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周作人の「小河」―リズム、日本詩歌の応用、 
西洋詩法の応用を通じて― 

 

                            王 艶珍 
 

1．はじめに 

 中国五･四運動期間、 初に新詩を文壇に発表したのは、胡適であるといって

よかろう。彼は『新青年』の第 2 巻第 6 号に新詩 8 首を発表した。その後、劉

半農、沈尹黙、魯迅、李大钊、陳衡哲らの 13 人も『新青年』（第 4 巻第 1 号～

第 6 巻第 5 号）に新詩を発表し1、新詩史に盛名を刻んだ。特に周作人は 1919

年 2 月 15 日の『新青年』第 6 巻第 2 号に「小河」2を発表し、『新青年』におけ

る重要な詩人として評価されている。新詩の創作と批評の金科玉条とみなして

よいと評価された3『談新詩』の中で、胡適は「この詩は新詩の中でも第一の傑

作であるが、このような綿密な観察、込み入った理想、決して旧式の詩体や詩

調で表せるものではない」4と評価している。 

 周作人の作品において新詩の数は決して多くないが、「小河」の発表が新詩の

成立だと言われている5。「小河」が発表された後に、主に「小河」の自由な詩

体と言葉使い、及び象徴主義の内容面が評価されている。例えば、廃名の「『小

河』及其他」、鄭子瑜の「論周氏兄弟的新詩」、呉紅華『周作人と江戸庶民文芸』

等がその論調の代表である。周作人には自分の詩が詩ではなく、散文ではない

かという考えがあると思う。彼は「小河」の序に「もしくは詩といえないかも

しれない、しかもこれはあまり重要ではない。」と少々自信がないことを表明し

ている。彼は 1920 年から日本の詩歌（俳句、川柳）に関する文章を書き、日本

詩人を紹介し、日本詩歌を翻訳していた。また中国における小詩運動の提唱者

として力を注いでいた。  

1920 年から周作人は俳句、川柳などの短詩形詩歌6を紹介したが、呉紅華は『周

作人と江戸庶民文芸』で、周作人は早くも 1916 年から 1917 年までに「一簣軒

雑録」に、文語で「日本の俳句」という文章を書いていると述べている。しか

し、本稿で言及する「小河」は一般に散文詩として評価されている。筆者は周

作人の日本詩歌紹介文の中に、日本の散文詩或いは自由詩の紹介文を発見でき
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なかった。また彼は短い詩即ち小詩を鼓吹して支持している。日本詩歌に関す

る文章の中に、五・七・五という規則を提唱するというより、短い詩形の中に、

内容の含蓄のあるところを鑑賞して取り入れるべきだと主張している。それに

もかかわらず、彼が作った新詩は（『周作人詩全編箋注』を参考）、短い新詩（短

くても五行の詩で）がほとんどない。周作人の提唱する詩形と実際に創作して

いる新詩と矛盾しているのではないか。 

周作人の「小河」に関する従来の研究は数多くあった。しかし中国伝統詩の

詩形からの乖離における研究はまだ見たことがない。また、周作人が日本詩歌

を宣伝しつつ、散文詩の創作をしていたことで、日本詩歌と西洋詩から如何に

影響を受けたか、周作人の新詩が現代詩にどのような影響を与えたのか等、本

論では、上海書店(1988・6)の『新青年』の「小河」に基づき、当時の背景を踏

まえて、周作人の創作した真意を探索し、周作人の新詩に関する主張を考察す

る。 

その上で、「小河」の詩体、内容などの方面を考察するために、判断の基準と

して三つの尺度を設ける。 

第一の尺度――詩のリズム7

第二の尺度――日本詩歌（俳句、川柳）の応用 

第三の尺度――西洋詩法の応用 

第一の尺度で詩のリズムを考えた理由には、新詩が形成される過程、伝統詩

からの継承があると思われる。周作人の「小河」において、伝統詩的なものか

ら新詩に至る変化があるか否か、主に伝統詩のリズム8（韻律においては音律数、

押韻、平仄の三つの規則がある。本稿で扱うリズムは音律数の原則的五言、七

言のリズムである）と比較して、「小河」が散文詩と言われる理由を明らかにす

る。周作人の新詩の代表作とし、伝統詩に属している押韻、平仄の詩に関する

作法を尺度に入れないことにする。 

第二の尺度では、主に周作人が提唱した日本の俳句と川柳から、「小河」の詩

句を見、創作と提唱の矛盾さを考察したい。 

第三の尺度の西洋詩法の応用とは範囲が広く、明確な基準を決めることが難

しい。しかし、周作人は「小河」の序文の中に、この詩がフランスのボードレ

ール（Baudelaire 1821～1867）が提唱した散文詩と若干似ており、ヨーロッパ

の民謡の内容を模倣したと説明している。この理由に基づき、「小河」を分析す

るとき、周作人の序を中心し、考察する。 
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2． 「小河」の詩のリズム 

 周作人は新詩「小河」を発表する前に、一首の白話詩が『新青年』で発表さ

れた。それは 1918 年 5 月 15 日に『新青年』で劉半農の詩に答える形で、「寒食

这『一日』、奉和寒星詩翁『中央公園即目一首』」である。そして、周作人は正

式に『新青年』で「小河」を発表していた。「小河」の全文を取り上げ、まずリ

ズムという尺度で考察してみる。取り上げる前に『新青年』の「小河」の組版

においての工夫をみてみたい。一つは今まで詩は『新青年』の記事の中盤に掲

載されていたのに対し、「小河」は雑誌の巻頭に載せられている。もう一つは「小

河」の前に発表された白話詩は上の欄と下の欄に分けて植字されているのに対

し、「小河」は全段抜き組版になっている。その二つの点により、重視されて特

別に扱われたことであろう。以下は『新青年』に載せられている「小河」の序

と、前の 3 行と 後の 3 行だけを引用していく。原文は縦書きであったが、こ

こでは横書きで、『新青年』で収録された形を引用する。括弧の中には拙訳であ

る。 
 

小河 
有人問我這詩是什麼體，連自己也回答不出。法國波特来爾(Baudelaire)提倡

起来的散文詩，略略相像，不過他是用散文格式，現在却一行一行的分寫了。

内容大致仿那歐州的俗歌9；俗歌本来 要叶韻10，現在却無韻。或者算不得詩，

也未可知；但這是没有什麼関係。（この詩は何の詩体ですかと聞かれたこと

があるが、私にも分からないのである。フランスのボードレール(Baudelaire)
より提唱された散文詩とは若干似ている。ただし彼は散文形式を用いた。

ひるがえって現在私は一行ずつ分けて書いている。内容はおおむねヨーロ

ッパの民謡を模倣しており、民謡では も韻脚を重視しているが、却って

現在この詩には韻がないのである。もしくは詩といえないかもしれない、

しかし、これはあまり重要ではない。） 
 

一條小河，穏穏的向前流動。（小川が穏やかに前に向かって流れていく。） 
経過的地方，両面全是烏黒的土，（経過する場所は、両岸全部真っ黒の土地

で、）                       

生満了紅的花、碧緑的葉、黄的實。（いっぱい赤い花が咲き、青緑の葉が繁

り、黄色の実が結んでいる。）   
……               …… 
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  水只在堰前乱轉；   （水は石堰の前でグルグル回るしかなく、） 
  堅固的石堰，還是一毫不揺動。（堅固な石堰は、相変わらず少しも揺れ動か

ない。） 
  築堰的人，不知到那裏去了？（あの石堰を築いた人は、何処に行ってしま

ったのだろう。） 
 
 従来の五言詩や七言詩に親しんでいた中国人は、「小河」の形式、文体、内容

すべてに新鮮さを感じた。廃名は『談新詩』の中で、「周作人先生の『小河』は、

新詩の第一の傑作としてまだいいが、それに人の目に触れ耳にするものすべて

が新しく変わらせ、詩をもとにこれらのものを書けることは、かえって白話新

詩の成長にきわめて大きく関わっている。」11と評価している。「小河」発表以前

には、すでに五言詩や七言詩の形を破って作った自由な詩が登場していた。し

かし、胡適は『嘗試集』の「自序」に述べるような白話で詩を作るという考え

方12で、当時『新青年』には白話による五言詩や七言詩のような形の詩、あるい

は白話で作った詞（白話詞）もあり、自由詩のような白話詩も発表されていた。

一方、伝統詩の規則を無視して白話で作ろうと考えても、新詩を如何に作れば

よいか分からない詩人もいた。例えば 1919 年 2 月 15 日に「小河」を発表する

前に、1918 年 12 月 15 日に『新青年』で発表された沈兼士の「山中雑誌」は白

話で作られているが、「脳弱失眠宵洗脚，眼疲抛巻午澆頭。」という四句の七言

絶句のような形である。「小河」の発表が多くの人に、言語面のみならず新しい

形式の駆使ができてこそ新詩であると認識する契機となったと考える。胡適は

『嘗試集』の「自序」からの一年後の「再版自序」13で自分の第一編の詩（五言

詩や七言詩の形の詩が多い編である）を見ると、隔世の感だと感嘆していた。 

 「小河」は五十八行14であるが、一行としての単位によると も短い句は五

文字で、 も長い句は 18 文字である。伝統詩のリズムと比較する前に、著名な

近代詩のリズムを見ることにする。当然例外的な近代詩のリズムが存在してい

るが、しかし極めて少ないので、比較する時に例として考えない。次に取り上

げる二つの詩は近体詩の規則にあてはまる作品である。下にリズムを記号（注

7 参照）で表してみる。 
 

Ⅰ離離／原上草，一歲／一枯榮。野火／燒不盡，春風／吹又生。 
○○／△△△ ○○／△△△ ○○／△△△ ○○／△△△ 
遠芳／侵古道，晴翠／接荒城。又送／王孫去，萋萋／滿別情 
○○／△△△ ○○／△△△。○○／△△△ ○○／△△△  
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(白居易「草」) 15

  Ⅱ独在／异郷／為异客，毎逢／佳節／倍思親。 
   ○○／○○／△△△ ○○／○○／△△△ 

遥知／兄弟／登高処，遍挿／茱萸／少一人。 
○○／○○／△△△ ○○／○○／△△△   

(王維「九月九日憶山東兄弟」) 16
 
 一読して五言詩の「○○／△△△」（二・三）、七言詩の「○○／○○／△△

△」（二・二・三）という中国伝統詩のリズムを容易に感じることができる。ま

ず周作人の「小河」の中から、伝統的な五言詩「○○／△△△」と同じリズム

の五言の句を取り上げ、分析する。 
 

１、向我們／微笑         ２、快活的／聲音。 
      ○○●／△△           ○○●／△△  
 
「小河」の 58 行を分析した結果、伝統的な五言詩のリズムと同じような五言の

句が一つもない。また、一行で二句以上が書かれている行の中で、五言の句が

読点で区切られた行も有る。以下は「小河」の中で、区切られた五言の句が有

る行を取り出してみる。 
 

３、経過的／地方，両面全是烏黒的土，  
      ○○●／△△ 

４、不得前進，又不能／退回，水只在堰前乱轉。 
          ○○●／△△ 

５、土堰坍了；水衝著堅固的石堰，還只是／乱轉。 
○○●／△△ 

６、「我／是一株稲，是一株可憐的小草， 
○／▲△△△ 

７、我／対他點頭，他／向我微笑 ８、田邊的／桑樹，也揺頭説― 
○／▲▲△△ ○／▲▲△△     ○○●／△△ 

９、他／只向下鑚，早没工夫對了我的點頭微笑，  
○／▲△△△ 

10、堅固的／石堰，還是一毫不揺動。 
      ○○●／△△ 
 
 以上の分析を見ると、一行の中で、読点で区切られた五言の句が八つある。
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伝統的な五言詩のリズムと同じの句は一つもない。次に七言の句を、リズムを

付けて引用する。 
 

11、仍然／穏穏的／流着， 12、他／在地底裏／呻吟   
○○／○○●／△△     ○／●○○●／△△ 

13、他／是我的好朋友，    14、他／送清水／給我喝  
    ○／▲▲▲△△△          ○／●○○／△△△ 
   15、我／生在／小河旁邊， 16、水／只在堰前／乱轉； 
    ○／○○／▲▲△△    ○／●●○○／△△ 
 
 58 行の「小河」の中で、六つの七言の句があり、伝統詩「○○／○○／△△

△」（二・二・三）と同じリズムは一つもない。ごく普通の現代漢語のような文

句を使われ、「他」、「我」などの伝統詩のタブーと見られる現代漢語の主語も登

場されている。また、一行で二句以上が書かれている行の中で、七言の句が読

点で区切られた行も見てみる。以下は「小河」の中で、区切られた七言の句が

有る行である。 
 

17、一條小河，穏穏的／向前／流動。 
          ○○●／○○／△△ 

18、不得前進，又不能退回，水／只在堰前／乱轉。 
                ○／●●○○／△△ 

19、水／要保他的生命，總須流動，便／只在堰前／乱轉。 
     ○／▲▲▲△△△      ○／●●○○／△△ 

20、想同従前一般，穏穏的／向前流動，  
            ○○●／▲△△△    

21、經過的／両面地方，都變成／一片錦繍。 
○○●／▲△△△，○○●／▲△△△ 

22、堰下的潭，深過了／我的根了。 
      ○○●／▲△△△  

23、田裏的草／和蝦蟆，聴了両個的話，  
○○●●／△△△  

24、堅固的石堰，還是／一毫／不揺動。 
          ○○／○○／△△△ 

25、築堰的人，不知／到那裏去了？ 
          ○○／▲▲△△△ 
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以上の分析によると、一行の中に読点で区切られた七言の句が九つある。伝

統的な七言詩のリズムと同じの句は 24 の句だけにある。そのため、「小河」の

リズムの分析を通し、伝統的な五言詩と同じリズムの句は見えず、伝統的な七

言詩と同じリズムの句もない。一行の中に読点で区切られた行に、七言の句が

一つだけあり、「小河」において伝統詩のリズムの影響がないと考えられる。「小

河」の詩句にリズムを付けて分析したが、現代漢語のような詩句で、リズムを

固定することは難しい。例えば、16 句は「水／只在堰前／乱轉 （一・四・二）」

のリズムと解釈することも、「水／只在堰前乱轉 （一・六）」のリズムと解釈す

ることもできるであろう。「小河」を吟ずる人により、解釈も少々異なると考え

られる。このような個人差があるこそ、伝統詩のようなリズムと異なり、自由

自在に現代漢語の言葉を用いた新詩だと見える。極自然な詩句で創作された「小

河」は散文詩であると言ってよかろう。 

 

3. 日本詩歌(俳句、川柳)の応用 

 日本文化の中国に対する影響を研究する者は、周作人を看過できないとい

われる。木山英雄は「周作人と日本」（1973）で周作人について、「中国の文学

者で、周作人ほど日本と日本文化に深くかかわった人物は、他に見当たらない。」
17と書いている。日本文化研究の中で、周作人は詩歌方面においても俳句の翻訳

や、小詩運動の鼓吹に携わり、また実兄の魯迅とともに湖畔詩人ら18を支持して

いた。この節では日本詩歌（俳句、川柳）の応用で「小河」を分析し、日本詩

歌と深く関わる学者・周作人の新詩「小河」に、日本詩歌の影響があるか否か

と考察してみたい。  

「小河」が発表された時はまだ『新青年』の同人――胡適、劉半農、沈尹黙

らが積極的に新詩を創作していた。しかし、1921 年から 1922 年ころにかけて

五・四運動退潮期とよばれる時代が始まり、新文化運動をともに戦った『新青

年』のグループの分裂がはっきりしてきた。胡適は文学運動から身を引き、歴

史の整理と中国の『水滸伝』、『紅楼夢』などの古典小説の考証といった「国故」

を整理するようになり、頻繁に詩壇に登場することはなくなった。周作人は

1921 年 5 月の「新詩」で、当時の詩壇では老詩人らが大成功と思い、楽観しす

ぎで隠退していたが、おろそかにすると中国の革命と同じように成果を奪われ

る、と述べている。彼は理論の勉強および新詩に関する専門の雑誌の必要性を

訴えた19。その後、1922 年 2 月に『詩』という月刊が創刊した。これは中国の
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新文学史上初の新詩の専門誌である。周作人の提案によって『詩』を刊行した

か、他の詩人も周作人と同じ考えであったかは不明だが、周作人が常に新詩の

発展を見守っていたことは確かな事実である。 

 上述の周作人は新詩の発展を願っていたためか、日本詩歌に関するいくつ

かの紹介文を書いている。「日本の詩歌」20（1921 年）で、日本詩歌の発展の歴

史、日本詩と中国詩の相違点、数人の詩人の短歌などを分析し、また俳句と川

柳をそれぞれ一節紹介している。さらに「日本の詩歌」の俳句と川柳に関する

内容の上で、「日本の小詩」
21
 （1923 年）と「日本の諷刺詩」22（1923 年）で俳

句と川柳について詳述している。周作人の日本詩歌に関する紹介文を読むと、

彼の日本詩歌、特に俳句と川柳に関する見識と教養は相当高い域に達している

ことがわかる。 

「小河」の序によると、この詩を周作人はフランスのボードレールより提唱

された散文詩に若干似せて改行して書いたことがわかる。「小河」は 58 行も有

するため、どうしても小詩とは言えない。「小河」の字句は散文詩と似ているが、

散文詩と違うところは行を分けて創作したことである。「小河」の一行ずつの字

数をみると、「四・七」、「五・八」、「七・七」などの読点で区切られた五言の句

と七言の句が見られる。中国伝統詩では、句は行を単位とし、一句は一行で表

わす。「小河」の詩句も一句は一行で表している。「小河」の 初の一行は「一

條小河，穏穏的向前流動。」という一句であり、次の一行は「経過的地方，両面

全是烏黒的土，」という句点で区切られていない句で、次の「生満了紅的花、碧

緑的葉、黄的實。」の句と違うことをいう。一行は一つの場面或いは事柄を描き、

その次の行は前の行と意味がつながっても、また別の一つの場面或いは事柄を

描くという詩法で、即ち一行は独立した一つの文である。しかも、中国伝統詩

には、行の長短は揃わなければならないという規則がある。詩の中で、行と行

の字数が長かったり、短かったりしない。しかるに、「小河」の行と行の字数は

時には長く、また時には短い。 

また、前節でリズムの観点で分析した結果、五言詩と七言詩からのリズムの

影響がないことが明らかになった。例えば、七行目の詩句「水要保他的生命，

總須流動，便只在堰前乱轉。」の文字数は（七・四・七）であり、十二行目の詩

句「土堰坍了；水衝著堅固的石堰，還只是乱轉。」の文字数は（四・八・五）で

ある。また、 初の一行目の詩句「一條小河，穏穏的向前流動。」の文字数（四・

七）のような詩行がよく「小河」の中に見られる。中国の伝統的五言、七言詩
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より五、七、五という音節の交替で登場する日本詩歌と近似しているように思

われる。 

そして、周作人は「日本の小詩」で俳句について「俳句は静物画であり、本

来景色を描写するものが多い。或いは、景色を通して自分の感情を表現する。

全く純粋に叙情的でもないし、まして叙事的でもなかった。」23と述べている。

58 行の中、読点で区切られた句は 27 行あり、「小河」の半分ぐらい占めている。

「小河」の終盤には、「水只在堰前乱轉；」と 7 文字があり、「堅固的石堰，還

是一毫不揺動。」に 5 文字と 7 文字があり、「築堰的人，不知到那裏去了？」に

4 文字と 7 文字がある。合わせて 30 文字であり、内容も景色の描写を通じて困

窮する自分の感情を述べ表している。字数、内容とも中国の伝統詩より日本の

短歌と類似していると言えるのではなかろうか。 

 以上、周作人の「小河」を日本詩歌の応用という観点で分析した。58 行の詩

体は小詩とは完全に違うと見えるが、各行の字数を分析してみると、日本詩歌

の影響があるといえる。周作人が長い詩体を選んだが、それには無意識に日本

詩歌の特徴が表れている。これは、日本文化と深く関わる彼の詩の特徴ではな

いかと思う。 

 

4. 西洋詩法の応用 

 ここまで、リズムと日本詩歌の応用を通し、「小河」を分析してきた。この節

で第三の尺度である西洋詩法の応用から「小河」を読みなおして分析する。紙

幅が足りないため、主に内容の方面における周作人が序で書いた模倣の出所を

中心に考察してみたい。 

初に『新青年』で白話詩を発表した人物は胡適である。彼は『新青年』で

「蝴蝶」24を発表した時、題名の傍らに括弧で西洋詩の書き方を用い、（本来縦

書きであった組版である）「高低一格」（同じ高さではなく、一文字ずれの高さ

をつける）をもってとくに区別していると説明している。中国の伝統的詩法で

は、「高低一格」にする必要がない。このように、中国新詩の発展において 初

から胡適を含め、新詩を提唱し、創作していた人々は西洋詩を模倣し、中国の

新詩を作っている。 

 周作人も「小河」の傍ら（『新青年』の組版は縦書きである）に、西洋詩を模

倣したことを述べている。しかも、序以外に詳しいところを示してなく、ただ

フランスのボードレールが提唱した散文詩と若干似ており、内容がヨーロッパ
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の民謡を殆ど模倣していることだけを書いている。まず、ボードレールが提唱

した散文詩を見てみる。『小散文詩集』序文「アルセーヌ・ウーセーに寄す」に

より、「……、律動（リズム）も韻脚も欠きながら音楽的で、魂の抒情的な動き

や夢想の波のようなうねりや意識の突如たる身ぶるいにぴったりと合うほど、

十分しなやかでかつ十分にぎくしゃくとした、詩的散文の奇蹟というものを、

夢みなかったでありましょうか？」25と述べている。つまり、簡単にいえば、散

文詩はリズムも韻脚もないが、音楽的な詩的散文の奇蹟だという認識である。

周作人の新詩「小河」が散文の形式ではなく、行を分けて書いており、それは

周作人が言った若干の類似部分は内容か詩体であろうか。既に前節で述べたよ

うに、「小河」に中国の伝統詩のリズムが見られないことは明白である。自由自

在口語的な詩句の運用が見られるし、また脚韻も存在しない。内容の方面には、

周作人はヨーロッパの民謡を模倣していると言っている。何処の国の民謡か明

らかにしてないが、何処の民謡とも違い、脚韻がないということだけを明言し

ている。従って、周作人が書いた意味を整理すると、「小河」は散文詩のリズム

と脚韻がないところ 26と近似しており、さらに内容はヨーロッパの何処の民謡

の内容を模倣しているということである。 

 しかし、周作人の序によると、「小河」が散文詩の形式とかなり近似し、内容

のみが異なると分かる。「小河」の内容はヨーロッパの何処の民謡を模倣すると

いうことを考える前に、「小河」で周作人が何を表現しているかを考察する必要

がある。「小河」の内容は題名と同じ小河についての描写である。一人の農夫が

小河の真ん中に土堰と石堰を築き、遮られた小河の苦痛及び爆発する前の隠忍

を、疑人法で稲と桑の木との話によって述べられている。周作人は『知堂回想

録』で、「小生は中国東南の水郷の人民で、水に対して大変好意を持ち、しかし

十分水の利害も知っている。『小河』の題材は即ちここから出てきた。古人は、

人民は水と同じ、水が船を乗せ、また船を覆られる。」27と書いている。つまり、

「小河」の内容により、小河は穏やかに流れていると、舟を載せる水であるが、

土堰か石堰に遮られると、船を覆る水即ち洪水になる。周作人は 1920 年 11 月

に「文学上的俄国与中国」（「文学上のロシアと中国」）で「 近の革命詩人ロ

ープシンが『蒼ざめた馬』の中に一人の英雄を書いている。半分は死の天使で、

半分はまだ厚い良心がある人で、ほとんどすでに革命の洪水が来たと表してい

る。」28とロシア文学の背景を紹介した時、そのように言っている。抑圧された

人々の革命への思いを洪水に喩える点では、「小河」と近い考えだと思われるが、
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「文学上的俄国与中国」の中に、周作人がロシア文学をヨーロッパの文学と分

けて紹介しており、ロシアの民謡が文字で記録されてないと書いている。「小

河」の序の中にヨーロッパの韻脚がある民謡の内容を模倣したことと一致しな

い。 

 ところが、周作人は「海外民歌訳序」29（1927 年）で、自分がよく読むのは

イギリスの一種の叙事的な民謡（歌詞、Ballad）で、それは韻文がある童話の

ようだと書いている。「小河」には稲と桑の木の話についての叙事詩とはいえ

るが、韻脚がないため、韻文がある童話とこれだけ違う。周作人が模倣してい

るヨーロッパの韻脚がある民謡はイギリスの民謡であろうか。或いは、ロシア

の革命詩とイギリスとを両方とも少しずつ模倣していると思う。だから、序の

後に、周作人はもしくは詩といえないかもしれない、しかし、これはあまり

重要ではないと書いている。 

 

5．周作人の変容 

 周作人の「小河」を取り上げ、リズム、日本詩歌（俳句、川柳）の応用、西

洋詩法という三つの尺度で分析してみた。「小河」には一行の五言の句と読点に

句切られた五言の句を合わせて 10 句があり、1 句も伝統的な五言詩のリズムと

同じではない。一行の七言の句と読点に区切られた七言の句を合わせて 15 句あ

り、1 句のみが伝統的な七言詩のリズムと同じである。58 行に成る「小河」の

中で中国伝統詩のリズムの影響がないと言える。ところが、日本詩歌（俳句、

川柳）の応用という尺度の分析で、一句としての一行の中に、五言の句と七言

の句を読点で区切られている行が多く、俳句と川柳の（5・7・5）の規則に影響

されていると思う。西洋詩法の模倣は周作人が「小河」の序に書いているが、

散文詩と近似するところ、ヨーロッパの何処の民謡の内容かと明言していない

ため、分析の結果、散文詩、ロシアの革命、イギリスの民謡といずれも関連し

ているといえる。 

 従って、周作人の「小河」は一つの国、一つの詩体、一つの内容から成る新

詩ではなく、西洋詩法の散文詩の詩体で、ヨーロッパの民謡の内容を書き、さ

らに日本詩歌の特徴が表れている新詩である。周作人は「論小詩」の中に「私

はいつも何の流派を問わずに、全部影響を受けられると主張している。模倣は

いけないが」30と言い、 後に「詩を創る人はどんな詩を作るか、どんな形式、

どんな内容、どんな方法をとるかは、彼自身の完全な自由に従うしかない。た
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だ一つ制限としての条件がある。すなわち自分の言葉で自分の思いを書かなけ

ればならない。」31と書いている。つまり、周作人にとって、方法より彼の表現

意欲のほうが重要であったといえるであろう。そして、彼は「小河」創作時に

多種多様な詩法を模倣したというより、それらを取捨、選択して独自の詩法に

収斂させた。周作人の「小河」は、その意味で中国新詩史上の一つの道標だと

考える。 
 

注 
1 原文：「《新青年》从 1918 年 1 月即第 4 卷第 1 期起，至 1919 年 5 月即第 6 卷第 5
期，共推出诗人 13 位，发表新诗 76 首，颇尽开创之功。」沈用大、『中国新詩史』

(1918－1949)、福建人民出版社、2006 年 1 月、p.66。 
2 「小河」、『新青年』第六巻第二号、1919 年 2 月 15 日、陳独秀主編(上海書店、1988
年 6 月)。 

3 原文:差不多成为新诗的创造和批评的金科玉律。底本は、朱自清(「現代詩歌导論」、

『中国新文学大系导論集』、上海書店、1982 年、p.350。) 
4 原文：这首诗是新诗中的第一首杰作，但是那样细密的观察，那样曲折的理想，决

不是那旧式的诗体词调所能达得出的。底本は、「談新詩」(『星期評論』(双十節記

念専号)、1919 年 10 月 10 日。季羨林主編、『胡適全集 1』、安徽教育出版社、2003
年 9 月第一版、p.158。)   

5 廃名は「『小河』及其他」で、周作人の新詩を先鋒としないと、旧詩において革命

できないと書かれている。底本は、『周作人詩全編箋注』(王仲三箋注、学林出版

社、1995 年 1 月、p.448。)そして、『一九一九年詩壇略紀』で、「続いて周作人が

劉復の散文詩の後について「小河」を作っており、新詩が初めて正式成立してい

た。」(继而周作人随刘复做散文诗之后而作《小河》，新诗乃正式成立。)底本は、『中

国新詩史』(1918－1949)、(沈用大、福建人民出版社、2006 年 1 月、p.60。) 
6 「日本の詩歌」(1921 年)、「小詩を論ず」(1922 年)、「石川啄木の短歌」(1922 年)、

日本の小詩」(1923 年)、「日本の風刺詩」(1923 年)がある。  
7 中国伝統詩のリズムにおいて、斜め線で分けられ、二文字のリズムの下に二つの

丸「○○」を付け、三文字のリズムの下に三つの三角形「△△△」をつける。普通

の中国伝統的な五言詩は「○○／△△△」(二・三)、七言詩の「○○／○○／△△△」

(二・二・三)というリズムである。また、元々三文字のところに属する文字がリズ

ムの関係で、二文字のところにあると、黒丸にする。例えば、(三・二)のリズムに

なると、「○○●／△△」と表記する。逆に元々二文字のところに属する文字がリズ

ムの関係で、三文字のところにあると、黒三角形にする。例えば、(一・四)のリズ

ムになると、「○／▲△△△」と表記する。新詩の方面には、現代中国語の文法に

基づき、自然な語調にリズムに分ける。 
8 松浦友久、『唐詩―心のリズム』、社会思想社、1984 年 5 月 30 日、p.28。 
9 俗歌：通俗浅显，便于民间流传的歌，谣曲等。 罗『漢語大詞典』第１巻、 竹風主編
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上海辞書出版社、1986 年 11 月、p.1408。 
10 叶韵：②做韵文时于句末或联末用韵之称。『漢語大詞典』第 3 巻、罗竹風主編、

漢語大詞典書出版社、1989 年 3 月、p.17。 
11 原文：周作人先生的小河，其为新诗第一首杰作事小，其能令人耳目一新，诗原来

可以写这么些东西，却关系白话新诗的成长甚大。王仲三箋注、『周作人詩全編箋

注』学林出版社、1995 年 1 月、p.449。 
12 「自序」、1919 年 8 月 1 日作、『解放與改造』第 1 巻第 1 号、1919 年 9 月 1 日。

底本は、『胡適全集 10』（季羨林主編、安徽教育出版社、2003 年 9 月第１版、p.32。） 
13 「再版自序」、1920 年 8 月 4 日、『嘗試集』の二版。底本は、『胡適全集 10』（季

羨林主編、安徽教育出版社、2003 年 9 月第１版、p.34。） 
14 周作人は「小河と新村中」(《小河与新村中》)で、『新青年』で発表した「小河」

は 57 行であると書いてあるが、『新青年』の「小河」を見ると、58 行であり、

また周作人の「小河と新村上」(《小河与新村上》)の中に、移した「小河」があ

る。それを数えてみると、58 行である。57 行とは周作人の覚え間違い（ミス）

ではなかろうか。 
15 白居易、「草」、底本は、「詩律」(張谷編、『王力詩論』、広西人民出版社、1988

年 8 月、p.122)。 
16 王維、「九月九日憶山東兄弟」、底本は、「詩律」(張谷編、『王力詩論』、広西人民

出版社、1988 年 8 月、p.109－110)。 
17 木山英雄、「周作人と日本」、『日本講義集』(周作人)、平凡社、2002 年 3 月 22 日、

p.375。 
18 1922 年 4 月 1 日に、応修人、汪静之、馮雪峰、潘漠華四人が湖畔詩社を結成し、

その後、詩集「湖畔」を出版していた。彼らは湖畔詩人と呼ばれている。 
19 周作人、「新詩」、『談虎集』(上巻)、香港実用書局、1967 年 11 月、p.39。 
20 周作人、「日本の詩歌」(《日本的詩歌》)、『芸術と生活』(《芸術与生活》)(周作

人自編文集)、止庵校訂、河北教育出版社、2002 年 1 月、p.108。 
21 周作人、「日本の小詩」(《日本的小詩》)、『芸術と生活』(《芸術与生活》)(周作

人自編文集)、止庵校訂、河北教育出版社、2002 年 1 月、p123。 
22 周作人、「日本の風刺詩」(《日本的風刺詩》)、『談龍集』(周作人自編文集)、止

庵校訂、河北教育出版社、2002 年 1 月、p.114。 
23 原文：俳句是静物的画，向来多只是写景，或者即景寄情，几乎没有纯粹抒情的，

更没有叙事的了。「日本の小詩」(《日本的小詩》)、『芸術と生活』(《芸術与生

活》)(周作人自編文集)、止庵校訂、河北教育出版社、2002 年 1 月、p.130。 
24 胡適、「蝴蝶」、1916 年 8 月 23 日作。底本は、『胡適全集 10』(季羨林主編、安

徽教育出版社、2003 年 9 月第一版、p.50)。 
25 阿部良雄訳、『ボードレール全集Ⅳ』、筑摩書房、1987 年 6 月 30 日、p.8。 
26 山宮允、「自由詩・散文詩」、『岩波講座 世界文学』、岩波書店、p.39 。山

宮允は「ボードレールが『音律もなく韻もなくて尚音楽的な不可思議な詩的散文』

と云った」と書いている。 
27 原文：鄙人是中国东南水乡的人民，对于水很有情分，可是也十分知道水的利害，
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小河的题材即由此而出。古人云，民犹水也，水能载舟，亦能覆舟。周作人、『知
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