて党と国家を造ることができる。中央

の諸委員が私に国民政府主席に着任するよう望むのであれば、国民政府主席は任免権を有

し、各院と政治会議に対して複決（再審）権を有し、財政の統一と中央常務会議に対して

は最終決定権を有していなければならない」（稿本、［4］64）と述べ、訓政期の建設において

は集権的な制度が必要であると考えている。また「胡漢民は委員会制の名を借りて、全て

を恣にし、服従を迫る」（困勉記、［17］3）と不満を述べているように、集団指導制や委員会

制によって権力が分散されることを忌避する傾向にあった。

以上の検討から解るように、蔣は胡同様、民衆の政治的能力に対して信頼を置くことが

できず、訓政期間が必要であると考えていた。しかしながら胡が民権の訓練に積極的に取

り組む姿勢をみせる一方で、蔣は民衆に対する不信感から相当長期の訓練が必要とみる点

において相違がみられる。また、両者ともに党と政府の関係を同等とすべきと考えるもの

の、胡においては党の役割に積極性を付与し党の優位を強調するが、一方の蔣においては

政府の行動に対して党部が干渉しないよう求めるように、実質的に政府優位の考えを有し

ていた。ただ、基層党部に対しては、両者ともに不信感を抱いている。しかし、胡はあく

まで党員の訓練、党部の再編成を通じた党の指導性回復を目論み、一方の蔣にあっては脆
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弱な組織にとどまっている地方党部を介さず、すでに各地域で組織化されている政府の強

化を通じて訓政の諸政策を実施しようとしている点において相違がみられる。また、全般

的な政治制度については蔣が国民政府主席や政治会議主席などに権力を集中して建設を推

進しようとするのに対し、胡は委員会制や合議制を採用し、権力を五院や政治会議などに

分散させて独占を防ごうとする傾向にあった。

このような両者の集権と分権を巡る対立は、一方で共産党に対する警戒から蔣が集権的

な体制によって共産党の排除と社会建設を行おうとし、他方で軍閥に奪われていた政治的

諸権利を民衆に返すことを訓政の主目的とみなす胡が、政権において軍事指導者が多大な

権力を得たり、政権を簒奪したりしないよう徹底した権力の分化をはかったために引き起

こされた。この蔣の集権への志向と胡の分権への志向を生み出す互いの政治的課題に対す

る認識は、同様に共産党への対応から諸事業の推進を急ぐ蔣の政府重視と、党による訓導

を訓政の根幹とする胡による党重視を生み出している。その意味で、両者の集権志向と分

権志向および党政それぞれへの重視は訓政期の政治的課題に対する各々の認識を媒介とし

て分かち難く結びついているのであるが、問題はこうした志向の相違がいかなる帰結をも

たらしたかにある。

Ⅳ　中原大戦と国民会議―胡漢民幽閉とその政策への影響

蔣 胡の扞格する志向は、両者の対立を徐々に深めてはいたが、一連の反蔣 反中央運

動に対処する必要から対立が顕在化することはなかった。しかし、蔣が一連の反蔣戦とり

わけ中原大戦に勝利したことで、両者の志向の相違は徐々に対立として表面化しはじめ

た。さらに、中原大戦の一環として開かれた北平拡大会議において中華民国約法草案が公

表されたことを受け、蔣が国民会議の開催と約法の起草を主張したため両者の対立は深

まった14)。これまで蔣は建設を優先する必要から常に集権化を目指し、政府優位の志向を

持っていたことは先に述べた通りであり、それは蔣が実権を握った後の法改正からもみて

取れる。対して胡は政治会議優位の実現、五院による権力分散、党の指導などによって蔣

の集権化の試みを阻止してきたといえる。例えば「治権行使之規律案」（「治権」を行使する

際の法則案）では一切の法律案の他、人民負担に関わる財政案、国権に関わる条約案、国

際協定などの立法に属するものは立法院の決議を経なければ成立することを得ないとし、

国政に関わる重要案件に関して立法院が掣肘しうるよう定めた（『中央週報』第 55期、1929

年 6月、第三次中央執行委員会第二次全体会議紀録 12ページ ; 専載 21ページ）。また蔣は、1930

年 11月 12日から開かれた三期四中全会において、自らが行政院長を兼ねるに際してその

権力増大をはかるため、国民政府組織法の改正案を提出した。これに対して胡は戴季陶に

ほとんど変更のない対案を提出させたという。蔣はこの対案に対し「全く関係がなく、ほ

とんど変えないに等しいもので、私の提案する改革案をおざなりにするためである。これ
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はみな胡漢民の発意によっている」（困勉記、［16］7）と不満を募らせている。さらに 26日

には胡に対して新たな国民政府委員の追加を願い出たが、胡は強く反対したという（困勉記、

［16］8）。この頃には対立が徐々に表面化しつつあり、蔣は 28日の日記に「胡漢民は極度

の蒙昧である」（困勉記、［16］8）と記している。

一方、胡は党の役割を重視することから党務についてとりわけ関心を示してきたが、こ

の点も蔣との対立を引き起こす原因となった15)。というのも胡は入京以来、可能な限り党

務関係の会議に出席し、常務会議に至ってはほぼ全ての回に出席するほどの熱心ぶりで

あったが16)、党務は蔣介石、また蔣の側近である陳果夫が掌握しており、胡はこうした状

況に不満を感じていた。二期四中全会以降、人事などの党務は蔣派で固められた組織部が

行っていたが17)、こうした権限の独占に対し胡は組織部の壟断を改めようと試みた。例え

ば当時、胡周辺のものによって作成された幾つかの党部委員のリストが胡によって常務委

員会に提出され通過したが、これに対して組織部は非常に不満であったという（桂、1989: 

283）。また、当時、南京特別市党部の改組をめぐって胡と陳果夫の間で辞職か解散かで

意見の衝突をみた18)。結局、辞職の形で落ち着いたが、今度はこの改組に当って胡が組織

部提出の人事案に対し「党務審査委員会」を設置して組織部の壟断を排し、合議によって

人事を決定するよう試みた19)。

この党務をめぐる争いはさらに重大な問題を引き起こした。二期四中全会以来、蔣は地

方党部の整理と党員の再登記を行っていた。それというのも地方党部の大部分が左派に近

い考えを持つ党員に支配されており、彼らはことあるごとに中央の意向を無視し、組織部

の派遣する指導員に反対し、妨害を行っていたためである（『中央党務月刊』第 5期、1928年

12月、報告、1ページ）。それは各党員を訓戒し、省政府に対して保護を要請しなければな

らないほどに深刻な問題となっていた（『中央党務月刊』第1期、1928年1月、文書、3–4, 7–8ペー

ジ）。そのため、蔣が部長を務め、陳果夫が実質的に取り仕切っている組織部では、各省

に党務指導委員を派遣したものの、様々な反対や妨害によって、また党務指導委員自身の

問題によって幾度も指導員の変更 再派遣を余儀なくされた（岩谷、2006: 71–73）。こうし

た指導員の入れ替えが蔣派の影響力を拡大する意図を有していたことから蔣と胡との争い

を誘発し20)、また他方で地方党部の発展を阻害する要因ともなり、結果的に胡が描く党を

中心とした訓政構想の実現を困難なものとしたため、一層対立を深めたのであった。

そのような状況下で蔣が打ち出した国民会議の開催は、胡をして蔣が総統へ就任するの

ではないかとの危惧を強めさせ（胡、1983: 56）21)、さらに国民会議における約法制定の主張

は、これまで約法は不要とし、それに代るものとして訓政の諸制度を具体化してきた胡に

強い反発を覚えさせた22)。この国民会議の開催と約法の制定は、まさに胡による訓政の制

度化を理念的にも、また現実の制度においても反故にする行為であった。それゆえ胡漢民

は三期四中全会前後から国民会議および約法制定に対して、また党や政府に対して批判を

強めていく。1931年 1月 5日の立法院記念週における講演では「多くの人がわざと国民大

会と国民会議を混同させて論じ、巧妙な企みを遂げようとし、本党党治の基礎を破壊しよ
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うとしている」と述べ、暗に蔣介石らの主張を揶揄し、以下のように論断する。まず、国

民会議と国民大会は、（1）組織が異なり、（2）職権が異なると述べる。そして、国民会議

が各職能団体、学界、政党などの代表により組織されるのに対し、国民大会が県自治の完

成―すなわち訓政の完了―によって選ばれる県代表によって組織されることを明らか

にし、開かれるべきは職能代表による国民会議であることを確認する。その上で、孫文を

引き合いに出しながら、国民会議は訓政期における建国の諸問題について示した党の方針

を民衆によって追認してもらい、党と民衆共通の認識を得る会議であることを示した。一

方の国民大会については建国大綱を根拠とし、その職権は「憲法を決め、発布する」こと

であることを説き、国民会議において憲法に準ずる約法を制定することに暗に反対した

（胡、1932: 763–765）。さらに 25日にも記者に対し、孫文が国民会議において約法を討論す

べきだと述べたことはないと主張し、国民会議における議論は、1. 中国の統一、2. 中国の

建設、3. 一切の不平等条約の破棄であり、約法制定を論じるというのは誤解であると再度

提起した23)。また政府に対しては「今日の政府が真に廉潔であると信じられようか?　政府

における公務員は真に公僕となり法を守っているだろうか?　いうまでもなく大いなる疑

問である !」と疑義を呈し（胡、1932: 550）、党についても「党務工作は以前のような緊張感

がなくなり、党員の行動は以前のように厳粛ではなくなった。この 2つの欠陥と失敗は、

南京市の党務をみただけでも非常に強く感じる」（胡、1931）と批判した。

胡による一連の批判に対し、蔣は不満を強め、1931年 2月に入るとその不満は頂点に達

する。10日には胡の態度を思い、「胡氏はまことに小人であり、ともに事に当る人物では

ない」と嘆いている（稿本、［10］56）。また、15日には胡は「党国を破壊し、革命を阻害する。

陰険な小人は絶えて自らを悔い改めることがなく、どうしようもない。彼は自らをスター

リンと任じ、人をトロツキーとみなす。全ての中外人士に対し私が単なる一軍人に過ぎな

いと責め、政府には政治能力が全くないと中傷する。また政治を妨害し各種の重要な案件

を通過 施行させないようにし」たと非難している（稿本、［10］132）。胡に対する不満は徐々

に高まっていき、24日には胡の言動につき李石曾、呉稚暉らと相談し（稿本、［10］165）、

28日、ついに胡漢民を幽閉した（胡、1983: 49–65; 邵、1990: 710）。その際、蔣は胡に対して

罪状を記した手紙を手渡したが、罪状には蔣が胡に対して抱いていた不満が述べられてお

り、両者の対立が何をめぐって生じていたかが理解できる。蔣は胡に対する罪状の主たる

ものとして主に以下の点を挙げている。（1）国民会議の開催と約法の制定に反対した。（2）

立法院を独占し主要な法案を通過させず、蔣を牽制した。（3）蔣による四全大会の開催要

請に対し蔣が組織部部長を辞任するよう迫った24)。（4）建国大綱の規定に存在しないにも

関わらず国民政府と国務会議を分立させ、五院院長による牽制を行った。（5）東北に対す

る政策についてたびたび反対し妨害した。（6）政治刷新案に反対した（稿本、［10］175–189; 

蔣、1994: 720–725）。

以上の点から両者の対立が集権と分権をめぐる互いの権力への牽制によってもたらされ

ていることが理解できるが、この対立は両者が理想とする制度的配置を具体化しようとす
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る試みの中で生まれた。そして、その制度的配置を希求する根底に互いの訓政観、また訓

政期の課題に対する認識の相違が存在していることが看取される。両者の対立が互いの権

力をめぐって生じたとはいえ、その対立の根源が訓政期の政治的課題に対する認識の相違

からもたらされている以上、両者の決裂は政治制度における集権と分権および党政関係に

ついても変容を迫らざるを得ない。胡が南京の政局に参入して以後、訓政期の政治体制に

関する構想を具体化していった点は先に述べた。胡は訓政期の政治制度として、「政権」（政

治的諸権利）と「治権」（統治権力）に分け、前者を国民が行使し、後者を政府に委託して

行使させるとの前提にもとづき、訓政期においては政治的諸権利行使の訓練を党が行い、

「治権」の行使を政府が行うとした。それゆえ、地方自治においては民衆の政治的諸権利

行使の訓練を党が行い、統治に必要な戸口整備などの諸事業を政府が行うとの規定を定め

た。また、国民が政治的諸権利を実質的に国民党に付託して行使しえないため、軍事指導

者の専行を阻止する必要があり、そのため治権を行使する政府においてはできるだけ権力

の集中を防ぐよう「五権之治」による分権化を徹底した。上述の胡の施策に対し、蔣は共

産党の活動を防ぐために、まずは戸口整備などの諸事業を完備した後に民権の訓練を行お

うと考えており、また急進的な党部の活動を抑えるため、党部には多大な権限を与えず、

政府が行う事業を補助するに止めるよう各地に指示を出した。そのため、実際の規定と現

地での指示に齟齬が生じ、混乱を来すに至った。さらに胡による党務への容喙は、ただで

さえ困難を極める地方党部の整理を停頓へと導き、党部の工作は進展をみないままであっ

た。訓政の具体化をめぐる両者の志向の相違は、対立が顕在化する以前においても訓政期

の事業を遂行する上で党と政府の関係や政治制度の形態に様々な矛盾を生みだしていた。

以上の対立を実力で解決することを試みた蔣は胡の幽閉後、国民会議を開催し約法とい

う形で胡が設計した訓政期の政治体制に変更を加えた。約法では政治会議の指導性を削除

し、中央執行委員会の優位が確認された（羅、1957:［23］4766–4773）。また約法ではこれま

で党の中心的役割であった民権訓練の指導を政府が行うとし、以前の党政関係における役

割分担を反故にするとともに基層党部から宣伝以外の役割を奪った。胡幽閉後の措置は従

来の分権 集団指導を志向した訓政構想から集権を目指したものへの変化、および基層に

おける党部の軽視と政府中心の建設重視にみられるように、蔣の志向を強く反映したもの

であることが読み取れる。このように、国民党が民衆の政治的諸権利を代行する根拠とし

て示した党による民衆の政治的諸権利行使の訓導は、約法によって規定から除かれること

となり、党による訓導という訓政の正当性を担保する根本理念との間に深刻な矛盾を生じ

させるに至ったのである。

Ⅴ　結　語

本稿では北伐完了後の国民党政権の政治過程、ならびに指導者の政治的志向を検討し、
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訓政期の政治制度および政策が指導者間の志向の相違によっていかなる変容を被ったかを

考察した。北伐の完了を受けて、国民党は政権獲得を目指す革命政党から執政党への転換

をはかったが、訓政はこの転換を支える政権の基本的理念であった。しかし、本論で検討

したように、訓政開始後の政策決定過程は外形上、中央政治会議ならびに中央常務会議に

おける合議によって政策が形成されていたものの、政策の執行にあたっては各指導者が自

らの政治的志向に合致する形で政策の変更や形骸化を行っていた。そのため、訓政の具体

化は指導者間の権力争いと結びつく形で展開し、党内指導者の影響力の変化に伴って訓政

の内容もまた変容を余儀なくされたのであった。

胡にとって訓政期の課題とは民衆に政治的諸権利を返すことであり、それゆえ民衆の政

治的諸権利行使の訓練には積極的にならざるを得なかった。そして、その訓練は当然なが

ら訓政を導く「民衆の褓母」たる党によって行われるべきであるとして規定する一方で、

ふたたび軍閥に政権を奪取されぬよう分権をはかり、その意向を訓政の諸制度 諸政策に

反映させた。他方、蔣は共産党の排除によって社会の安定をはかることを第 1の課題とし、

集権的な制度を構築するとともに、政府を中心に訓政の諸政策を行わせたため、両者の志

向は扞格するに至った。その結果、党中央によって指示された民衆の訓導を地方党部が行

うという訓政は、実態として党中央の指示によって民衆の訓導を含めた諸政策を地方政府

が行う「訓政」へと変容を迫られた。これは下層に向かうほど政府機構に依存せざるを得

ない国民党政権の実状に現実的に対応する蔣と、あくまで訓政の理念に忠実であろうとす

る胡の両者が抱く相克する訓政観、またそれにもとづく課題を両者が追究することによっ

てもたらされた避けがたい帰結であった。蔣の施策は現実的な判断にもとづいたものでは

あったが、この試みは党の存在意義を失わせるに等しいものであり、それは図らずも以後

引き続く党の地位凋落と求心力の低下を胚胎したのであった。

（注）
1) 「軍法之治」から「憲法之治」に至る間に 6年の「約法之治」が設けられ、その間に軍政府は地方自治
権を人民に返し、地方議会議員および地方行政官が選挙によって選ばれる。この「約法之治」が行われ
る期間がいわゆる訓政期に当る（孫、1981: 297–298）。

2) 羅（1957）は複数の分冊から成り立っている。［　］内の数字は収められている分冊を表す。
3) 胡は武漢側の過ちを理由に四中全会への参加を拒否した（『国聞週報』4-35、1927年 9月、1ページ）。
4) 『東方雑誌』第 25巻第 1期、1928年 1月、198–199ページおよび陳（2004: 106）。また黄（1982: 190–191）
によれば、蔣は汪が復職を提案する見返りとして、広西派討伐後に汪の復帰を約束したという。

5) 「胡漢民孫科為擬訂訓政大綱致譚延 等電」（『歴史档案』1983年第 3期、82–83ページ）。
6) 「李煜瀛致張人傑密電」1928年 5月 1日、7日、17日（同上、1984年第 2期、67, 69, 70ページ）。
7) 陳（2004: 117–118）。程（1993: 293）によれば、胡はすでに蔣との間で政府改組などについて了解して
いたという。胡が以後の協力関係に関し孫文の立憲制を条件として提示し、それに対して蔣が賛成した
ため胡は帰国の途についたという。帰国後の胡の行動を考えれば程の回想の方が説得的であるが、現時
点の史料状況では明らかにできない。

8) 『事略稿本』の引用時は参照の便宜を図るため、刊行された影印本にもとづき（稿本、［冊数］ページ数）
と引用する。『困勉記』は（困勉記、［巻数］ページ数）と引用する。『蔣主席文抄』は（蔣主席文抄、［冊
数］ページ数）と引用する。

9) 本稿で用いる集権 分権とは中央－地方間の集権 分権ではなく、政治制度における権力が役職に集
約されているか否かを表している。
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10) 蔣档－籌筆「蔣中正電鈕永建等江浙皖省戸口須在八月底限期内完成第一期調査」1928年 5月 23日、蔣
档－革命文献「蔣中正電鈕永建責成各県長年内清査戸口設立保甲並編冊」1928年 11月 14日。

11) 「党部与政府、政府与民衆之関係及其職責案」では党による直接的な干渉を禁じている。
12) 蔣档－籌筆「蔣中正電丁惟汾等査辦北平南京上海特市党部対政府詆毀越規行為」1928年 6月 22日。
13) 蔣档－籌筆「蔣中正電陳立夫改組天津市河北山東省党部用幹部少年不如老成」1929年 6月 26日。
14) 中華民国約法草案と訓政約法については石川（1964）、山田（1980）、横山（1996）を参照。蔣の電文
については『中央日報』、1930年 10月 8日参照。「約法」をめぐる蔣と胡の対立についてはすでに楊天石
（2000）の研究がある。本稿の分析対象は両者の権力をめぐる争いそのものにあるのではなく、対立を生
じさせる基礎たる訓政に対する認識にあり、あわせてそれらの認識が訓政にいかなる影響を与えたのか
を明らかにすることにある。

15) 邵元冲（1990, 710）も蔣が指摘した主要な問題として胡が「党権を支配した」点を挙げている。
16) 胡は三全大会以降、幽閉に至るまで全ての常務会議に出席していた。各中央常務会議参照。
17) 第二期四中以降（括弧内は三期以降の交代 増加分） 部長 蔣中正（副部長 陳果夫）秘書 余井塘
張厲生（曾拡情）、普通組織科主任 呉保豊、軍人組織課主任 黄仲翔、海外組織科主任 呉公義（謝作
民）編審（編撰）科主任 許心武、統計科主任 趙棣華、調査科主任 張道藩（葉秀峯）総務科主任
呉道一（張厲生）（民衆組織科主任 李敬斎）編撰 僑務の他は全て蔣の側近で占められていた（党史史
料編纂委員会 a、出版年不詳 : 569）。在南京領事岡本→外務大臣田中 337号、1928年 9月 22日、外務省外
交史料館、A.6.1.1.2-2-2。

18) 「南京田挺萱密歌酉電」1928年 11月 16日到、閻錫山档案―『北伐後之中央政局案』。
19) 180次常務会議（二档、2000: 334）。ただし、召集は組織部長の権限とされている。
20) 例えば南京では張厲生、李敬斎、呉保豊、劉季洪、洪陸東、段錫朋が、上海では潘公展、呉開先が、
浙江では葉溯中、許紹棣が、安徽では陳訪先が、福建では方治が、江西では熊育錫が選ばれている。

21) なお胡が幽閉された後、蔣は解放の条件として総統制度の新設を胡が承諾することを要求していたと
いう（煥良→商震、1931年 3月 21日、「機密第 301号」矢野在中華民国日本公使館大使館参事官→幣原
外相、1931年 4月 1日、外務省外交史料館、A.6.1.0.5）。

22) 胡は蔣介石の江電後すぐに自らの訓政論が依拠する孫文の諸著作を「約法の根本大法に等しい」とし
て正当化し、約法は不要であると訴え（胡、1930: 5）、訓政に関わる重要な主張は中常会の討論と決定が
必要として発表を差し止めようとした (程、1983: 43）。

23) 「胡院長談国民会議意義」（『中央日報』、1931年 2月 25日 ; 『国聞週報』第 8巻第 8期、三週間国内外大
事述評 7ページ）。これについて、蔣は胡が宣伝部を通じて発表したとするが、賴景瑚の回想では記者が
胡を取材し、記者の考えで発表したとする（蔣、1931b: 31; 賴、1980: 168）。

24) 書稿では中央各部の部長職辞任をはかったとあるが、実際の書簡によれば胡は蔣に中央組織部部長の
辞任を迫ったようである「與胡展堂書」（蔣主席文抄、［5］3–4）。
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