
1 
 

博士学位論文 

 

梁啓超研究 
―その日本滞在期を中心に― 

 

 

 

 

 

 

名古屋大学大学院国際言語文化研究科 

国際多元文化専攻 

 

李 海 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年３月 

 

 

 



2 
 

目次 

序章 梁啓超研究の課題と方法                          

第一節、梁啓超研究の現状と問題点                       5  

1．中国大陸における梁啓超研究の現状                            5 

2．台湾における梁啓超研究                                 6 

3．アメリカの梁啓超研究                                  7 

4．日本の梁啓超研究                                    9 

 

第二節、本研究の概要、独創性と研究法                      10 

 

第一部 渡日時の梁啓超が直面した問題とその解決法 

 

第一章 梁啓超と『和文漢読法』 

一、日中批評史の視点から見る梁啓超の『和文漢読法』               12 

1、これまでの中国における『和文漢読法』の評価                        13 

2、日本における『和文漢読法』の評価                             22 

 

二、船津輸助が収蔵した『和文漢読法』と梁啓超                   

1．『和文漢読法』の版本問題                                 25 

2．船津の『和文漢読法』評釈                                 27 

3．船津輸助と梁啓超の関わり                                33 

 

第二章 梁啓超の版権観と明治日本 

一、漢訳日本書をめぐる日中間の議論                      37 

1．日本側の日本書を漢訳することに対する態度                        37  

2．中国側の日本書を漢訳することに対する態度                        42 

 

二、「支那に版権制度を布くの策」を訳した梁啓超                  

1．梁啓超による「支那に版権制度を布くの策」の改訳                      47 

2．漢訳「支那に版権制度を布くの策」の内容                          52 

 

三、梁啓超と天野為之における版権問題の議論                   

1．天野為之と中国における版権制度論                            56 

2．梁啓超と清末における洋書翻訳事業                            57 

3．天野為之の版権制度論とその変容                             61 

 

 

第二部 日本滞在期における梁啓超の文学活動と日本との関連 

第三章 梁啓超の詩界革命と明治日本 

 

一、梁啓超が訳した「哀希臘」と木村鷹太郎                     

1．木村鷹太郎の「哀希臘」                                  69 

2．梁啓超の「哀希臘」と木村訳                                70 

3．梁啓超の「哀希臘」訳の独自性                               76 



3 
 

 

二、梁啓超が訳した「弔希臘」と木村鷹太郎                     

1．The Giaour について                                   80 

2．梁啓超翻訳の特徴                                    82 

 

三、梁啓超のバイロン観と木村鷹太郎                      

1．木村鷹太郎とそのバイロン観                              89 

2．梁啓超の詩界革命とバイロン                              93 

3．梁啓超におけるバイロン受容の独自性                          93 

 

第四章 梁啓超の音楽教育思想、作品創作と明治唱歌 

一、梁啓超の音楽教育思想と明治日本                      

1．梁啓超の音楽教育思想                                 99          

2．旋律について                                     101 

3．歌詞について                                     102 

4．軍歌を鼓吹する                                    107 

5．梁啓超の軍歌に見られる日本的要素                           109 

 

二、梁啓超が作詞した「黄帝」と明治日本唱歌「皇御国」               

1．梁啓超の唱歌「黄帝」と明治日本                             114 

2．作曲について                                     115 

3．タイトルから見る両者の異同                              116 

4．作詞について                                     117 

5．「黄帝」と「皇御国」の創作目的                              122 

 

終章 結論                                 125 

 

附録一 梁啓超は「墓中呼声」を訳したか                    130 

附録二 船津輸助が収蔵した梁啓超資料について                141 

 

参考文献                                  153 

初出一覧                                 158 

あとがき                                 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

序章 梁啓超研究の課題と方法 

はじめに 
 

梁啓超（1873～1929）は中国近代屈指の啓蒙思想家である。56 年というけっして長い

とは言えない生涯の中で、彼は中国の近代のいくつかの重要事件、例えば、戊戍変法、辛

亥革命、護国運動、反袁運動、五四運動に深く関わっている。これらの出来事はいずれも

彼の活躍の歴史として記されている。現在の梁啓超研究では、これらの大事件を軸に、彼

の人生を、大きく四つの時期に分けて検討することが多い。 

 第１期（1890～1898）1890 年の康有為への弟子入り後、1898 年の戊戍変法までの、国

内で変法維新運動に従事した時期、いわゆる「維新変法期」である。 

 第 2 期（1898～1912）1898 年秋の日本亡命後、辛亥革命後 1912 年に帰国するまでの、

国外で改革言論を鼓吹した時期、いわば「亡命鼓吹期」である。 

 第 3 期（1912～1920）1912 年秋に帰国してから、1920 年春にいたるまでの、大臣就任

をはじめ実際政治に従事した時期、いわば「民国従政期」である。 

 第 4 期（1920～1929）1920 年春から逝去までの、政界から身を引き、研究執筆・教育

研究に大車輪の奮闘をした時期、いわば「文化活動期」である。1 

本論で取り上げたのは彼の日本滞在期である。この時期における梁啓超経歴の特徴とし

ては、『清議報』『新民叢報』など新聞、雑誌を媒体にし、西洋の思想、文化を国民に伝え

たことが挙げられる。この時期に梁啓超が展開した啓蒙活動は高く評価されている。李沢

厚は『中国近代思想史論』で、以下のように評している。 

 

1898 年から 1903 年までは梁啓超の資産階級啓蒙家としての黄金期であり、彼の一生

の中では、民衆に も影響を与え、客観的に良い役割を果たした時期である。この期間

は短いものの、極めて重要な時期である。（中略）広範かつ効果のある宣伝活動は抹殺

することはできない。これは彼の一生の過ちを相殺できる。2 

 

狭間直樹氏は「梁啓超が中国近代の国民思想とそれにまつわる学術文化の確立に果した

歴史的功績は、いくら高く評価してもしすぎることはないだろう。」3と述べている。これ

らの評価は梁啓超が日本滞在期を中心に残した功績をもとに行われたことが明らかであ

る。 

梁啓超の一生は政治とは切っても切れない縁に結ばれていた。しかし、勝海舟が彼を「え

らい学者だが、政治家ではない。」4と評したように、梁は学者としての一面も無視できな

い。1400 万字の著作『飲冰室合集』を残していることだけでも、彼の学者としての一面

を雄弁に物語っている。 

上記のような、梁啓超の絶大な影響力と豊富な著作は彼に関する研究にも多くの蓄積を

なした。梁啓超研究は中国大陸だけでなく、台湾、日本とアメリカでも専門著書が出版さ

れている。ベトナム、韓国など東アジア文化圏においても、梁啓超に関連する論文が発表

                                                   
1 狭間直樹『共同研究 梁啓超 西洋近代思想受容と明治日本』みすず書房、1999 年、序文、p4。 
2 原文は「1898 年至 1903 年是梁啓超作為資産階級啓蒙宣伝家的黄金時期，是他一生中 有群衆影響，

起了 好客観作用的時間。時間雖極短，但非常重要。（中略）這広範而富有有効的啓蒙宣伝工作是如此

不可抹殺。它幾乎抵銷了梁一生的錯誤和罪過而有余。」である。李沢厚『中国近代思想史論』人民出版

社、1，979 年、pp．423－424。 
3 狭間直樹「新民説略論」『共同研究 梁啓超 西洋近代思想受容と明治日本』p98。 
4 江藤淳編『冰川清話』講談社、1974 年、p128。 
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されている。 

 以下では地域を分け、これまでの梁啓超研究を簡単に回顧しながら、各地域で代表され

る梁啓超研究を列挙し、その内容と問題点を検討して行きたい。 

 

一、梁啓超研究の現状と問題点 
１、中国大陸における梁啓超研究の現状 
 
 中国大陸では、梁啓超研究の歴史的なプロセスについて、候傑氏がすでに整理している
5。それをまとめると、1949 年以前では、梁啓超研究は比較的多様化をなしており、ただ、

その成果は少なく、全体的に見れば、水準が高くない。1949 年から文革前夜までは、社

会情勢の影響で、「革命」「蜂起」などの語彙が論文の中にあふれ、研究視野は狭い。文化

大革命の十年間は学術研究全般がほとんど行われていないが6、それは梁啓超研究につい

て言えることである。 

改革開放以後、社会政治の主流言説は「革命」から「改革」「安定」に代わり、梁啓超

の「変法改良」の政治理念はあらためて学者の注目を浴び、再認識と再評価が行われた。

そのため、研究成果が激増している。その趨勢は今日まで変わらない。 近の梁啓超研究

の特徴を見るため、筆者は以下の三つの面から梁啓超の現状を概括する。 

まず、新しい研究手法の導入によって、梁啓超研究が行われた例が現れる。従来の階級

理論を用いた研究は今日ではほとんど見られなくなる。代りに、アメリカで流行った理論

の導入が目立つ。たとえば、楊暁明『梁啓超文論的現代性闡釈』は現代性理論を用いて、

梁啓超の論説文を手掛かりに彼の思想解明を行った著作である7。 

次に、新しい角度から問題提起を行った研究がある。同一事件について、見る角度を変

えれば、異なる側面が見られる。この場合、「新論」「新評」といった題名が付けられた論

文、著作は新しい角度から既存の研究へのアプローチである。例えば、劉邦富『梁啓超哲

学思想新論』（湖北人民出版社、1994 年）、董方奎『新論梁啓超』（華中師範大学出版社、

2007 年）が挙げられる。 

後に新しい領域が開拓されたことが挙げられる。従来の梁啓超研究はその政治思想を

中心に行われてきた。しかし、近代中国の多くの学術分野は梁啓超によって、国民に紹介

されたのである。たとえば、美学、経済学、教育学、目録学、女性学、図書館学など、多

くの分野において彼に関する専門著書が出版された。 

筆者の研究と深くかかわる点についてさらに一歩を踏みこんで検討したい。学界では、

梁啓超の日本滞在期に行われた啓蒙活動は極めて重要であることが認識されているもの

の、その研究の手法はいたって制限されてきたように思われる。つまり、その思想的な展

開を単純に追うものがほとんどである。東西学術、文化の交流を検討するにあたって、両

方の知識が要求される。それに加えて、おそらく、言葉の壁、資料の壁というような研究

の進展を防げた原因も存在するであろう。一例を挙げると、梁啓超研究にとって無くては

                                                   
5 候傑、林緒武「近百年来不同語境下的梁啓超研究」『文史哲』2004 年第 4 期、pp．22－24。 
6 文革の期間では、梁啓超に関する研究成果は公に出版されてないかもしれないが、“内部発行”という

形で、限定された範囲での研究はある。そのため、候傑氏が文革期を梁啓超研究の空白期とみなすこ

とに、筆者は疑問を抱いている。 
7 楊暁明によれば、本書には二つの目的がある。一つは現代性の真っ新しい角度からの闡明、解釈によ

って、梁啓超の思想と著作の研究を突破する。かつ、一歩進んで梁啓超の文章は 21 世紀の中国の著作

への世紀性の意義を探る。もう一つは、梁啓超を例に、中国の現代性の特殊性と複雑性を分析し、中

国の現代性問題、この世紀を跨る理論と実践の課題に更なる探求を促進する。『梁啓超文論的現代性闡

釈』四川民族出版社、2002 年、p26。 
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ならない資料の一つ、彼が横浜で発行した『新民叢報』である。それが印刷して出版され

たのは、大陸では 2008 年というごく 近のことである。百年前のことを研究するにあた

っては、一次史料を利用することがその研究の基礎となる。しかし、大陸では中国語の資

料でさえ整備されていない中、日本語の資料を求めるには更なる困難が予想される。 

 このような状況に改善の兆しが見えたのは、前世紀 80 年代になってからのことである。

改革開放政策の下で、多くの留学生が日本に赴き、日本語を解読する能力を身につけ、さ

らに日本語の資料が比較的に容易に手に入ることで本格的日中比較という視点での梁啓

超研究が初めて可能となった。そして、鄭匡民『梁啓超啓蒙思想的東学背景』（上海書店

出版社、2003 年）石雲艶『梁啓超与日本』（天津人民出版社、2005 年）などの成果が現わ

れた。 

 

2、台湾における梁啓超研究 
 
 台湾では早くに梁啓超に関する基礎資料が整備されていた。筆者が常に利用する『新民

叢報』はすなわち台北芸文印書館が 1966 年に出版したものである。台湾の梁啓超研究は

大陸と似ている部分がある。それは梁啓超の政治活動を中心に研究が行われていることで

ある。台湾での梁啓超研究に言及する際、張朋園先生の梁啓超を題にした二つの代表作が

よく取り上げられる。即ち、『梁啓超与清季革命』『梁啓超与民国政治』である。 

梁啓超を代表とした改良派は『新民叢報』を中心に政治改革を鼓吹し、章炳麟を代表と

した革命派は『民報』を中心に革命を主唱した。両者の対立、論争はよく知られる歴史事

実である。また、革命派孫文の功績を強調するあまり、梁啓超は否定された立場に置かれ

ていた。『梁啓超与清季革命』一書の目的は「梁啓超が清末の 18 年間に、変化を求める思

想を以って、革命運動と合離し、かつ合離の運動中にその清季革命への影響と得失を検討

し、説明したもの」である8。この著作は梁啓超と革命運動の関係に光を当て、これまで

ほとんど注目されなかった梁啓超が清末革命史において果たした役割について分析し、両

者の関係を明らかにしたものである。 

台湾でもう一つの著作は日本滞在期を中心とした梁啓超の思想を検討したもので、黄克

武『一個被放棄的選択：梁啓超調適思想之研究』（中央研究院近代史研究所、1994 年）で

ある。この本は梁啓超の『新民説』を基本資料とし、二十世紀初期における梁啓超の「調

適（温和漸進）」思想を分析したものである。これは 80 年代、李沢厚、劉再復、張朋園な

どの改良思想を肯定する風潮に同意した論調と言えよう9。革命の枠組内での研究手法を

取らず、改良の意義をあらかじめ評価すべき、という価値判断の下に行われた研究である。

梁啓超の「調適」思想をめぐって、主にジョン・スチュアート・ミルの自由民主主義との

異同、もう一面では、譚嗣同の『仁学』、孫中山の革命理論と比較し、梁の考えを明らか

にしていた。新しい視点での梁啓超研究だが、筆者がその研究の問題点と思うところは、

日本的な要素をほとんど無視しているという点である。『新民説』を構成する多くの素材

は漢訳日本書に由来している。梁啓超思想の分析には、すでに日本化した西洋思想の基礎

の上、梁の西洋思想がどのように違っているのか闡明するためには両者の比較が有効な手

段となる10。 

                                                   
8 原文は「説明任公在清末 18 年的行誼，由求変的思想以至於与革命運動的合離，並在合離的運動中検討

其対於清季革命的影響与得失。」である。張朋園『梁啓超与清季革命』中央研究院近代史研究所、1999
年、p4。 

9 たとえば、李沢厚『和平進化、復興中華――談“要改良不要革命”』『中国時報週刊』1992 年 5 月 3 日か

ら 9 日まで、pp．42－45。李沢厚、劉再復『告別革命：回望 20 世紀中国』香港：天地図書、1995 年。 
10 なお、崔志海「評海外三部梁啓超思想研究専著」『近代史研究』1999 年第 3 期では、黄著の「革命」
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3、アメリカの梁啓超研究 
 
 アメリカの梁啓超研究の特徴としては、梁啓超の思想と中国の近代化との関連を中心に

展開してきたことである。 

崔志海は「評海外三部梁啓超思想研究専著」の中でアメリカの梁啓超研究を評した。詳

細には該論文を参照されたいが、本文では、筆者の研究と密接に関連する梁啓超の日本滞

在期の活動を中心に先行研究を検討する。海外での も早い梁啓超研究の専門書として、

レベンソンの『梁啓超与中国近代思想』（劉偉、劉麗、姜鉄軍訳、四川人民出版社、1986

年）（Joseph R.levenson Liang Ch’i-ch’ao  and the mind of modern China.Thames and Hudson 

1959）が挙げられる。この本は約半分の紙面を費やし、梁啓超の日本亡命期の思想的遍歴

を考察した。 

レベンソンは「歴史」と「価値」、「感情」と「理智」二組の概念を対応しつつ、中国の

伝統文化と西洋文明・価値観が衝突するという理論的枠組み内での梁啓超の思想変化を論

じていた。かくして、あらかじめ設定された枠組みの中で、梁啓超の思想を検討するには

限界があり、曲解もある。その研究手法は典型的な「伝統」――「近代」を二分し、「中

国」と「西洋」を対立させる形を取っている。レベンソンは優れた概念を生み出している。

たとえば、「文化成長型の類同（analogy of culture-growth）」を用いて、梁啓超が鼓吹した

「公羊三世説」11を解釈し、「文化価値の類同（analogy of cultural values）」などの概念を用

いて、中西文化の異同を探ろうとしている。極めてスケールの大きい発問で歴史的な意義

を持ち、今日なお議論に値するテーマを提供している。 

あらかじめ用意した概念の下に梁啓超の思想を検討するところはこの著作の問題点で

ある。レベンソンの二元対立観、西洋優位論での梁啓超研究は蕭公権先生が批判したよう

に「残念ながら作者が任公の言葉の主旨と精神を理解することができなかった。まさに博

引旁証、つまり調子に乗って喋り過ぎ、余計な小細工をして、かえってまずい結果となっ

たのである12。」。それもレベンソンの中国研究の限界であると思われる。彼は中国語の読

解はできないため、利用できる材料は英訳に限られるため、蕭氏の指摘も無理ではない。   

筆者が考えるのは、梁啓超が新思想、新文化は西洋の思想、文化を受け入れた際、どの

部分が西洋のもので、どの部分が中国伝統的に所持しているもので、さらに、梁啓超の独

自の工夫があったのか、もしあるとすれば、どの程度が彼の独自のものなのかを明らかに

しなければならない。その解決方法は梁啓超が参照したテキストと比較してから、初めて

得られる結論ではなかろうか。この場合、歴史事実を尊重する立場から見れば、オーソド

ックスな研究方法は依然として有効である。レベンソンの研究は問題意識を鮮明に打ち出

したところは魅力的であるが同時に複雑な歴史事実を単純化したところは争議も大きか

った。そのため、特に中国系学者の反撥を招いた。レベンソンの中国研究は典型的な自国

を中心としたアメリカ史学研究であって、その問題点が批判される対象となり13、そして、

                                                                                                                                                  
「調適」理論の枠組の問題点、材料の誤読などの問題点を指摘している。 

11 「公羊三世説」は一般に何休『公羊解詁』にみられる衰乱、昇平、太平の三世説に基づいているとさ

れる。康有為はそれを継承し、據乱、昇平、太平の大同三世説がある。両者の継承関係について、竹

内弘行「康有為の大同三世説――漢代公羊学説の継承を中心として」（『日本中国学会報』第 25 集）を

参照。 
12 原文は「可惜作者不能体会任公立言的意旨和精神，雖然旁徴博引，大放厥詞，却不免有捕風捉影，

弄巧成拙之感。」である。前掲張朋園『梁啓超与清季革命』序言、p7。 
13 アメリカの中国研究における西洋中心観を批判した著作として、Cohen,Paul A,Discovering history in 

China:American historical writing on the recent Chinese past.New York:ColumbiaUniversitypress,1984.がある。

この著作は中国語と日本語にも訳されている。林同奇訳『在中国発見歴史：中国中心観在美国的興起』



8 
 

レベンソンと異なる研究方法と観点を用いた梁啓超研究が現れた。 

張 は著書『梁啓超与中国思想的過渡（1890～1907）』（Hao Chang,Liang Ch’i-ch’ao and 

Intellectual Transformation in China1890～1907.Cambridge,mass:Havard University Press,1971）

の中で「中国中心観」という研究方法を用いた。西洋の衝撃に対する中国の対応という中

国側にとっての受動的な見方を批判し、中国内部での変化に注目した。張 は歴史的事実

を幅広く把握し、それによって形成された彼の梁啓超像はレベンソンと違って、より多面

的であった。 

しかし、崔志海は四つの問題点を取り上げた。 

1）張著が当時の社会政治背景を軽視しているように思われること。 

2）梁啓超思想の不連続性を軽視したこと。 

3）梁啓超の思想背景における明治日本の思想文化の役割を低く評価したこと。 

4）1890 年から 1907 年までという期間を限定とした梁啓超研究は当該書の 大の欠陥

だということ14。 

ここで、筆者が関心を持つ第 3 点目についてみていきたい。張 のこの著書が取り扱っ

た期間の半分は梁啓超の日本滞在期間である。この時期において、梁が受け入れた西洋学

問の多くが日本語で書かれた書物である。明治時代における日本の翻訳書は梁啓超の西洋

思想の受容に大きな影響をもたらした。明治日本の訳書には自国の事情に合わせ、改訳、

削除、増加などもよく見られる。梁啓超がこれらの著作を読み、彼の西洋思想への理解に

どの程度の影響をもたらしたのか、この問題を解決するには、西洋原著、日本語訳本、梁

啓超の作品三者の間で比較することが有効な解決法である。張 自身はこの問題に気付い

たようだが、問題提起を行ったものの、解決には至らなかった。そのため、張が下した「基

本的道徳と社会政治価値観などの面では、日本思想は単独的に梁に重要な影響を与えなか

った」15との結論は説得力が欠けていると言わざるを得ない。 

 黄崇智『梁啓超与中国的自由主義』（Philip C,C, Huang Liang Ch’i-ch’ao and Modern 

Chinese Liberalism,Universitu of Washington Press.1973）という著作は梁の自由主義思想を中

心に中国近代の自由主義の発展を明かにしようとの目的で書かれたものである。黄が思う

に、梁啓超の自由主義思想の核心は「新民説」であって、儒教、日本及び西洋の自由主義

学説が含まれている。当該書は日本の思想界が梁啓超に与えた影響、特に自由主義面での

考察に力を入れている。また資料面では、日本外務省の秘密警察報告の中に、梁啓超の日

本での活動記録を「発見」したことは特筆すべきであろう。黄が言う。 

  

  市古宙三教授はわたしに現代中国に関する日本の学問の仕方を手引きし、文書の探求

という仕事を私に課した。それが、梁に関する数千頁の日本警察文書の発見に導いた。
16 

黄氏の発見は石雲艶『梁啓超与日本』（天津人民出版社、2005 年）の後記に書かれて

いる、石氏の上記の資料「発見」より 33 年早かった。しかし、両者の発見の主張の前に

                                                                                                                                                  
中華書局、2002 年。佐藤慎一訳『知の帝国主義：オリエンタリズムと中国像』平凡社、1988 年第 1 章

を参照されたい。 
14 前掲崔志海「評海外三部梁啓超思想研究専著」pp．41－46。 
15 崔志海、葛平夫訳『梁啓超与中国思想的過渡（1890-1907）』江蘇人民出版社、1993 年、pp．102－103。 
16 原文は「Professor Ichiko Chuzo introduced me to Japanese scholarship on modern China and set me on a 

search for documents that led to the discovery of the thousands of pages of Japanese police reports on Liang.」で
ある。Philip C,C, Huang Liang Ch’i-ch’ao and Modern Chinese Liberalism,Universitu of Washington 
Press.1973.Preface,8. 
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すでに日本の研究者によって発見されていた。おそらく黄氏も石氏も日本側の研究を参照

しなかったのではないかと筆者は思う。梁啓超に関する日本外務省の秘密警察報告の存在

はすでに永井算巳「清末における在日康梁派の政治動静」（『信州大学人文科学論集』１、

1966）によって明かにされていた。 

 

 

4、日本の梁啓超研究 
 
 日本の梁啓超研究は梁の日本滞在期を中心とした論文が多く見られる。新聞雑誌は梁啓

超の動向の把握、評価のほか、梁啓超の著書の出版を行った。下河辺半五郎編『壬寅新民

叢報彙編』（1904 年）の東京での発行はその一例である。また、日本の梁啓超研究は彼の

政治的人物像に注目が集まり、それに関する研究が目立つ。たとえば、『支那』雑誌に「袁

の逆施に対する梁啓超の意見」（上、下、1916 年 5 月 15 日、1916 年 6 月 1 日）があり、

『燕塵』雑誌は「財務総長梁啓超」（1917 年 9 月 20 日～1917 年 11 月 10 日）を題に、四

回にわたり連続で、政府閣僚としての梁啓超の動向に留意した。 

学者としての梁啓超という側面に視点を当てた研究は少ないものの、日中比較、日中交

流という視点での論考は早い時期に現われた。これは、日本の梁啓超研究の一つの特色と

言えよう。中村忠行先生は早くから梁啓超と日本文学との関係を指摘し、梁啓超を含め、

日中比較文学の視点での論文を発表していた17。ただし、多くの論説は関連性を指摘した

ものの、更なる検討余地のあるものが少なくない。たとえば、中村先生はいち早く梁啓超

と天野為之の中国経済についての交流関係を指摘したが、両者の間で如何なる交流を行っ

たのかは論じなかった。また、両者の筆談を見た中村先生は、その貴重な資料を部分的に

公開したが、公開されなかった部分に、両者の意見の食い違い、または日本側に不利と思

われる内容があると思われる。そのため、筆者は両者が親交から絶交までの経歴を辿り、

その真相の解明に努めた18。 

 前記のアメリカの梁啓超研究と比べ、日本の梁啓超研究は明らかに遅れていると言わざ

るを得ない。日本では 90 年代後半からようやく梁啓超に関する研究書が上梓された。す

なわち、京都大学人文科学研究所梁啓超研究班が行った共同研究の成果にまとめられた

『共同研究 梁啓超 西洋近代思想受容と明治日本』（1999 年）である。 

当該書は全部で 13 篇の論文が収録されているが、竹内弘行「梁啓超の康有為への入門

従学をめぐって」と村尾進「万木森々：『時務報』時期の梁啓超とその周辺」の二論文は

来日前の梁啓超を論じていた。ほかの論文はすべて梁啓超の日本滞在期の活動を中心に検

討したものである。また、題目で示されたように、経済思想、革命と変革、近代の超克、

佛学、哲学など凡そ政治思想を中心に幅広い分野で論説を展開し、梁の思想と明治日本と

の関連性を探った。この本は実証的な手法を用いて、資料を特に重視していた。そのため、

得られた結論には説得力があり、高く評価されている19。共同研究は日本経由とされる梁

啓超の洋学の源流を探り、具体的なテキスト分析を行い、梁の著作における受容状況が明

らかにした。ただし、問題点がないわけでもない。桑兵の書評では、以下のような三点が

                                                   
17 たとえば、中村忠行「中国文芸に及ぼせる日本文芸の影響 1－5」『台大文学』7 巻 4 号～8 巻 5 号、 

1942 年 12 月～1944 年 11 月。 
18 本文第二章第三節「梁啓超と天野為之における版権問題の議論」を参照されたい。 
19 中国側では桑兵「梁啓超的東学、西学与新学――評狭間直樹『梁啓超 明治日本 西方』」（『歴史研

究』2002 年第 6 期）の書評が挙げられる 。 
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指摘された。   

第一に、日本的要因の点でのみ梁啓超の思想を検討しているので、その思想理解には一

面性があり、曲解する可能性も否定できない。 

第二に、人間の思想と行為の因果関係は多様性を呈し、テキスト分析、比較の手法を用

いて、梁啓超の思想的変化の軌跡をたどるには限界がある。 

第三に、同一文化因素が異なる文化システムの間に伝播することに際し、引き起こした

変異の原因を探るべきである20。それを踏まえて、筆者はさらに二点を付け加えたい。一

つは日本の中国近代史研究では「革命」を高く評価する傾向が見られ、豊饒なる孫文研究

の著作の上梓、活発な研究活動と比べ、本格的な梁啓超研究はこれからであると思われる。

『共同研究』一書には、文学運動を主題とする論文はわずか 3 篇のみである。梁啓超の政

治思想を主とした研究が依然として中心を為していた。しかし、梁啓超は基本的に学者型

の政治的人物であって、その文学面での討究が軽視されているように思われる。日本人の

漢訳を断念させたほどの漢文力は彼の文章が発揮した絶大の影響力の中で、その役割はほ

とんど考慮されなかった。すなわち、文学修辞、工夫の面で、梁啓超の日本文学の受容を

検討するべきではなかろうか。もう一つは、梁啓超の趣味、関心は極めて広範である。梁

啓超の当時の日本をかけ橋とした西洋近代思想の受容は政治、哲学、経済などに限らず、

教育、美学、音楽などと多岐にわたっていた。そのため、更なる研究成果が期待できると

思う。 

 

二、本研究の概要、独創性と研究法 
 
 筆者は本研究において、基本的に新しい領域の開拓と新しい角度から問題提起を試みる。

本論の本体は四章から構成される。第一章では、梁啓超と日本語について研究する。14

年間日本で暮らした梁啓超から日本語を外した日常生活は考えられない。そのため、日本

に着いてまもなく、日本語の勉強に取り組んだ。近年、梁啓超が編纂した『和文漢読法』

が確認されてから、多くの研究がなされた。本章では筆者が新たに発見した『和文漢読法』

について、内容の解説に加えて、この本を日本人が如何に評価しているのか、という新し

い角度から筆者は梁啓超と日本語の関係を解明する。 

 第二章は、梁啓超の版権観についての研究である。これまでこの分野での研究は僅少で

ある。これは新しい領域の開拓に属するであろう。そのため、まず、梁啓超の版権に関す

る論説を精査する。そして、梁啓超と天野為之との交流、論争の材料を取り上げ、両者の

版権観の異同を明らかにし、両者は親交から絶交までの原因究明に努める。 

 第三章は、梁啓超の詩界革命論と日本の関係をめぐる研究である。中国近代文学史にも

言及するほど有名な梁啓超の詩界革命は決して新しい研究課題ではない。しかし、それを

日本との関係という新しい角度から見れば、新しい発見がある。たとえば、バイロンの名

詩 The Isles of Greece(日本語訳名「ギリシャの島々」)は梁啓超によって初めて中国人に漢

訳して紹介された。梁啓超の訳文は日本人の著作を参照したと魯迅は 1925 年すでに明言

していた。しかし、梁啓超が誰のどの訳本を参照したのかは依然として未解決の問題であ

る。本論の第三章では、この謎を解き、梁の翻訳に見られる取捨選択の原因を明らかにし、

梁訳の独自性を検討する。 

 第四章は梁啓超の音楽作品と明治日本の関係について検討したものである。梁啓超は音

楽家ではないが、音楽について論説を発表した。また、音楽家曾志忞との関係はよく論じ

                                                   
20 桑兵「梁啓超的東学、西学与新学――評狭間直樹『梁啓超 明治日本 西方』」（『歴史研究』2002 年

第 6 期）pp．165-166。 
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られている。しかし、梁啓超自ら創作した音楽作品についての検討はほとんど見られない
21。さらにそれと日本との関係はどうなっているのか、梁啓超の音楽理論は日本から何を

受け入れ、その独自性はあるのか、もしあるとすれば、それはどこにあるのかの問題意識

の下に上記の疑問解明に論を展開する。 

 研究法については基本的資料を 重要視し、それを用いた実証研究、分析を中心に行う。

梁啓超の多くの論説、翻訳作品は日本語に書かれたものを参照したため、日本との比較に

よって梁啓超の文学理念の解明に有効であると考え、第三、四章では、比較の手法を用い

て研究を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
21 たとえば、銭仁康『学堂楽歌考源』（上海音楽出版社、2001 年）には清末民初の学校唱歌 392 首の曲

譜の源流を考証したが、梁啓超が創作した曲は一つも含まれていない。 
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第一部 渡日時の梁啓超が直面した問題とその解決法 

第一章 梁啓超と『和文漢読法』 

第一節 日中批評史の視点から見る梁啓超の『和文漢読法』 

              

はじめに 

 

 日本の明治維新を手本とした戊戍の変法が西太后の鎮圧によって失敗に終わった。変法

運動の中心人物の一人である梁啓超は伊藤博文らの協力で日本に亡命した。梁啓超は日本

で再起を図るには、まず日本語を身につける必要がある。そのため、彼は自分より一年早

く日本に来ていた同郷の羅普（字孝高、生卒年不詳）を師と仰ぎ、日本語を学んだ。その

学習経験を生かし、梁啓超は羅普と共同で『和文漢読法』という日本語学習本を編纂した

22。 

『和文漢読法』に関するこれまでの評価は次の通りである。発売当初、蔡元培（1868

～1940）はそれを高く評価し、日本語の学習の現場に応用し、学生たちに『和文漢読法』

を薦め、日本語の学習や、日本語著作の読解、翻訳に用いている。30 年代には、周作人

（1885～1967）が随筆「和文漢読法」の中で「『和文漢読法』の影響は今なお絶大であっ

て、一方で日本語の習得を奨励しながら、一方では誤解の種をまき日本語をひどく易しい

ものに思いこませる、といった二つの事態がいままで続く」23と述べ、日本語の独自性を

強調するため、『和文漢読法』の批判を行った。 

90 年代になって、夏暁虹氏は「和文漢読法」なる一文を発表し、夏氏の紹介によって、

京都大学文学研究科図書館所蔵の版が確認された。その後、『和文漢読法』に関する研究

が急増し、比較文学、中国近代史、または日本語教育史などに関連する分野の人々によっ

て、研究されてきた。 

『和文漢読法』は、発売から今日まですでに百年以上の歳月が経ったが、それが評価さ

れ続けられて来たこと自体極めて興味深いことである。『和文漢読法』をめぐってその評

                                                   
22 『清議報』第 10 冊（1899 年 2 月）に梁啓超自身の文章「日本語を学ぶ益を論ず」に「私は『和文漢 

読法』を編纂した。これを学習すれば、少し頭を使わずに、莫大な成果を上げられよう。」と認めた。

また、羅普の「任公逸事」に二人合同で『和文漢読法』を編纂したことを記録していた。「お互いに検

討を重ねて、若干の通例（全 42 節）を定め、初めて日本語を習うものに、いきなり中国語の語法に従

って返り読みさせてみたところ、十中八九、それで通じたので「和文漢読法」を著して出版した。完

璧とは言えないものの、その効果はなかなか大きかった」。島田虔次編訳『梁啓超年譜長編』第 1 巻、

岩波書店、2004 年、p289。 
23 周作人「和文漢読法」『苦竹雑記』実用書局、1972 年、ｐ257。訳文は木山英雄編訳『日本談義集』

（平凡社、2002 年、p208）から引いたものである。 
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価に触れている論文はいくつか見られるが、これまでに歴史の変遷を軸とした『和文漢読

法』に関する評価を検討する論文は未だ見うけられない。したがって、本節では『和文漢

読法』への評価を発売当時、30 年代、90 年代、そして日本での評価に分けて列挙しなが

ら、その評価の経過、基準と原因について論じたい。 

 

1、これまでの中国『和文漢読法』の評価 

１）発売当時の『和文漢読法』 

 『和文漢読法』は、日本で刊行され、留学生に大好評を得ていた。さらに、梁啓超が主

筆を務めていた『清議報』に広告を掲載し、『和文漢読法』は上海でも販売されているこ

とが判る。当時、中国でも『和文漢読法』が広く読まれていた。また、教育家として高名

な蔡元培もこの『和文漢読法』と深く関わっていた。 

1897 年 10 月、蔡元培は東文書社を籌画する際に、日本語を学び始めたという24。1898

年 8 月、蔡元培は紹興中西学堂の校長に就任し、学習カリキュラムを改革し、外国課程に

日本語を追加した。その後、蔡は 1901 年 8 月、上海南洋公学25の総教習（教頭）に命じ

られたが、彼はここにおいても教育改革に着手し、南洋公学特班では 9 月のカリキュラム

が初級と上級のクラスに分けられ、上級のクラスでは、外国語という授業科目に「和文漢

読法」が追加された。 

そして、注目すべきことは、単なる外国語授業に“和文漢読法”を導入しただけでなく、

他の教授する科目は日本語と密接に関連する文字が残されていた。例えば哲学の科目では、

注釈に「和文可訳」（日本訳、可能）と書かれ、博物という科目では、「用和文植物学訳講」

（日本語の著作「植物学」を用いて訳しながら講ずる）と書かれている。このカリキュラ

ムでは『和文漢読法』を重視し、かつ教員側では、日本語の著作を訳しながら講義をする

という実態が見うけられる。 

さらに、蔡氏の日記から和文漢読法を用いて日本語を習得していることが見られる。 
 

介石が来宅、一緒に日本語学堂へ行き、その後、燕生、州髄を訪問、州髄は『寄学速

成法』印本の不備を示してくれ、『和文漢読法』は詳細だと言った。（1901 年 11 月 20

日） 

学生諸君のうち、和文漢読を学びたい者があれば、即日授業を始める。その後、月曜、

水曜は和文漢読の授業日と定める。（1902 年 2 月 17 日） 

                                                   
24 『蔡元培全集』第 15 巻、浙江教育出版社、1997～1998 年、p203。 
25
 南洋公学は 1896年清末の洋務派盛宣懐によって上海に創立された中体西用を主旨とする学校である。 

現在の上海交通大学の前身である。日本の師範学校にならって、附属小学堂、中学、高校、大学にあ

たる学堂も併設された。（盛毓度「我祖父弁南洋公学的経過」『解放前上海的学校』中国人民政治協商

会議上海市委員会文史資料工作委員会編、上海人民出版社、1988 年）pp．33－38。 
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クラスメート全員、和文漢読法を学び始める。（1902 年 3 月 21 日）26 
 

 上記の日記から、蔡元培は教育での現場では『和文漢読法』を用いていることが明らか

になったが、果たしてその成果が現れただろうか。蔡元培は 1936 年 4 月「36 年前の南洋

公学特班を記す」一文の中にこう記している。 
 

そのころ、学生の中で、英文を読める者は甚だ少なかった。学生達は皆、日本語で

書かれた書物を読もうと思い、私は彼らに日本語を学ばなくても日本語が読める、

つまり徹底的ではない方法を彼らに教えた。そして何日も経たないうちに、皆日本

文を読むことができるようになり、翻訳する者も出てきた。27 
 

と大変誇り高く述べている。つまり、喜ばしい成果があったからである。そして、彼のい

わゆる「徹底的ではない方法」はすなわち、日記にも記している「和文漢読法」である。

蔡は「和文漢読法」が徹底的ではない学習法と知りながら、自信満々に述べているのはな

ぜだろうか。その原因は恐らく少ない労力の投入で、多いに収穫が得られることにあるだ

ろう。王昇遠氏の研究によれば、当時、南洋公学特班に在籍している蔡元培の教え子邵力

子（1881～1967）は梁啓超の『新民叢報』第 9 号に「ダーウィン、ハクスリー、スベンサ

ーらの著書について、『天演論』『名学』を除き、その他の諸書に、日本では訳本があるで

しょうか？御乞返事。」28という内容の投書を掲載していた。この投書の内容について、

王氏の解釈では邵力子の投書の目的は日本語で訳した名著を中国語に重訳するためであ

る。確かに邵が目的を明言しない限り、投書の目的は日本語の訳本を探して、訳しようと

していることは否定できない。しかし、少なくとも、これを見れば、邵力子を含め、『和

文漢読法』を使い、日本語の読解能力を身に付けた学生らはすでに、自発的に日本語の本

を探し読んでいたと言える。現に、邵の同窓である李叔同（1880～1942）が玉川次致の『法

学門径書』と、太田政弘、加藤正雄、石井謹吾が著した『国際私法』を翻訳したという29。 

 以上、『和文漢読法』による学習の成果について、蔡元培がそれから 36 年後の回想録に

おいても、『和文漢読法』に肯定的な態度を示している。だが、蔡元培は『和文漢読法』

の弱点をもはっきりと認識していた。それは、日本書を読むことに限られ、会話による交

                                                   
26 原文は「介石来，同至日文学堂，看燕生，州髄。州髄以『寄学速成法』印本不全者見示，視『和文漢

読法』為詳。（1901 年 11 月 20 日）学生有願習和文漢読者，是日始課之。嗣後於月，水，金，日為常

課。（1902 年 2 月 17 日）全班学生始学和文漢読法。（1902 年 3 月 21 日）」である。『蔡元培全集』第

15 巻、浙江教育出版社、1998 年、pp．370－393。 
27 原文は「其時学生中能読英文者甚少。群思読日文書、我乃以不習日語然強読日文書之不徹底法授之、

不数日、人人能読日文、且有訳書者。」である。『蔡元培全集』第 7 巻、中華書局、1989 年、p67。 
28 原文は「達爾文、約翰彌勒、赫胥黎、斯賓塞等所著書除『天演論』『名学』外，其余諸書日本均有訳

本否。乞示復。」である。『新民叢報』第 9 号、p93。 
29 王昇遠、唐師瑶「蔡元培的東文観与中国日語教育――従紹興中西学堂到南洋公学特班」『中国大学教

学』2008 年第 3 期、p87。 
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流は困難だということである。ただ、『和文漢読法』の著者梁啓超自身は日本語の学習に

は会話を目的とせず、もっぱら日本書を読めるようにしていた。この点に関して、蔡元培

も同様な考え方を示した。蔡元培の日記から、彼は 1897 年から日本語を学び初めたが、

一年経っても日本人教習との会話交流ができず、筆談を余儀なくされたことが分かる30。

しかし、この点について、蔡元培は全く気にせず、「私は日本語がしゃべらないが、日本

の文章を読むことができた」31と述べている。 

蔡元培は『和文漢読法』の弱点を知りながら、それを高く評価したのはなぜか。それは

『和文漢読法』が有する即戦力性にあると考えられる。今日われわれの経験から見れば、

一つの外国語を習得するには、普通の人では長い時間と膨大な精力を費やしてこそ、はじ

めて修得出来るといえよう。この長い学習道には、苦労はつき物である。ところが、蔡元

培の日本語学習には苦労したような記述は見られず、対照的に、蔡元培はドイツ語の学習

には辛酸を嘗めたようである。翻訳はもちろん、ドイツ語を理解することさえ容易なこと

ではないと蔡元培の回想文から読み取れる。 
 

私はベルリンに一年間滞在し、毎日、何時間もドイツ語を学び、何時間も国学を教え、

何時間も商務印書館のために本を編集し、そして何時間も同窓生との付き合いに使い

…と、実に忙しい。ドイツ語の進歩は甚だ遅い、もしこのような繰り返しで、何にも

得られずに帰国するのは惜しいことではないか。32 
 

対照的に、蔡元培自身の日本語学習は短時間に、成果を上げている。今日のわれわれが

驚く程の上達スピードで日本語を使いこなした。前に述べたように、彼は1897年10月に、

日本語を学び始め、そして翻訳を始めたのはわずか 8 ヶ月後のことである。彼の日記には 
 

『日本小文典』の序を訳す。（1898 年 6 月 22 日） 

日本『農会報』を訳す。（1898 年 6 月 25 日） 

『万国憲法』を訳す。（1898 年 7 月 1 日） 

夜『俄土戦史』の数頁を訳す。意味が明白で、自由に文章が表現できる楽しみがある。

（1898 年 7 月 9 日）33 
 

                                                   
30 前掲王昇遠、唐師瑶「蔡元培的東文観与中国日語教育――従紹興中西学堂到南洋公学特班」、p85。 
31『蔡元培自述』2004 年、p34。 
32 原文は「我在柏林一年，毎日若干時習徳語，若干時教国学，若干時為商務編書，若干時応酬同学， 
実苦応接不暇。徳語進歩甚緩，若長此因循，一無所得而帰国，豈不可惜」である。蔡元培「我在教育 
界的経験」第 7 巻、中華書局、1989 年、p298。 

33 原文は「訳『日本小文典』序一紙。（1898 年 6 月 21 日） 

訳日本『農会報』。（1898 年 6 月 25 日） 

訳『万国憲法』。（1898 年 7 月 1 日） 

夜訳『俄土戦史』数叶。有文従字順之楽。（1898 年 7 月 9 日）」である。 

前掲『蔡元培全集』第 15 巻、pp．183－186。 
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特に、1898 年 7 月 9 日の日記では、翻訳に楽しみを感じ、外国語としての日本語を自

由に扱う様子がうかがえる。 

 当時、中国の知識人の日本語に対する認識はほとんど西洋知識、文明を吸収する手段に

すぎないと考えていた。多くの青年たちは、救国の活路を求めるため、日本に留学してき

た。その上、時間をかけて日本語を学習する社会環境も備わっていなかった。さらに、梁

啓超の著作が当時の青年たちに愛読され、梁は「日本語を学ぶ益を論ず」などの文を書い

て、『和文漢読法』を宣伝した。そして、蔡元培は教育の現場で『和文漢読法』を活用し、

それを学生たちに薦め、かつ自ら『和文漢読法』を用いて、日本語の著作を読み、翻訳も

行なって来たのである。 

 

2）30 年代における『和文漢読法』 

 30 年代における『和文漢読法』についての評価として、周作人が書いた同名の随筆「和

文漢読法」がある。周の文章から『和文漢読法』の評価に関する部分を取り出し、それを

概観してみよう。 
 

  梁任公が、『和文漢読法』を著したのは何年かはっきりしないが、いずれ庚子（1900）

のごろだったろう。すでに 30 年余りにもなるのに、その影響は今なお絶大であって、

一方で日本語の習得を奨励しながら、一方では誤解の種をまき日本語をひどく易しい

ものに思いこませる、といった二つの事態がいままで続く。34 
 

梁啓超の「和文漢読」を適用する漢文調の日本語は 30 年代になって、次第に使われな

くなった。さらに、周作人は黄遵憲（1848－1905）の日本語に対する見解を例に、日本語

の独自性を強調した。周は日本語学習について以下のように述べている。 
 

言葉にはそれなりの生命があることを知り、それに対して何分かの愛着と理解を抱く

までになる必要があろう。そうなるには、根本的に口語から入り、さらに名家の書い

た文章を多いに読んではじめて、本当に分かってくるのであって、規則を何十条か覚

え社会科学書に数冊を通した程度で到達できることではない。そこで次の意見はこう

である。日本語を習うにはせいぜい悠長に構えて、なるべく多くの時日をかけること

が必要で、やむをえぬ場合はともかく、くれぐれも速成を求めるべきでない。蓋し、

天下には、速成ということは不可能である。35 

 

以上から見れば、周作人は『和文漢読法』を用いる日本語学習に反対し、速成教育を求

めるべきではないと表明した。だが、疑問点はいくつがある。まず、周の記憶によると梁

                                                   
34 前掲周作人「和文漢読法」『苦竹雑記』、p257。 
35 周作人「関於日本語」木山英雄編訳『日本談義集』平凡社、2002 年、p156。 
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啓超の『和文漢読法』が持てはやされたのは 1900 年前後のことである。周のこの『和文

漢読法』を評する随筆は 1936 年に公表したものである。つまり、30 年前の印象と現在の

状況を総合した評価であって、その重心を 30 年代に置いたことがわかる。 初『和文漢

読法』に接した周作人の感想は如何なるものか。 

1901 年 8 月、17 歳の周作人は南京水師学堂に入学し36、その時彼は梁啓超の著作に夢

中になっている様子が日記から見ることができる37。『和文漢読法』は当時上海でも販売

されているし、周作人自身が日本へ留学するに当たって持っていく書物の一冊として日記

の中に明記している38。このように、日本語の啓蒙では、当時、周作人は梁啓超の『和文

漢読法』の恩恵を受けていた。 

だが、1900 年代の社会においては、法政速成は時代の潮流であり、日中両国教育の有

識者たちの共通認識だったといえる39。周作人はむしろ特殊な例だったと思われる。たと

え周作人が『和文漢読法』に対して疑念を抱いても、当時、10 代後半から 20 代前半の若

者が、文壇の風雲児に異を唱えたとは考えられない。しかし、周作人の梁啓超の『和文漢

読法』に対する批判の種はすでにこの時期に蒔かれていたのである。『周作人評伝』では、

来日初期における周の動向を紹介している。 
 

当時、ほとんどの留日学生は、明治維新の成功経験や、西洋文明の経験を速やかに会

得し、日本文化と西洋文化の一致、或いは共通性に着目した。しかし周作人は、あえ

てこの功利観念を避け、彼自身の性格や、好奇心といにしえを思う精神から日本文化

と西洋文化との違いの根源に注目した。これは一種の純然たる主観的な鑑賞の態度で

                                                   
36 張菊香、張鉄栄編著『周作人年譜』天津人民出版社、2000 年、p38。 
37 「夜向同学黄君明弟借得『新民叢報』11 号，6 月溯出。閲之。内好書甚多，卒皆飲冰子所著。看至半

夜，不忍就枕。善哉！善哉！令我有余慕。（夜、同窓黄君明から 6 月出版した『新民叢報』第 11 号

を借り、これを読んだ。中には、良い本が甚だ多い、すべて飲冰子[梁啓超のこと]が著したもので

ある。夜半まで読み、就寝に忍びない。いいぞ、いいぞ。私は仰ぎ慕わせる。（1902 年 7 月 3 日記

す）」 

「上午抄『飲冰室詩話尺牍』及摘録『新羅馬伝奇』、『新民説』等…（午前『飲冰室詩話尺牍』を写し、

『新羅馬伝奇』、『新民説』などを摘録する。）（1902 年 7 月 4 日記） 

「夜借得『自由書』一冊。閲之，美不勝収。至四更始閲半本…（夜、『自由書』の一冊を借り、これ

を読んで、立派なものが枚挙にいとまない。四更[午前 1 時から 3 時ごろ]まで、半分を読んだ…（1902

年 7 月 6 日記す）」『周作人日記』上、大象出版社、1996 年、pp．344～345。 
38 「兄は浙江省から来て、とてもうれしい。多くの本を持ってきた。（中略）『和文漢読法』を持参する」 

陳力衛「梁啓超の『和文漢読法』とその「和漢異義字」について――『言海』との接点を中心に」、沈 

国威編著『漢字文化圏諸言語の近代語彙の形成――創出と共有――』関西大学東西学術研究所国際共

同研究シリーズ 6、関西大学出版部、2008 年、ｐ423。 
39 北岡正子「魯迅日本という異文化の中で：弘文書院入学から「退学」事件まで」、関西大学出版部、

2001 年。 
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ある。40 

 

もちろん、文学における個人の好みは周作人本人の性格に由来するところが大きいが、

やはり、二人の文学観の相違に『和文漢読法』に対する判断が大きく関わっていると思わ

れる。梁啓超が『和文漢読法』を書く意図を取り上げて比較すれば、周作人とずれている

ことが明らかである。梁は『和文漢読法』を書く前、彼の師である康有為の「日本書目」

を読み、感想文として「読日本書目志書後」を残している。 
 

泰西諸学の書は、その精たるものを日本人がすでに略訳しているので、われはその

成功によってこれを用いるべき、泰西を牛とし、日本人を農夫として、われは座っ

てこれを食べる。41 
 

ここでは梁啓超の意図がすでに見られる。彼は『和文漢読法』を書いたあと、「東籍月旦」

（日本語著作に対する論評）という文章を発表した。それを見ると、さらに、日本書を通

じて、西洋の科学文明を視野に入れていたことが明白である。そのなかに挙げられた書物

は大抵政治類、法律類の書物である。周作人が言った俗文学の本は一冊も含まれていなか

った。結局、梁啓超の考えでは、留学生が日本語を学習するのは日本の法律、政治を学ぶ

ためであり、けっして俗語が多く含まれる俗文学を学ぶことではない。周作人は「和文漢

読法」において、日本文についてこう述べている。 
 

今日の日本文は、おそらく法律関係のが一番読みやすいだろう。次は社会、自然科

学で、文芸が一番難しい。さすが仮名一本槍の文章こそないが、なにしろ市井の細

民閭巷の婦女のことを書いているので、口語から入らなければ理解しかねるわけだ。

42 
 

すなわち、政治性が強い文章においては、漢字が多く取り入れられているため『和文漢読

法』の活躍が期待できるが、文芸など多くの俗語が含まれている文章には、『和文漢読法』

の力は発揮できない。周はもっぱら俗文学に注目し、梁啓超は政治性の強い文章に関心を

示し、両者は正反対の方向へ向かうことによって、意見の対立も当然のことであろう。 

そして、30 年代になり、周作人自身が提唱している“平民文学”の一環として、日本の

大衆文学を精力的に紹介している。彼は日本の大衆文学に関する多くの散文、随筆を発表

し、「日本管窺」、「東京散策記」、「日本語について」、「日本話本」はその類のもので、「和

文漢読法」がその中に含まれていた。梁啓超が編纂した『和文漢読法』は漢文調で書かれ

                                                   
40 李景彬、邱夢英『周作人評伝』重慶出版社、1996 年、p38。 
41 原文は「泰西諸学之書，其精者日人己略訳之矣。吾因其成功而用之，是吾以泰西為牛，日人為農夫，

而吾坐而食之」である。梁啓超「日本書目録読後感」『飲冰室文集』二、中華書局、1989 年、p54。 
42 前掲周作人「和文漢読法」p260。 



19 
 

た日本語の読解には大いに役立つが、結局俗語の分野では力を発揮できないという主張が

周作人のこの文章を書いた狙いであった。周は随筆「和文漢読法」の結びのところで、文

学は俗という潮流にあり、梁の『和文漢読法』は俗文に対応できないと指摘した。 

 以上、周作人は 30 年代に、日本文芸研究者の立場で、自ら打ち出した“平民文学”の一

環として、梁啓超の『和文漢読法』を取り上げ、俗語の世界では『和文漢読法』はほとん

ど力を発揮できないことを指摘し、もっぱら語学的な意味、文学的な面で、『和文漢読法』

を評価した。その評価の背後には、大衆文学を重視する姿勢が存在し、平民文学推進の一

環であったと考えられる。 

 

３）90 年代以来の『和文漢読法』評価 

 30 年代後半から 80 年代まで、この間、中国では抗日戦争、内戦、文化大革命などの社

会的混乱が続き、学術研究の環境が備わっていなかったと考えられる。また、『和文漢読

法』は梁啓超研究の一部分であったので、その評価も梁啓超研究の動向に大きく左右され

る。中国では、梁啓超は革命派の孫文とは対照的に取られがちで、長期にわたって、評価

されなかった。しかるに、改革開放を気運に、文学、思想の自由化も進み、特に 90 年代

に入って、梁啓超研究も盛んになり、『和文漢読法』の評価を含めたいくつかの論文が漸

く見られるようになった。 

 『和文漢読法』研究のきっかけを作った夏暁虹氏は論文「梁啓超与『和文漢読法』」の

中で、こう評価している。 
 

梁氏のこの小冊子の流行は、清末知識界の新しい知識を学ぼうとする気運の高まりの

表われである。（中略）実は、梁啓超はこれに対して、早くも自嘲的なことばを残し

ている。「わたしは『三字経』の冒頭「人の初、性はもと善なり」の「性はもと善な

り」まで読めば、人に「人の初」を教えた。と、あとにつづく「性は相近し」以下を

まだ読んでいないから「人の初」の一句をも理解できないだろう、とは考えなかった。

このような教え方をすれば、人を誤らせずにはすまないであろう」。しかるに、これ

こそ任公先生の愛すべきところである。今日、梁氏のように倦まずたゆまず、高潔な

方法で人を教授し“道を伝え、業を授け、惑いを解く”人ははたして何人いるだろう。

43 
 

夏氏は、梁の『和文漢読法』は清末の知識人が新しい知識を求めるための、時勢に答え

た本と評価した。と同時に、その弱点も指摘した。それは梁氏自身が習得した知識をただ

                                                   
43 原文は「梁氏這本小書的盛行一時，仍然充分体現了晩清知識界対求取新知的渇望。（中略）其実，梁

啓超対此早有自嘲妙語：「我読到“性本善” ，則教人以“人之初”而己，殊不思“性相近”以下尚未読通，

恐“人之初”一句亦不能解，以此教人，安見其不為誤人」。然而，這正是任公先生的可愛処。如今，像梁

氏這般孜孜不倦，金針度人的“伝道授業解惑”者，還有幾人」である。夏暁虹『閲読梁啓超』生活・読

書・新知三聯書店、2006 年、pp．285－286。 
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ちに他人に伝えるという未熟さである。実は、これは、梁啓超自身の『和文漢読法』に対

する評価でもある。この本は時勢に答えた本と彼はすでに認識していた。ゆえに、彼は「論

学日本文之益」（日本文を学ぶ益を論ず）の中で、『和文漢読法』を学習者に薦めた。 
 

私は『和文漢読法』という本を編纂している。学習者はこれを読むと、少しの労力を

も費やさずに、たくさんの日本語知識が得られる。これは偽りではない。私の友達は

多く経験した。44 
 

いわゆる未熟さ、つまり、学問に対して、厳密ではないことも梁啓超は自覚していた。 
 

私は日本に来たばかりの時、同窓羅君（羅普、字孝高）に付いて日本語を学んだ。羅

君は簡易な方法で私に教えてくれた。その後、相次ぎ日本に来た中国人は、私に日本

語を学ぶ方法を問う。そのため私は『和文漢読法』を著し、彼らに教えた。これは己

亥（1899 年）夏、5、6 月の間のことであった。その本はわずか一昼夜で完成された

ため、いい加減なところが多くて、その上、その時の私はまだ日本語の文法に通暁し

ていなかったため、とりわけ誤りも少なくなかったと思う。ただこれは、一二の親友

に見せるだけのもので、世に出すのは恐縮である。私の西遊後、学生諸君が勝手にそ

れを出版し、今しばしば版を重ねり、しかし、再び読むと汗顔なり。45 
 

夏氏は梁の矛盾点を押さえると同時に、評価したのは、師者としての、「道を伝え、業を

授け、惑いを解く」の美徳である。倦まずたゆまず、自国人に未知な知識を紹介しつつ、

啓蒙思想家として果たした功績が大きいことは否定できない。 

 2002 年、『日本学刊』に北京日本学研究センターの徐一平氏の「中国的日本語研究史初

探」なる一文が掲載された。論文は梁の『和文漢読法』を取り上げ、こう評価している。 
 

この種の読書や新聞を読む等、ただその大意が分かることを目的とした「和文漢読法」

は、短期的な問題の解決や、あるいは短時間内においての閲読という目的を達成でき

る点では評価できると言えよう。ただしこの方法は、結局は本当に日本語を身につけ

たとは言えない。しかもたとえ理解したとしても会話での交流はできず、一種のしゃ

べらない日本語にすぎない。前文で言及したようにこの方法は、西洋の宣教士らの口

語に着目し、方言の理解にも勤め、本当に普通の日本人との交流を可能にした方法と

                                                   
44 原文は「余輯有和文漢読法一書，学者読之，直不費俄頃之脳力，而所得己無量矣。此非欺人之言。

吾同人多有経験之者」である。梁啓超「論学日本文之益」『清議報』第 10 冊、1899 年 4 月 1 日、p4。 
45 原文は「鄙人初徂東時，従同学羅君学読東籍。羅君為簡法相指授。其後続有自故郷来者，復以此相質，

則為草『和文漢読法』以語之。此己亥夏五六月間事也。其書僅以一日夜之力成之，漏略草率殊多，且

其時不解日本文法，訛謬可笑尤不少，惟以示一二親友，不敢問世。後鄙人西遊，学生諸君竟以災梨棗，

今数重版矣，而一復読，尚覚汗顔。」である。『新民叢報』第 15 号“問答”欄（1902 年 9 月）pp．94－

95。 
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比べて、科学的ではない、あるいは遅れていると認めざるを得ない。さらに重要なの

は、梁啓超のような革新的な政治家でさえ、日本語をこのように見なした。「和文漢

読法」を用いて日本語を学習するならば、必然的にほかの人に影響を与えることにな

ると思われる。46 
 

徐一平氏は、梁啓超の『和文漢読法』を中国人の日本語研究史の中において重要な段階と

位置づけた。発売当時の段階において、『和文漢読法』は短期間において、読解可能とい

う目的が達成できるという効能を認めた。しかし、梁啓超の社会的影響力を持つ啓蒙思想

家としての立場で考えれば、このような非科学的な学習法を広げたことは、その後の日本

語学習者に多大な悪影響を及ぼしたと指摘した。そして、それから長期にわたって、中国

人の日本語に対する認識が「実詞は前に、虚詞が後ろに、逆さまに読めば、数日で小成し、

数ヶ月で大成なり」の漢文体系であることは、梁啓超がその時期に提唱した『和文漢読法』

と関係があるとも述べている。  

徐一平氏は、梁啓超の影響力に注目し、論を展開している。日本語を学習者に、必然的

に影響をもたらすと言い切った。しかし、筆者は徐氏の論は幾分梁の影響力を過大視して

いたのではないかと考える。もちろん、清末における梁啓超の影響力を否定する気は毛頭

ないが、むしろ、日本語を学んだ中国人の感覚として、日本語の中に、漢字が数多く含ま

れていることが、我々の日本語に対する理解を助けているということを主因に挙げたい。

この点については、果たして梁啓超と如何なる関わりをなしているだろうか。多くの場合

は、梁は中国人が日本語に対する認識を率直に表現したといえよう。また、周作人が言っ

たように、30 年代において、『和文漢読法』はすでに目にすることが難しい情況にあった。

増して、今日『和文漢読法』を目にした人、『和文漢読法』の存在を知っている人は何人

居るだろうか。『和文漢読法』を目にしたこともなく、『和文漢読法』の存在さえも知らな

い我々の日本語に対する認識を、梁啓超に影響されたと言い切るには無理があるのではな

かろうか。 

 近、陳力衛氏は「梁啓超の『和文漢読法』とその「和漢異義字」について――『言海』

との接点を中心に」という論文を発表し、その第四節『和文漢読法』の影響を取り上げて

論じている。陳氏は言語学の面における影響を中心にし、「辞書への影響」と「文体の変

                                                   
46 原文は「這種以読書看報，只了解其大意為目的的「和文漢読法」，在解決臨時問題，或短時間内能達

到閲読的目的這一点上，応該説是有其積極意義的。但這種方法終帰不能真正解決掌握日語的問題。而

且，即使能 理解了，也不能開口表達，只能是一種 巴日語，与上一節中提到的，西方伝教士們従口

語着眼，甚至能理解方言，真正達到与普通日本人進行交流的方法相比較，不能不承認是不科学的，或

者是落后的。更重要的是，像梁啓超這様的革新政治家都這様看待日語，以“和文漢読法”的方式来学習

日語，必然対他人有所影響」である。徐一平「中国的日本語研究史初探」『日本学刊』第 2 期、2000

年、ｐ141。 
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化と連動して」、との二小節に分けて分析した。辞典への影響について、「『和文漢読法』

の流行により、日本語学習のブームも高まり、いわゆる「速成教育」が一つの現象ともな

っていた。例えば教育者の蔡元培が上海南洋公学でこの方法をもって実践したり、出版界

では、日本においても中国においても、速成的な教科書や和文奇文類の冊子を次々と世の

中に送り出していたという。また、もう一つの「文体の変化と連動して」では、当時日本

に留学している魯迅、周作人の見解を論拠に、明治時代まで、日中同文は時代の特徴であ

って、明治時代の日本語の文体は和文漢読が可能である。しかし、明治以後、日本語文法

に大いに変化が見られ、『和文漢読法』は使えなくなった。論文の 後に著者は「この時

代（明治時代――李注）に「同文」によってもたらされた文化的、思想的事項を丁寧に追

って整理する必要があるのではないかと思う」と期待している。 

陳氏の論文の結びのところに、「梁啓超を始めとする近代中国知識人の日本体験が一体

どうなっているか、とりわけ当時の日中間の言語問題をどう捉えていたかを、『和文漢読

法』という小冊子の増補と普及から、ある程度垣間見ることができよう。基本的に「同文」

にしがみついてなるべく 大限に自身の漢文の力によって日本語を理解しようとする姿

が目に浮かんでくる。その結果、どんなものでもいち早く日本語から中国語への移入を目

的とするあまり、消化不良で、生半可な理解を伴うのもあの時代の産物である。」47と述

べている。 

陳氏は『和文漢読法』と日本の『言海』との接点、特に「和漢異義字」を中心に論じて

いる。言語学者である陳氏は『和文漢読法』の思想史、文化史に与えた影響についての言

及を避け、それらをこれからの問題として論を結んでいる。ただ、実藤恵秀氏の著作『中

国人留学日本史』には、当時中日両国が編集した日本語学習本を見てみると、『和文漢読

法』は中国人が編集した 初の日本語学習本ではない。『和文漢読法』は数多くの日本語

学習本の中の一冊にすぎず、むしろ先行して発行された日本語の学習書が『和文漢読法』

に影響を与えたことも否定できない。また、梁の『和文漢読法』と同名の著作も存在する

ため48、一概に『和文漢読法』が辞書の編纂に与えた影響を語ることはできない。結局陳

氏論文のタイトル「梁啓超の『和文漢読法』とその「和漢異義字」について」が記したよ

うに、すべて功を梁啓超に帰するという誤解をもたらすだろう。多くの研究者は梁啓超の

名声のみに注目して、他の日本語学習書が『和文漢読法』に与えた影響を見過ごしている

のである。 

 

2、日本における『和文漢読法』評価 

                                                   
47 前掲陳力衛「梁啓超の『和文漢読法』とその「和漢異義字」について――『言海』との接点を中心

に」pp．423－424。 
48 実藤恵秀『中国人留学日本史』（くろしお社、1969 年、p62）には、1901 年、張肇熊『和文漢読法』 

を編纂したという記述がある。 
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 冒頭にも述べたように、近年、京都大学文学研究科図書館が所蔵している『和文漢読法』

が確認された後、日本の学界でもそれについての論文が幾つか発表されている。中でも

も詳細に『和文漢読法』を論じたのは古田島洋介氏の「梁啓超『和文漢読法』（盧本）簡

注――複文を説いた日本語速習書」という論文である。古田島氏は『和文漢読法』の編集・

出版及び版本にまつわる諸問題を検討したあと、特別に『和文漢読法』の評価について一

節を設け、中国と日本に分けて論じた。古田島洋介氏は周作人評『和文漢読法』と徐一平

氏の評を取り上げて論じたあと、自らの評価を下した。 
 

しかし、私見によれば、日本語学習が開始されたばかりのころ、たとい学習方法とし

ては安直であるにせよ、日本語の語順その他に考察を加えた『和文漢読法』は、漢文

訓読体の日本文に通用するというだけでも、決して一概に否定すべきものではないと

思われる。とにかく当時の中国は、日本語の書籍を通じて、西洋の知識を仕入れる必

要があった。それも早急に仕入れねばならなかった。となれば、『和文漢読法』が時

代の要請に応えた一書であることはたしかだろう。こうした側面を切り捨てて、単に

現代の視点から日本語学習として欠陥を言いつのるだけでは、『和文漢読法』の価値

を見誤る可能性が高いのではあるまいか。49 
 

古田島氏は『和文漢読法』の発売した時点に視点をおき、当時日中間の社会状況を考慮し、

漢文訓読体は日本の知識人の間に通用しているから、『和文漢読法』の実用性を一概に否

定すべきではないとの見方を示していた。それは政治体制が危機的な状態に陥入った中国

にとって、早急に西洋の知識を仕入れる必要がある。これは『和文漢読法』は日本語学習

という次元での問題提起ではなく、社会変革の必要性という次元での問題意識があると提

示した。つまり、梁が編纂した『和文漢読法』は日本語の学習だけに注目すれば、もはや

梁の狙いとは大きくかけ離れていて、研究者自身の都合のよい取り扱いにされたといえよ

う。梁の狙いをより理解すれば、異なる評価が得られるのではなかろうか。 

そうすれば、むしろ「『和文漢読法』が時代の要請に応えた一書である」と古田島氏は

高く評価している。 

さらに、古田島氏の論文の発表とほぼ同じ時期に、前田均氏は『和文漢読法』に関する

論考を発表していた50。この一冊の本は、今後大いに注目されることと予想する。 

 

3、結び 

                                                   
49 古田島洋介「梁啓超『和文漢読法』（盧本）簡注――複文を説いた日本語速習書」『明星大学研究紀

要』（日本文化学部・言語文化学科）第 16 号、2008 年、ｐ41。 
50 前田均「日本語教育の歴史、その光と陰（16）和文漢読法」および「日本語教育の歴史、その光と

陰（17）続・和文漢読法」『グローカル天理』天理大学おやさと研究所、2008 年、p5。 



24 
 

 以上のように、本節は史的視点から『和文漢読法』の評価を論じてきた。その発売当時

には、蔡元培が上海にて教育の現場に用い、大きな成果が見られた。30 年代に至って、

周作人は大衆文学という自らの文学理念を主張し、日本文化の独自性を鼓吹するための一

連の文章を綴っているが、『和文漢読法』を評価する文章はその中に含まれている。周作

人は、発売時に比べ、日本語に変化が見られ、現在では『和文漢読法』の適用が出来ない

ことを強調し、『和文漢読法』を評価している。これは、当時俗文学に傾注している周作

人の都合による評価とも言える。 

90 年代に入ると、『和文漢読法』に関して、さまざまな分野の研究者から異なる視点で

論を展開してきた。夏暁虹氏は文学、史学の視点、徐一平氏は日本語教育史の視点、陳力

衛氏は言語学の視点からそれぞれ評価を下している。また、これまで日本人による『和文

漢読法』の評価がなかったという古田島氏の発言に筆者は疑問を抱き、関連資料を探求し

たところ、『和文漢読法』が発売された当時における日本人の評価文を発見した。次節で

は、船津輸助が収蔵している『和文漢読法』と梁啓超との関係をめぐって論じていきたい。 
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第二節 船津輸助が収蔵した『和文漢読法』と梁啓超 

 

はじめに 
 

 日中比較文学者の古田島洋介は論文「梁啓超『和文漢読法』（盧本）簡注―複文を説

いた日本語速習書―」の結びで、以下のように語っている。 

 

今のところ、『和文漢読法』に関する日本人の評価は、ついぞ目にした記憶がない。

単に私が不勉強なだけかもしれないが、すでに時を経ること百年余、中国人の梁啓超

が中国人向けに著した日本語学習書、それも方法として安直さが目立つ日本語速習書

を、わざわざ出し遅れの証文よろしく日本人が評価してみせる義理はないだろう。も

はや歴史的な存在にすぎぬと捨て置くのも一法である。（中略）とにかく、『和文漢読

法』を目にした日本人の数があまりに少ないことである。皆無も同然と断じてよいの

ではなかろうか。51 

 

 『和文漢読法』は果たして本当に日本人に知られていないだろうか。筆者はこのような

疑問を抱き、関連資料を探求したところ、船津輸助が『和文漢読法』を収蔵していたこと

が明らかになった。本節では、筆者が新たに発見した船津輸助蔵本の内容及び所有者と

梁啓超との関係を論じて行く。その前に、『和文漢読法』の版本系統について簡単に確認

しておく。 

 

1、『和文漢読法』の版本問題 
 

古田島洋介氏は「梁啓超『和文漢読法』（盧本）簡注――複文を説いた日本語速習書」

の中で、『和文漢読法』の版本問題について以下のようにまとめた52。 

 

（一） 初版本 梁啓超 『和文漢読法』1900 年刊行。未発見書。 

（二） 再版 羅普 再版『和文漢読法』刊行年未詳。未発見書。 

（三） 三版 丁福保 第三版『和文漢読法』1901 年刊行。 

（四） 四版 夢花盧氏 『和文漢読法』刊行年未詳。 

（五） 別本 丁福保 『広和文漢読法』1902 年刊行。 

 

三版は中国国家図書館、四版は京都大学文学研究科図書室、別本は東京都立図書館に

それぞれ収蔵されている。このほか、陳力衛氏は「梁啓超の『和文漢読法』とその「和

漢異義字」について――『言海』との接点を中心に」で、これまで発見された 古の版

本を紹介した53。この版は、明治期の神道、国学の大家井上頼 の旧蔵書である。今は、

無窮会図書館に所蔵されている（『神習文庫』 索書号 11693。以下『無窮会本』と呼ぶ）。

ドイツのハイデンブルグ漢学図書館にその本の副本が収蔵されているのみである。筆者

                                                   
51

 古田島洋介「梁啓超『和文漢読法』（盧本）簡注―複文を説いた日本語速習書―」『明星大学研究紀要』

日本文化学部・言語文化学科、第 16 号、2008 年、p42。 
52

 古田島洋介「梁啓超『和文漢読法』（盧本）簡注―複文を説いた日本語速習書―」pp．31－32。 
53
 陳力衛「梁啓超の『和文漢読法』とその「和漢異義字」について――『言海』との接点を中心に」

沈国威編著『漢字文化圏諸言語の近代語彙の形成――創出と共有――』関西大学東西学術研究所国際

共同研究シリーズ 6、関西大学出版部、2008 年。 
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が新たに発掘した船津輸助の蔵書は無窮会本との関係が も深いと思われるので、両者

を比較しよう。 

 船津蔵本は無窮会本とは同じく並製の洋装活字本である。縦 22・2×横 14・8 センチ、

大きさも同じである。表紙に題の「和文漢讀法」に続き、小文字で「附訳書彙編叙例」

があった。表紙の真中には、縦 1・9×横 1・9 センチの「船津蔵書」の方形蔵書印が捺さ

れている。 

 無窮会本には、その刊行者である励志会が、以下の序文を附加している。 

 

沈君は以前に『和文漢讀法』を印刷し、国内で日本語文を学ぶ者を助けようと思った

志は、まことに厚いものがあった。ただし、沈君が印刷した數百冊では、求めに応じ

るには足りなくなってしまった。同君は、そこでさらに多くの本を印刷し、広く流布

することを謀った。 初に印刷した第六表に列挙した和漢異義字には漏れや省略がま

だ多く、捜し集めた二百余りの項目を増補し、日本語文の中で常に見られる異義字の

十中の八、九をやっと得ることができたが、これもまた読者にとって便利なことであ

る。庚子六月 勵志会 叙す。54 

 

これによれば無窮会本は初版ではなく、第六表には二百余りの和漢異義字が増補され

ている。一方船津本には上記のような序文がなく、第六表には 87 語しか記載されていな

かった。陳力衛氏によれば、無窮会本の第六表には 294 語が記載され、船津本より 207

語多い。この数字は無窮会の序文「捜輯増補二百余條」と合致している。これによって、

船津本は無窮会の序に言うように「沈君は數百冊を印刷し、求めに応じるには足りない」

部類であったと推定できる。 

 続く編者沈翔雲の序文は、船津本も無窮会本と同内容である。その後改頁して「和文

漢読法」第 1 節となる。本文は第六表を除き、二箇所において相違が見られる。第一に、

第 41 節、無窮会本では「我必為之則云於是等句」になっているが、船津本では「我必為

之則云於此等句」になっていて、単なる用字の変更である。次は、第 15 節、船津本では

「凡尋常動詞之上必有一脈絡詞。惟カルヨリ等則與名詞緊接。」になっており、無窮会本

では「カル」を「カラ」に直した。しかし『和文漢読法』の根幹となる 42 節の文章につ

いては、両版本は同内容である。両版本ども坂崎紫瀾55による跋が附されているが、そ

の文面は大きく異なる。 

 

無窮会本：今、沈君は日本に留学し、同志が日本語を学ぶことの利便のため、『和文漢

読法』一書を出版する。余に校正を依頼したが、これも粗から精への階段である。漢文

和読と和文漢読、その方法が異なると雖も、昔も今も道は一つである。余は東西同文の

誼を深く感じるものである。日本 南海 紫瀾漁長 跋。56 

 
                                                   
54
 原文は「沈君既印和文漢讀法，以為内地讀東文者助意良厚也。第沈君所印數百本，不足應来者之求。

同人因謀更印多本廣其流傳。以原印第六表所列和漢異義字尚多漏畧，捜輯増補者二百余條，始於和文

中常見之異義字十得八九，亦読者之一便也。庚子六月勵志会叙。」である。 
55
 坂崎紫瀾は清国からの留学生の雑誌『訳書彙編』の編輯兼印行者になっているので、広く留学生の

雑誌出版に助けた。（叶再生『中国近代現代出版通史』第 1 巻、華文出版社、2002 年、p760）船津本

と無窮会本とも巻末には「訳書彙編叙例」が附されている。『訳書彙編』は沈翔雲が幹事を務めてお

り、坂崎は以上の関係で、『和文漢読法』の跋を書いたと思われる。 
56
 原文は「今沈君東航来学，活印和文漢読法一書以便同人。使余校讐之，亦従粗入精之階梯矣。夫漢

文和読與和文漢読，其法雖異，古今一揆。余於是方深感東西同文之誼焉。日本南海紫瀾漁長跋。」で

ある。 
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船津本：明の宋濂の『日東の曲』には、中土の図書 尽く購刊したれば、一時文物 故

に斑斑たり。祗読者は 顛倒すること多きに因り、遺文をして 刪らざるに在ら使むる

こと莫し。その自注には、「読む者の言語は非常に異なる。侏離 舌である。読み下し

ていっては、復た、ひっくり返って上の方を読んで、やっと文になる。」とある。これ

は即ち、我が吉備公が伝えた漢文和読法のことである。今、沈君は日本に留学して、同

志が日本語を学ぶことの利便のため、『和文漢読法』一書を出版する。余に校正を依頼

したが、これも粗から精への階段である。漢文和読と和文漢読、その方法が異なると雖

も、昔も今も道は一つである。余は東西同文の誼を深く感じるものである。日本 南海 

紫瀾漁長 跋。57 

 

船津本では、宋濂の詩が引用された後、吉備公によって伝えてきたともいわれている「漢

文和読法」を紹介している。一方、無窮会本には宋濂の詩がない。日本人の漢文受容を知ら

ない清国知識人は「漢文和読と和文漢読、その方法は異なると雖も、古今は一揆なり。」と

いうくだりに唐突感を覚えたに違いない。 

また、無窮会本が「活刷」を「活印」と改めたのは、漢語として「活印」のほうが自然で

あるからだろう。両者とも「訳書彙編叙例」と「簡明章程」を具備しており、「簡明章程」

の 後に同じ日期の「光緒 26 年 5 月 同人公啓」とある。 後に、無窮会本の奥付では以

下のように記されている。 

 

明治 33 年 7 月 24 日印刷 

明治 33 年 7 月 27 日印刷 

編輯兼印行者 沈翔雲 

印刷所 株式会社 秀英舎 

発行所 励志会訳書所 

 

船津本には奥付はない。公啓訳書彙編社同人から印刷発行まで、およそ 3 ヶ月の間隔があ

って、両書は二百余りの単語の増加と序の一部削除以外は同一であるから、短時間に再版す

るのはそれほど困難ではなかったであろう。船津本は 1900 年 5 月から 7 月 24 日の間に印刷

されたと考えられる。この 38 頁程度の小冊子は、これまでに発見された『和文漢読法』の

中では、 も古い版であることは明らかであろう。 

 

2、船津の『和文漢読法』評釈 
 
上節では、船津本の概要を述べ、無窮会本との違いについて検討してきた。なお、船津本

の特徴は、全編にわたって主に漢語で書き込まれた評釈にある。筆者の手元にある船津蔵本

の複写には、冒頭に「此の書は清末に中国人が日本書を読む為に著述されたもののコピー 

書き込みは船津輸助の筆」と説明を加えてあった。 

梁啓超自身が述べたように、『和文漢読法』は彼が来日して半年間、日本語を体系的に学

習せずに一昼夜で書き上げたもので、間違いがすこぶる多い。船津は『和文漢読法』の全篇

に渡って注釈をほどこし、日本人の視点から大別して三つの意見を述べた。 

                                                   
57
 原文は「前明宋濂曰東曲云。中土図書尽購刊，一時文物故斑斑。祗因読者多顛倒，莫使遺文在不刪。

其自注。読者語言絶異，侏離 舌。読下復逆読上始為句。是即謂我吉備公伝来之漢文和読法也。今沈

子東航来学、活刷和文漢読法一書以便同人。使余校讐之，亦従粗入精之階梯矣。夫漢文和読與和文漢

読，其法雖異，古今一揆。余於是方深感東西同文之誼焉。日本南海紫瀾漁長跋。」である。 
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（1）文法的間違いの訂正 

船津の注釈で、 も大きな分量を占めたのは文法的間違いの訂正である。以下、いくつ

かの例を挙げる。 

（１）原本：又如急讀書，勤讀書云云，急字，勤字，皆形容詞也。（又急いで書を読む、勤

めて書を読む云々、「急」の字、「勤」の字の如きは皆形容詞なり）（第 10

節） 

 船津：此副詞也。（これは副詞なり。） 

（２）原本：不可不讀書則云[書ヲ讀ムザルベカラズ]（「不可不讀書」は則ち[書ヲ讀ムザ

ルベカラズ]と云う）（第 12 節） 

船津：不可不讀書則云[書ヲ讀マザルベカラズ]（「不可不讀書」は則ち[書ヲ讀マザ

ルベカラズ]と云う） 

（３）原本：「時」字「事」字等，大抵不寫漢字。而用「トキ」「コト」等假名。此両字，

日本文用之 多。因其太多，故毎用省筆，寫作「ヰ」「 」。惟「コト」之字

我輩讀之常覚其無用。蓋日本人 喜用「事」字。如食飯彼則云食飯的事。讀

書彼則云讀書的事。凡此等皆可置之不問。視之與「スル」「タリ」等同例可

也。（「時」の字、「事」の字等は、大抵漢字に写さず、「トキ」「コト」等の

仮名を用いる。この両字は、日本文のこれを用いることが も多い。甚だ多

いゆえ、省略して「ヰ」「 」に書く。ただ「コト」の字は、我が輩はこれ

を読んで常に無用を覚える。蓋し日本人が も喜んで「事」の字を用いる。

例えば、「飯を食う」を彼は則ち「飯を食うこと」と云い、「書を読む」を彼

は則ち「書を読むこと」と云う。凡そこれらは皆これを置いて問わずにする。

これを「スル」「タリ」等と例を同じように視るべし。）（第 20 節） 

    船津：非徒喜之実文法上之必要条件也。以コト之事接動詞及形容詞以使此等字面為

名詞也。（徒らこれを好きではなく、実に文法上必要な条件である。「コト」

を動詞及び形容詞と接し、これらを名詞に為す。） 

 

（１）では、梁啓超は「讀書」を修辞する「急」「勤」を形容詞と間違えている。船津は

それを修正し、動詞「讀書」を修辞する品詞は副詞である。これは、梁が基本的な品詞の

判別もできなかったことを物語っている。 

（２）は、五段動詞の否定の表記の間違いである。「マ」と「ム」は似ているため、単純

な誤植かもしれない。同様の例をあげると、第一表では「ダケ」についての解釈、「ダケ」

（而己、僅）此字有時寫作「文ケ」、文は丈のはずだと船津は指摘している。 

（３）について、梁啓超は日本語の特徴を感覚的に述べたに過ぎない。梁啓超は「とき」

「こと」は常に無用ではないかと思った。和文を漢語のようにあつかえば、これらはすべ

て不要かもしれない。しかしこれは、日本語 大の特徴とも言われる発達した助詞を無視

した考えである。いわゆる独立語の漢語とは異なり、日本語は膠着言語と言われている。

一つ一つの単語を並べるだけでは、低水準な文章になるため、言葉と言葉の間に助詞、接

続詞などを適宜配置することが必要不可欠である。したがって船津が指摘したように、「こ

と」が日本文に頻出するのは、この助詞が動詞および形容詞に続けばそれらの品詞を容易

く名詞化できるからである。日本人が好んで使用するのではなく、実に文法上必要不可欠

な助詞なのである。 

（４）原本： モ書ヲ讀ムコト好ム。（第 20 節） 

  船津： モ書ヲ讀ムコトヲ好ム。 
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 （４）は省略された「ヲ」を添えた。テニヲハは漢語にはなく、日本語独自の助詞であ

る。テニヲハの脱落、誤用は古今往来、中国人の日本語学習で遭遇する困難である。 

 

（５）原本：「ヲ」字與「ニ」字皆倒装用字，其性格略同。惟「ヲ」字略近「其」字之

意，「ニ」字略近「於」字之意。（「ヲ」の字と「ニ」の字は皆倒装用の字で、

その性格はほぼ同じ。ただ「ヲ」の字は「其」の字の意に近く、「ニ」の字

は「於」の字の意に近い。）（第 27 節） 

    船津：太遠，毫不相関，只支那人一句四字則可，三字則不可，故附「其」字充足

文勢而己，「ヲ」與「其」無関渉也。（甚だ遠い、毫にも関りなし、ただ支

那人が一句に四文字は可なり、三字は不可となる。ゆえに「其」の字を附

し、文の勢いを足すことにすぎない。「ヲ」と「其」は関連なし。） 

 梁啓超は「ヲ」が「其」の意味に近いと言ったが、船津は、「ヲ」と「其」はかけ離れ

ていて、少しも関係はないと反論する。さらに、その原因について、中国語を解する船津

は、中国語の特徴として四字熟語は三字熟語より圧倒的に多く、その場合は「其」を附し、

語勢を充たす役割を果たしたにすぎない、と述べている。 

  

（６）原本：讀日本書者，毎苦於不能斷句。吾今有一法。凡句中遇有テ字ル字之處，必不斷

句也。但テ字為轉語詞。ル字為接続詞。故遇テ字，恒為一讀。テ字作而字用。

ル字可作的字用。有時亦不能逕作的字。如スルタル等。尤多合的字之義也。大

抵第一表所列。各為字中。如シセス等。常有當的字用者。學者因上下文求之，

自能分別領会。（日本書を読む者は、つねに斷句すること能はさるに苦しむ。

吾は今一法有り。およそ句中に「テ」の字、「ル」の字を有るところに遇えば、

必ず斷句しない。但だ「テ」の字は轉語詞、「ル」の字は接続詞と為るのみ。

ゆえに「テ」の字に遇えば、恒に一讀を為す。「テ」の字は「而」の字の用を

作す。「ル」の字は「的」の字の用を作すべし。時にはまたただちに「的」の

字と作すことに能はず。「スル」「タル」等の如く。もっとも「的」の字の義に

合うことが多い。大抵第一表に列挙した所の「為」の字の中にある。「シ」「セ」

「ス」等の如きは、つねに、「的」の字の用に当つ者がある。學者は上下の文

によって之を求めれば、自らよく会得できる。）（第 31 節） 

     船津：文章貴音調，殊於日文為正。依音調如何或為漢音讀或為和調讀，而日人通之正

熟。故讀過一遍毫不見断句之苦，而日人讀漢文正苦于句讀，此亦同一理也。（文

章は音調にもって貴とし、殊に日本文はまさにそうである。音調の如何によっ

て、漢音讀或は和調讀が区別される。日本人はこれに熟知している。故に一遍

を読むと毫にも断句の苦が見られない。而して日本人が漢文を読む際、句讀に

苦しむのは、これまた同じ理である。） 

 

     明治期の日本の文章は今日とは異なり、句読点を打っていない新聞記事や小説が甚だ多い。

梁啓超が頻繁に翻訳した明治日本を代表する雑誌『国民之友』も同様である。同誌の記事の大

半には句読点が付されなかった。これが当時梁啓超を含め、多くの清国人が日本語習得に苦労

した一因である。梁が考えた句読点の打ち方は、「テ」、「ル」のところでは必ずつけない。こ

れは「テ」、「ル」が動詞の連用形として使用される際に言えることであって、日本語が膠着語

という特性をある程度は理解しているとは言える。しかし「ル」は終止形としての役割を果た

す場合、句点をつけるべきである。 

つまり、これは正しい句読点の付け方ではなく、とりあえず「テ」、「ル」のところでは打た



30 
 

ないという粗雑な方法にすぎなかった。ここで船津は、その問題の解決のヒントは音調にある

と提示した。漢音か和文調で読むかという音調の如何によって、句読点を打つ方法である。船

津によれば、過去の日本人は日本文の中にある漢音、和文調の区別がよくできていたので、文

章を一度読めば、どこで句読点を付けるかについて把握ができていた。同様に日本人が漢文を

読む場合、どこで句読点を打つのかただちに把握できないことが多いのは、漢文の音調を判別

できないためである。梁啓超の『和文漢読法』も句読点が施されていない。そのためか、船津

は全篇に渡り、赤ペンで句読点を打っている。 

 

    （７）原本：學者既知此。則遇書中假名甚多處，不必畏 之。一望而能将其有用者摘出。當作

漢字讀之。而無用者則棄之也。試擧其例。其文曰[此レノミナラズナリ]。驟觀覺

甚難讀。然既知ノミ之為僅，又知ナラズ之為不，又知ナリ之為也，則一望而知其

語意。為[不獨此也]。又有一句於此。其文曰[豈ニ成スアランベシアラザレヤ]驟

觀亦覺甚難讀，既知アラン為有，ベシ之為可，知アラザレ之為非，知ヤ之為哉，

則一望而知其語意。為[豈非可以有成哉]。其豈字之ニ，成字之ス，知其一為無用，

一為半無用。自可置之不問矣。故用此法。但牢記前五表所列各字，認字極熟，與

漢字等。則於讀日本書，思過半矣。（學者は既にこれを知れば、則ち書中の仮名

の甚だ多いところにあっても、畏れることはない。ひとたび見てよくその有用な

る者を摘出し、漢字に作ってこれを読むべし。無用なる者はこれを棄てる。試み

にその例を挙げる。その文は曰く[此レノミナラズナリ]。にわかに見て甚だ読み

難いに思う。然れども、既に「ノミ」は「僅」となる、又「ナラズ」は「不」と

なるを知り、又「ナリ」の「也」となるを知れば。則ちひとたび望んでその語意

の[不獨此也]となるを知る。又ここに一句有り、その文に曰く[豈ニ成スアランベ

シアラザレヤ]。にわかに見てまた甚だ読み難いに思う。既に「アラン」の「有」

と為るを知り、「ベシ」の「可」と為るを知り、「アラザレ」の「非」と為るを知

り、「ヤ」の「哉」の為るを知れば、則ちひとたび望んでもその語意の[豈非可以

有成哉]となることを知る。その「豈」の字の「ニ」、「成」の字の「ス」は、そ

の一の無用となり、一の半ば無用と為ることを知れば、自らこれを問わずに置く。

故にこの方法を用いる。ただ前の五表に列挙した各字をこれらの字をしっかりと

記憶し漢字と同じくならば、則ち日本書を読むにおいて、大半を理解することが

できる。（第 36 節） 

   船津：日本文法以動辞之変化為其主要，而漢人讀日文毫無関渉也。然是對略讀日文

者言也，若欲知日文之真味，則不知動詞之変化決不能解之也。文法之変化各有意

味、與児戯異。大抵文法者，国語生存之中枢機関也。滑稽！豈に為すあるべきこ

とあらずや。然此非純日本文。（日本文法は動詞の変化を以って主となすが、漢

人は日本文を読むに毫にも関連しない。然れども、これは大体の日本文を読む者

に対しての話で、もし日本文の本当の味を知りたがるならば、動詞の変化を知ら

ないのは決して解することはできない。文法の変化はそれぞれの意味があり、児

戯とは異なる。大抵文法という者は国語が生存する中枢機関である。滑稽！「豈

に為すあるべきことあらずや。」然れども、これは純然たる日本文ではない。） 

 

船津が も強く反論したのは梁啓超の動詞の活用についてである。この点で、多様な活

用を必要とする日本語の動詞は漢語の動詞のそれと大きく異なる。短期間で中国人に動詞

の活用を習得させるのは容易ではない。『和文漢読法』の第 13 節では、「日本文法有許多

変化。其精微皆在於此。動詞変化 多。助動次之。副詞有末音無変化。然漢人視之。毫無
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用処。置之不理可也。」とある。この文章の前半を読む限り、梁は日本語における動詞の

重要性を把握できたと言えるが、一方、彼は「論学日本文之益」で自讃した『和文漢読法』

では「日本語を学ぶ者は数日にして小成し、数ヶ月で大成して、日本の学は我が物となる」

「若し簡便の法を用いて以てよくその書を読みことを求めれば、則ち慧者は一旬、魯者は

両月にして、以て一巻を手にして味の津々たるべからざること無けん」とあり、梁は動詞

活用を習得する困難を全く等閑視している。 

船津の「このような動詞の変化を無視した日本語学習は、日本文の大略を知るに限られ

たものであって、本当の日本語を習得するには、動詞の変化を知らなければ、決して理解

することはできない。文法の変化にはそれぞれの意味があり、それを無視したことは、あ

まりにも軽率であって、そもそも文法は国語の中枢機関である」という主張は妥当であろ

う。梁の動詞の変化を無視した日本語学習法を船津は「滑稽だ」と述べた。さらに、梁が

「豈ニ成スアランベシアラザレヤ」と記した箇所に船津は「豈に為すあるべきことあらず

や」に修正しただけではなく、これは純粋なる日本語ではないと主張した。 

以上、『和文漢読法』に見られる間違いを船津の注釈を通して見てきたが、彼の指摘は

適切であると言えよう。しかし日中両国は西洋言語学の影響を受けて自国の言語学を創設

する時期にあり、日本語教授法の体系化はおろか、文法理論さえ確立していなかった。そ

のため梁啓超、船津とも独自の文法用語を使用しているが、今日のわれわれから見て理解

しがたいところも少なくない。 

 

 例えば、梁：ト[與、及]又指點之詞又別異之詞（ト[與、及]又指點の詞なり、又別異の

詞なり）（第五表、以下同） 

    船津：ト者頓抑辞也（トは頓抑辞なり） 

     梁：ハ[逗頓之詞]有時可當者字用。句中一讀毎用之。（ハ[逗頓の詞]時に可「者」

の字に用に当つべし。句中、一讀に毎にこれを用いる。） 

    船津：差別辞也（差別辞なり） 

     梁：ニ[倒装脈絡詞]其用與ヲ同又逗頓之詞，其用與ハ略同（ニ[倒装脈絡詞]そ

の用は「ヲ」と同じ、又逗頓の詞、その用は「ハ」とほぼ同じ） 

    船津：ニ者亦地位之辞也（ニもまた地位の辞なり） 

     梁：テ[轉語詞]可當而字用（テ[轉語の詞]「而」の字に用に当つべし） 

    船津：てには中之接続詞也（ては中にある接続詞なり） 

 

西洋言語学の知識、理論を用いた、馬建忠による 初の体系的な古典漢語文法書『馬氏

文通』は、1898 年に発行された。これ以降、中国の学術界では、西洋言語学に照らして

本国の文法用語の創出も始められた。梁啓超は『和文漢読法』を執筆する前に、彼は『時

務報』で馬建忠が執筆途中の『馬氏文通』に強い関心を寄せ、当該書の出版で、中国語文

法が科学的、理論的に教授されることに期待を示した58。『和文漢読法』も同時期に刊行

された著作で西洋言語の文法理論を参照に漢語の文法用語を創出する段階に属している。

梁啓超が用いた指點之詞、別異之詞、逗頓之詞、倒装脈絡詞、轉語詞などは、今日の言語

学には定着していないようである。 

対照的に『和文漢読法』より早く出版した日本語文法の研究書、例えば、田中義廉『小

学日本文典』（1874）、大槻文彦『広日本文典』（1897）を見ると、品詞を名詞、動詞、形

容詞、助動詞、副詞、接続詞などに分類され、今日の学術用語とは同じであることから基

                                                   
58

 梁啓超「論幼学」『時務報』第 17 冊、1896 年 12 月 11 日、（台湾京華書局影印、1968 年）p109。 
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本的な品詞の分類はすでに確定されていたと言えよう。しかし、船津が用いた助詞すなわ

ち頓抑辞、差別辞、地位辞などの名称は、体系化された術語とは言いがたい59。具体的な

分類について船津は把握ができていなかったかもしれない。 

 

（２）船津による内容補充 

 日本語学習時に直面した理解困難な箇所について、梁啓超は自らの経験に基づいて解説

したが、説明の不十分な例がしばしば見られる。それについて、船津はその原因を解明、

補充した。 

    原本：又有一 論。日本刊刻書籍，於濁音之字「サシスセソ」等為原音「ザジズゼゾ」

等為濁音往往缺其両点。如「ザル」「ザレ」「ズ」「ジ」「ド」等字，書中常刻為「サ

ル」「サレ」「ス」「シ」「ト」等字者，看之既熟。自能會意辨別。（又一つ 論有

り。日本刊刻の書籍。濁音の字において「サシスセソ」等を原音と為し「ザジズ

ゼゾ」等を濁音となす。往々にしてその両点を缺く。例えば「ザル」「ザレ」「ズ」

「ジ」「ド」等の字、書中に常に「サル」「サレ」「ス」「シ」「ト」等の字に刻し、

これを看て慣れば、自ら能く辨別する。）（第 37 節） 

 船津：此自和歌之習慣来，後遂為軽率者之所不介意。（これは和歌の習慣から来ている、

その後は軽率な者が気にしない） 

日本語の表記は時代の変化とともに絶え間なく変遷している。明治時代後期も例外では

ない。媒体が異なればなおさら、同一の書物においても日本語の表記が不統一な箇所も散

見される。これは、中国人の日本語学習に困難をもたらすところである。梁啓超もこの表

記ゆれに疑問を抱いたものの、「見慣れたら、自ら弁別することができる」と楽観的に述

べたに止まり、同じ文字でも、清音で読まねばならないケースと濁点をつけて読まねばな

らないケースが存在するという問題を解明しなかった。  

そもそも清音、濁音は日本語の音韻体系においてどのような意味を持ち、どのように機

能するのかを明らかにする必要がある。船津の解釈では、これは和歌製作からの習慣で、

その後、文法に疎い人々は等閑にしたのである。梁は「見慣れたら、自ら弁別することが

できる」と宣言したが、生半可な知識の持ち主は、間違いは避けられないだろう。 

 

３）船津自身の感想 

 船津は梁啓超の文法的間違いを指摘し、不足な部分を補完するだけでなく、率直な感想

も述べた。その一例を挙げる。 

  

 原本：折角 [有可惜之意] （惜しい意味がある）（第六表、以下同） 

 船津：此也頗難翻訳，可惜如此苦衷，遂為水泡之義（これも頗る訳しがたい、苦衷は遂

にむだになる意） 

原本：流石 [嗟嘆之詞] （嗟嘆の詞） 

 船津： 苦翻訳之辞也。（ も訳しにくい辞である） 

  原本：常有日本字皆能解，而漢字反多不解者。其繁難之處在此不在彼也。今擇其副詞脈

絡詞中常用之奇字。列於下。（常に日本の字は皆能く解するが漢字は反って多く

解しない者がいる。その繁瑣、困難の處はここにあり。今、その副詞、脈絡詞の

中に常用の奇字を択び、下に列挙する。） 

 船津：奇字とは面白い。  

                                                   
59
 今日では差別辞は、差別用語としての使用が見られる。地位辞は地位を表す単語であって、船津の

言う意味とは異なる。 
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 梁啓超の「折角」「流石」の説明からは、彼の苦心が伝わってくる。「流石」は名詞、副

詞としての意味が主であるが、感嘆詞としての意義もあり、それは個々の文脈に応じて反

映すべきものである。梁啓超の解釈では「流石」のニュアンスが伝わってこなかったため、

船津は「流石」は も訳しにくい言葉だと述べただけに止まり、適合した訳語の提示もで

きなかった。「折角」も同じである。副詞の「せっかく」を解釈するには、前後文の背景

を考慮しなければならない。 

漢字が表意文字であって、中国人は漢字を一目見て、まず字面からその意味を理解する

ことに努める傾向がある。しかし、「流石」（遉、有繋）「折角」は漢字で構成されている

が、中国人が字面から読み取るのは極めて困難である。この状況は当時も現在も全く変わ

っていないと言ってもよかろう。梁啓超はこのような難解な漢字を選出し、「奇字」と名

付けた。これに対して、船津は「奇字」という考えが面白かったという。その後、船津は

『教育学術界』にて、自ら福州東文学社で日本語を教授した経験に基づいて「如何にして

支那人を教育すべきか」という文章を発表し、「奇字」について論じた。 

 

  教場に時ならぬ笑声を起すは此奇字也、日本に奇字（支那人の目より見て）多きは畑

等の字に止まらず此等は寧ろ平凡也、鳥渡、一寸、の如き遉が、流石、面白、の如き五

月蝿き、草臥れ、の類の如き数え難き程沢山あり、吾人には左程に思はぬ事も文字の本

家より見るときは可笑しき事沢山ある由、此等は輯めて一字書を成すに足る、某清人の

輯記せしを見しに其数五百余りけれども是はほんの普通のものに過ぎざりき、されば

「小言」を小話と解する類頗る多し、序ながら日本人も支那俗文を日本読して間違ふ事

多きを知る可し、爺を軽蔑の語とする小姐を茶屋の姐さんと解するはまだしも老婆をヲ

バーサン丈夫をマスラオ娘々をムスメと解する類沢山あり、無理ならぬ大滑稽也。60 

 

船津によれば、この奇字はあくまで中国人の目から見たことにすぎない。そのような名

詞は無数にあるという。逆に日本人から見ると滑稽な中国語も多くある。船津は奇字を取

り上げて論じるのは、ひとつ重要な認識が読み取れると思われる。つまり、当時日中同文

というスローガンが盛んに叫ばれたものの、日中間で同じ漢字からそれぞれ異なる意味を

汲み取ることが多くある。この限りにおいて漢字は逆に中国人の日本語学習の困難をもた

らす要因のひとつになっている。『和文漢読法』の再版に見られる奇字部分の大量の増補

は日中間の漢字問題の深刻さをみごとに物語っている。 

 

3、船津輸助と梁啓超の関わり 
 

上記のように、船津は梁啓超の『和文漢読法』を収蔵し、詳らかな評釈を下した。しか

し、なぜ船津は梁啓超の『和文漢読法』を評価したのか。船津と梁啓超は如何なる関係に

あったのか。それを述べる前に、船津輸助の経歴を見てみよう。 

船津輸助は明治 11（1878）年 1 月 7 日に東京府南足立郡に生まれた。中学時代から、

漢詩をつくったという。明治 28 年に東京専門学校文学科（のちの早稲田大学）に入学し

た。卒論の対象は明代を代表する劇作家である湯顕祖であった。輸助は明治 31 年 9 月に

東京専門学校を卒業し、しばらく仕事に就かなかった。1898 年 9 月、戊戌変法の失敗で

康有為、梁啓超が日本に亡命した。彼らを世話したのは、柏原文太郎であり、その背後に

                                                   
60

 船津輸助「如何にして支那人を教育すべきか」『教育学術界』第 2 巻第 6 号、1901 年、pp．31－32。 



34 
 

は、大隈重信、犬養毅、近衛篤麿らの姿があった。梁啓超と柏原文太郎は義兄弟のちぎり

をむすぶほどであった。柏原文太郎も康、梁らのために、多くの便宜を図った。梁啓超は

彼の追随者、学生らに教育を施すため、日本人教員の募集を柏原文太郎に依頼した。 

 

東畝仁兄足下： 

 頃康先生有信来，徐君自横浜携而入京，欲一面見足下，並往観中小学校等。如足下有

暇，或来此間，或弟与徐君等同造尊寓，何如？康先生到彼岸，邦人接待歓欣，欲辧之事，

必有効也。日間擬一造木堂先生処言之。又承君所薦大同学校日語及体操教師，頃学校同

人擬於数日内請其臨校，望告之為幸。余俟面詳，此請興安。（ 近、康先生から手紙が

来ており、徐君が横浜から連れだって東京に入り、足下に面会し、且つまた、小中学校

等を参観したいとのことである。もしも足下に御暇があれば、こちら（横浜）に来られ

るか、もしくは、わたしと徐君等とで一緒に貴家を訪問させていただくか、いかがなも

のであろうか？康先生が彼の岸に至れば、邦人の歓待を受け、処理したい事は必ず奏効

するであろう。近く、木堂先生のところに訪問し、これを伝える予定である。又、君が

薦めるところの大同学校の日本語及び体操の教師を受け、現に、学校の同志が数日の内

に先生らを請って学校に臨むことをお伝えできれば、幸いである。ほかは面会の時に詳

しくお話しする。敬具）  

                                         弟啓超頓首61 

 

そこで、柏原文太郎は東京専門学校の後輩にあたる船津輸助に梁啓超らに日本語教育を

ほどこすよう書信で依頼した。明治 33(1901)年 4 月 10 日付消印の柏原文太郎の船津輸助

宛の手紙が残されている。 

 

     拝啓 東京に於て支那人教育を御願申度事に付御来談申上度く如何思召もこれ有り

候ば成可く急ぎ御来東下れ度若し御差支もこれ有り候へば早速に御申越し下れ度此段伺

貴意仕候 怱々 不一 柏原文太郎 4 月 9 日 船津輸助様 硯北敬具 

 

当時、康有為、梁啓超ら亡命者を世話していた柏原文太郎の依頼に応じ、船津は日本語

教師として、梁啓超が創設した大同高等学校（東京牛込区東 5 軒）に勤めた。明治 34 年、

輸助は福州東文学社の教習として赴任し、同 35 年 9 月北京東文学社に着任したが、翌 36

年 5 月に退社した。中国在住の日本語教師としてはわずか 9 ヶ月勤めただけであった。北

京から帰国した輸助は鳩ヶ谷町里におちついた。 

小川博氏の研究によれば「明治 34（1901）年 4 月 28 日に東京商業学校（旧大同高等学

校）という中国人留学生教育機関が開設した。･･････成田山史料館に所蔵される柏原文太

郎文書の中に“校長犬養毅、監督兼教習柏原文太郎、教頭梁啓超、支那学支那文学教習麦

孟華･･････日本語日本文教習船津輸助”」が書かれている62。つまり、梁啓超と船津輸助

は同じく東京商業学校に勤め、梁は船津の上司であった。 

船津は中国人の日本語教育を担当し、『和文漢読法』を用いて、中国人の日本語教育に

活用した。彼は「支那人を如何に教育するか」の中で「此れ（和文漢読法のこと――引用

者注）は頭脳に関係せる物ならねども日本と支那とは兎に角同文の国なる故如此便利の事

あり、和文を転読するときは容易に書を読み得、一月半位注意して学べは大抵の日本書は

                                                   
61
「辛亥以前康有為、梁啓超等致柏原文太郎等的 13 封信」『辛亥革命史叢刊』中華書局、1980 年第 2 輯、

p144。 
62
 船津喜助編『燕京佳信』私家版、1978 年、p240。 
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大意だけよむを得」と、日本語の学習における「和文漢読法」に対して一定の評価を下し

た63。 

船津はまた、梁啓超の『清議報』（第 52 冊、1899 年 7 月）にて中国語で「黄種人之将

来」の論説を発表した。文中で船津はかつての中国の栄光を回顧し、その潜在的な再生能

力を信じ、頽勢を挽回しうる逸材の出現を期待する旨を表明した。 

 梁啓超と船津との親交を示す物品は残されている。梁啓超の写真一枚が船津の子孫の手

元にあり、裏面に「支那維新党名士粤之梁啓超之肖像也於布哇所写其後皈東余初識之 明

治 33 年十月 日本雄峯生識」と書かれている。雄峯とは船津の筆名である。梁が贈った

扇子に書いた筆跡は「辛丑 4 月とあり濠亜よりかえりて柏原君の行をおくる 船津君 東

京においての意が述べられ」（図 1）譚嗣同の絶筆「獄中題壁」を墨書した掛け軸には「船

津君 辛丑 7 月」（図 2）とある。譚嗣同は戊戌変法で処刑された梁啓超の同志で、梁が

も敬愛した人である。梁の自作の詩「壮別」26 首の中の第 24 首も墨書して、船津の子

孫が収蔵されている。清朝が倒れ、中華民国の成立後に梁が帰国した後、船津も、梁の動

向に注目していた。筆者の調査によれば、船津の蔵書に、民国 11 年（1922）再版発行し

た梁の『墨学微』があり、文中船津による朱筆での批評が見られ、奥付には「梁啓超之印」

が捺されている。このように、梁啓超が譚嗣同の絶筆や、自作の詩を船津に贈ったという

事実から、両者の親交を読み取ることができるだろう。 

図 1 図 2 

 

4、結び 
 

 本節では、筆者が発見した船津輸助が収蔵している『和文漢読法』の内容およびその

概要をこれまで も古い版本とされていた無窮会所蔵の『和文漢読法』と比較した。その

結果船津本は現存する当該書の版本のうち、 も古いものであろうということを明らかに

した。だがこの船津本のより重要な意義は、所有者船津輸助は梁啓超が創立した学校の日

本人教師であること、そして実践的な観点からの評釈にある。随所で梁啓超の日本語文法

上の間違いを指摘したものの、船津は漢字語習得の難しさに共感し、『和文漢読法』が清

国人の日本語学習に効果があると証言している。 

末筆ながら、次のように付言したい。梁啓超が『和文漢読法』と命名した理由は彼自身

                                                   
63

 前掲船津輸助「如何にして支那人を教育すべきか」p28。 
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の霊感に基づいたと言うよりも、日本人の漢文受容に影響されたからではなかろうか。明

治期は日本の知識人が西洋に目を向け、西洋の書籍を翻訳もおびただしい量に達した時代

である。外来語を翻訳する時に用いられたのはカタカナではなく、いわゆる字音語がほと

んどである。したがって翻訳された文章の形式も、この字音語を多く含んだ漢文訓読体で

ある。周作人も「もともと和文にはいろいろちがった文体があり、漢文調はそのうちの一

つで、ちょうど八大家の古文を日本文に直訳したような塩梅だ。明治初期には作り手も多

く、『佳人之奇遇』の作者柴東海散士や『国民之友』の編者徳富蘇峰などはみなこのての

文章を書いた。こういうのはひっくり返って読んだでも確かにわかるから、『和文漢読法』

もあながち間違いばかりとはいえないのだ」64と証言している。西洋の文明、文化に関す

る学術文献の多くは漢文訓読体で書かれているため、本節で論じた『和文漢読法』の誕生

およびその功績もその背景抜きには考えられないであろう。したがって、この 38 頁にす

ぎぬ小冊子は、梁啓超の日本経由の西洋文明の受容の重要な出発点であると言って良かろ

う。 

次節では、日本書の漢訳問題をめぐって日中両国がどんな議論を展開しているのかを検

討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
64
 木山英雄編訳『日本談義集』平凡社、2002 年、p211。 
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第二章 梁啓超の版権観と明治日本 

第一節 漢訳日本書をめぐる日中間の議論 

 はじめに 
 

日清戦争における中国の敗戦によって、一部の中国の知識人が日本に学ぼうという考え

が生まれ、日本語で書かれた西洋の書物を漢訳することで中国の近代化を図ろうとしてい

た。その後、大量な中国人が来日し、漢文体で書かれた日本書が彼らにとって訳しやすい

などの原因もあって、19 世紀末から 20 世紀初期の 20 年間、日本書から漢訳する書物は

も多くなり、日本は中国近代化の源流ともなっていたと言える65。 

日本書の漢訳問題をめぐる先行研究では、中国国内の研究者たちは、一方的に当時の中

国が弱国に考え、欧米、日本から版権を迫られてきたことに対抗措置を取る方向で検討さ

れてきた傾向が見られる66。                                                                                                      その結果、清末の中国出版界は終始被害者であったイメージ

を読者に与えかねない。一方、日本では、翻訳にまつわる権利の問題について、海賊版図

書や、条例の不備、法制度整備の遅れなどを問題に取り上げ、中国側に内在する問題に論

点が置いていた67。 

本節では、視点を変え、一部の日本人は日本書を漢訳し、中国側に訳書を提供した“協

力者”となった事例を提示する上で、明治期における漢訳日本書をめぐっての日中間の議

論を手がかりに日本書の翻訳をめぐって、梁啓超を中心とした翻訳問題について考察した

い。 

  

１、日本側の日本書を漢訳することに対する態度 

以下ではまず、 日本と中国における同時期の翻訳、 出版に関連する代表的な文章を取

り上げ、日本書の翻訳・出版をめぐって、日中両国が如何なる態度を示したのかについて

検討し、 分析していく。 

1) 日本書漢訳における日中同文論と日中提携論 

西学東漸の転換期における中国の近代化の一環として、外国書を中国語に翻訳すること

の重要性は言うまでもない。その翻訳の主なルートの変化としては、明末から清朝にかけ

て宣教師と中国人の共同作業から日清戦争後、中国人留日学生、さらに、民国期以後の西

洋への留学生による翻訳がある。日清戦争において、清王朝が敗北後、多くの中国人は日

本への学びに変わった。中でも、康有為、梁啓超ら風雲児の烈々な宣伝もその動きを加速

させた。 

光緒 23 年（1897）に、15 巻からなる康有為の『日本書目志』が上梓され、彼の弟子梁

啓超はそれを読み、「泰西諸学の書は、その精たるものを日本人がすでに略訳しているの

で、われはその成功によってこれを用いるべき、泰西を牛とし、日本人を農夫として、わ

れは座ってこれを食べる」との見解を述べた68。これは清末の一部の人が目先の成功や利

                                                   
65 譚汝謙編『中国訳日本書総合目録』中文大学出版社、1980 年、pp．39－40。 
66 たとえば、李明山「二十世紀初中国版権問題論争」『近代史研究』1999 年第一期、李明山『中国近 
代版権史』（河南大学出版社、2003 年）が挙げられる。 

67 たとえば、中村元哉「海賊版書籍からみた近代中国の出版政策とメディア界」『アジア研究』52、2006 
年、「近現代東アジアの外国語書籍をめぐる国際関係―中国を中心に」（『中国：社会と文化』22、2007 
年）が挙げられる。 

68 原文は「泰西諸学之書，其精者日人己略訳之矣。吾因其成功而用之，是吾以泰西為牛，日人為農夫，

而吾坐而食之」である。梁啓超「読日本書目志後」『時務報』第 45 冊、1897 年 11 月 15 日、p3040。 
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益を得ようと焦る気持ちに答えようとする功利性に満ちた宣言だった。  

さらに、政府主導の翻訳は機械、実業に偏り、根本的な社会変革とはつながらなかった。

このように西洋の社会理念を反映する訳書事業はなかなか進まない状況に焦る梁啓超は、

その目線を日本語に訳された西書に向けた。 

1897 年 11 月、梁啓超自ら大同訳書館局を設立し、その趣旨の第一条で、「(翻訳は)日本

語を主として、西洋語を輔とし、政学を先とし、芸学がそれに次ぐ」69と挙げた。中国を

変革する基礎となる思想を翻訳に求めたのである。しかし、康梁が主導する全面かつ急進

な変革は、西太后を先頭とした保守派の反発を引き起こした。 

1898 年 9 月 21 日、実権を握る西太后は政変を起こし、戊戌維新はわずか 103 日で失敗

に終わった。梁啓超はやむなく日本に亡命し、再起を図った。日本では、日本語及び新思

想に接触し、思想が一変した。自分の体験を中国の人々と分かち合い、「論学日本文之益」

「東籍月旦」で日本語は西洋語より身に付けやすいことを鼓吹した。 

当時一部の中国知識人にもこのような見解は見られたため、梁啓超の考えは代表的なも

のと言える。彼は来日前、「論訳書」(1897)にて、日本書を漢訳する重要性と必要性を説

いた。その後、戊戌変法は事志やぶれ、梁啓超は難を逃れようと、日本に亡命した艦船の

中で、身一つの彼は憂鬱な気持ちを晴らすため、船長から柴四朗の『佳人之奇遇』を入手

し、興味津々に読んだという70。         だが、この時、梁はまだ日本語を勉強しておらず、小説

の中に出てきた漢字から物語のあらすじを推測したり、中の漢詩を楽しんだと思われる。

日本に到着した後、彼は羅普の協力を得ながら『佳人之奇遇』を漢訳し、自ら主宰する『清

議報』に掲載した。 

さらに、彼が編纂した日本語速成書『和文漢読法』について、「学習者はこれを読むと、

少しの脳力をも費やさずに、たくさんの日本語知識が得られる。これは人を騙す話しでは

ない。私の友達は多く経験した」71と評価している。また、「論学日本文之益」では、「英

文を学ぶ者は、五・六年経ってはじめて成果が出る。その初期段階の成果も、尚妨げる場

合が多く、それでも政治学、資生学、智学、群学等の本を読めるとは必ずしも限らない。

しかし、日本文を学ぶ者は、数日の間に小成し、数ヶ月の間に大成する。日本の学は、す

べて我が物になり、これより近道はあるだろうか」72と、日本語を勉強するメリットがあ

ると謳っている。日本の書物を批評し、宣伝する文章「東籍月旦」の中には、日本語を勉

強するには、和文漢読という便利な方法があると述べ、『和文漢読法』を次のように自画

自賛していた。 

 

日本語を学ぶには、西語（主に英語を指す）よりやさしいといえども、何年間その地

に居らず、現地の人に接しない限り、日本語も上達できない。若し簡便の法を用いて

よくその書を読むことを追求するならば、慧者は一旬、魯者は両月にして、以て一巻

を手にして津々とした味わいを受けることができよう。故にまだよく語を学ぶことな

く専ら文を学び、まだ文を作るを学ぶことなく専ら書を読むを学ぶも、また一の急就

                                                   
69 原文は「（翻訳）以東文為主，而輔以西文，以政学為先，而次以芸学」である。「大同訳書局叙例」『時

務報』第 42 冊、1897 年 9 月 21 日、p2837。 
70 丁文江、趙豊田編、島田虔次編訳『梁啓超年譜長編』第一巻、岩波書店、2004 年、p269。 
71 原文は「学者読之，直不費俄頃之脳力，而所得己無量矣。此非欺人之言。吾同人多有経験之者」で

ある。『清議報』第 10 冊、1899 年 2 月 21 日、p581。 
72 原文は「学英文者経五六年而始成。其初学成也尚多窒礙，猶未必能読其政治学，資生学，智学，群

学等之書也。而学日本文者。数日而小成，数月而大成。日本之学，己尽為我有矣。天下之事，孰有快

於此者」である。『清議報』第 10 冊、1899 年 2 月 21 日、p580。 
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の法であって、殊にまだ厚く非とすることはできない。73 

 

つまり、『和文漢読法』を用いれば日本語の読解能力が容易に身に付くことだと表明した。

梁啓超が主筆を務めていた『清議報』、『新民叢報』などの新聞媒体の中国の知識人に対す

る大きな影響力を考慮すれば、読解における日中同文という考えに染まった中国人たちが

日本書の漢訳を容易だと考えたのは自然の成り行きであった。このことによって、日本書

の漢訳はすでに早い段階で行われ、その後、多くの中国人学生の日本留学、『和文漢読法』

など日本語速成書の出版は日本書の漢訳という流れを加速した。 

日本側は、中国人の日本書の翻訳問題を見過さなかった。日本明治期の教育界を代表す

る雑誌『教育学術界』第四巻第二号（1902 年 12 月 5 日）に「清国教育の発達と我国出版

物の保護と」という文章が掲載された。署名は「華濤」で、筆名と考えられるが、華は中

華を思わせ、濤は消息を暗喩するとも読み取れ、その内容と関連して付けた筆名だと思わ

れる。国家利権とかかわる敏感な問題を提起する際、実名の使用は危険である。このため

不必要な論争を避けるため筆名を用いたとも考える。華濤は当時の中国情勢を回顧し、「近

時、文化を輸入せむが為めに海外諸国殊に我国に多数の留学生を派遣したる」とし、中国

の「頑冥固陋なる」状況に変化が見られたと書いている。華濤はこのような進歩に「誠に

これ清国の為にも、共に慶賀すべきことなりといふべし」と喜びを表している。 

華濤の態度を歴史背景の中に置いて見る必要があると筆者は考える。1895 年の日清戦

争で中国が敗北後、日本と中国の立場が逆転したことによって、日本国内では中国蔑視の

風潮が広まりつつあった。それとは別に、日中連携を唱える個人と団体も存在した74。著

者（華濤）は、「吾人は彼等留学生に対しては、出来得るだけの便利を與へて之を誘掖指

導すべきは勿論、進みて彼国に至り、大に我文化を扶植すべきは、一日たりとも先進者た

る我、比隣同文の我、古来密邇の親交ある我の当に尽すべき天職たるべきや明かなり」と

述べた。このような発言から見れば、彼は日中親善、相互提携の側に立つ人であったよう

に思われる。 

 日中間の地位の逆転によって、西洋文明を学ぶルートは直接に西洋を求めることから日

本もしくは日本経由に変わった｡その現象として、多くの清国の留学生が日本にやってき

たことが挙げられる。また、当時、日中両国は、同文同種の国だという考えが多く見受け

られ、日本は明治後期になっても、学術書は漢文調を中心としたものが大多数を占めてお

り、それを中国語に翻訳することは容易であった。「彼国にして已に今日の文明を輸入せ

むと欲せば、勢い諸外国の著作物に依り、之を翻刻若くは翻訳せざるべからざること、猶

我国の昔日に於けるが如し。而して之を同文なる我国に求むるは、之を異文なる欧米諸国

に求むるよりも、容易にしに其経路の同じき利益少からざるは明白なるとなれば、既に已

に彼国に於いては翻刻及翻訳せられたる我国の出版物頗る多しといへり」。このように華

濤は、中国の近代化は西洋に求めるより、日本から受け入れるほうがはるかに効率的であ

ったと考えていた。 

「清国教育の発達と我国出版物の保護と」(華濤）の論点の一つは、読解における日中

同文のために日本書の漢訳が便利であることと、留学生の大量来日が指摘されている。も

う一つの論点は日本の出版物の保護である。著者（華濤）は中国の教育の発展に日本が貢

                                                   
73 原文は「学東語雖較易於西語，然亦非居其地，接其人，以歳余之功習之不能。若用簡便之法以求読

其書，則慧者一旬，魯者両月，無不可以手一巻而津津矣。故未能学語而専学文，不学作文而専学読書，

亦一急就之法。殊未可厚非也。」である。『新民叢報』第 9 号、1902 年 5 月 1 日、p111。 
74 たとえば、近衛篤麿より 1900 年に開校した東亜同文書院は日中の子弟たちを教育する機関として名

高い。また、戊戌維新変法の失敗で、清国からの亡命者である康有為、梁啓超らを世話したのは、伊

藤博文、大隈重信、犬養毅など日本近代史上錚錚たる人物である。 
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献することを希望しているとあったが、一方では、版権を無視した翻訳を行っているとい

う現実があった。どうすれば中国教育の近代化事業を支持しつつ、日本の出版物も保護す

る目的が達成できるのか。彼は「我の之（出版物のこと――李注）を供給する場合には、 

宜しく低廉な価格を以てして、できるだけの薄利を以て之を販売し、我の厚意の在る所を

知らせなければならない。」との方策を提案している。 

すなわち日本の知的財産を中国に供給する。しかし、無償ではなく、日本人の好意によ

って低廉な価格を設定する。また、この日本側の厚意を中国側に知らせる必要もある。そ

うすれば、版権の保護という目的が達成できると同時に、中国の近代化にも貢献できる。

極めて理想的な発想である。 

 結局、華濤の考えは一種の希望的仮説に過ぎないと筆者は指摘したい。なぜなら、その

実施にまつわる困難な問題があり、また、華濤は中国の日本書漢訳の全体像の把握はでき

ていない。彼の論の中では、「既に已に彼国に於いては翻刻及び翻訳せられたる我国の出

版物頗る多しといへり」と、一方的に中国が無断で日本書を訳し、日本の書籍商に被害を

もたらすという印象を与えている。問題の把握が不十分であるため、実態とはかけ離れて

いる。筆者は、研究者が日本書の漢訳問題を検討する際、もっと多くの問題が潜んでいる

ことを自覚しなければならないと考える。次節で言及するのは、日本人が主導する日本書

の漢訳が様々の形で進行していたことである。 

 

２）中国における翻訳の日中合作 

中国における日本書物の翻訳は、実は変法維新の前夜（1896）から、すでに行われてい

た。1896 年 7 月、上海で創刊した変法維新運動の機関誌『時務報』では、「東文報訳」と

いうコラムが設けられ、古城貞吉（1866～1949）が黄遵憲（1848～1905）の依頼で『時務

報』の編集に協力し、東京日日新聞、大阪朝日新聞、時事新報、読売新聞、東京経済雑誌、

国家学会雑誌など、日本の新聞雑誌の論説・記事を訳出し、日本に関する豊富な情報を提

供した。 

日本の教育事情の紹介には特に熱心で、雑誌記事とはべつに「日本教育制度」「日本高

等師範学校章程」「日本華族女学校章程」を訳出し、1898 年、『日本学校章程三種』とし

て時務報館から公刊している75。また、当時中国には上海、北京、福州など各地に展開さ

れていた「東文学堂」(日本語学校）があった。東文学堂では、日本人教習が招聘され、

翻訳や訳書の校正も行われた76。 具体的な例で見てみよう。1903 年 3 月、中島裁之と呉汝

綸ら共同で作った北京東文学社では、その学校経営に関する具体的な目標の中では、日本

語で書かれた教科書の漢訳に言及した。 

 

  東文学社を創し、漢文に精通した読書人を招集し、もっぱら日本文を習う。近時、南

方では、東文学社が多くできて、そこで数ヶ月勉強すれば、日本語で書かれた政治、

教育類の本がすべて読めるようになる、そうしたら日本書を漢文に訳し、もって他の

学堂の用に備える。その効果は甚だ捷速である。77 

 

つまり、積極的に日本書の漢訳を行うよう、目標をかかげていた。ここではさらに、日本

                                                   
75 阿部洋『中国の近代教育と明治日本』龍渓書舎、2002 年、p24。なお、「古城貞吉と時務報」の関係

をめぐって、沈国威氏の論が詳しい。（「『時務報』の東文報訳と古城貞吉」『アジア文化交流研究』4、
2009 年。 

76 劉建雲『中国人の日本語学習史――清末の東文学堂』（学術出版会、2005 年）が詳しい。 
77 前掲劉建雲『中国人の日本語学習史――清末の東文学堂』p196。 
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訳書を中国全土の「東文学堂」で使用するという宏大な理想が見られた。このように、日

本人が中国で展開している日本語教育機関では、日本書の漢訳を目標とした事実が確認で

きる。 

 これだけでなく、また、中国の訳書に助け舟を出したのは善隣訳書館が挙げられる。善

隣訳書館は「その一環として、清国をはじめとする東アジア諸国の人士にたいし、明治維

新に成功した日本の文明的達成を漢訳して提供することを目指して、岡本監輔や吾妻兵治

が 1899 年上半年の頃に発足を準備していた出版社」だった78。中国でもこのような日本人

の動きに注目した。『申報』9607 号（1900 年 1 月 10 日）「記日本創設善隣訳書館系之以論」

の紹介では、漢学者、歴史学者として有名な重野安繹（1827～1910）、漢学者、二松学舎の

創始者三島中洲（1831～1919）、新聞記者、目薬の実業家として有名な岸田吟香（1833～1903）、

漢詩人の亀谷省軒（1838～1913）、漢学者の蒲生重章（1833～1901）、梁啓超も訳した『国家

学』の著者吾妻兵治（1808～1881）などがその中心的なメンバーである79。 

善隣協会の設立主旨を岡本監輔（1839～1904）が起草し、重野安繹、三島中洲などが加

筆した。訳書に関しては「新書を翻訳し、著述することを欲し、清韓に輸出し、以って善

隣の実を表す」と述べ、書籍の翻訳と輸出を通じて、清国、韓国の発展に寄与する。善隣

訳書館の更なる発展を図るため、株式組織とする理由を計画した。その計画を見ると、す

でに『大日本維新史』、『国家学』、『警察新法』、『戦法学』四つの書物を訳出したと列記し

ている。そして、『大日本維新史』の良好な売り行きに期待し、増刷し、35 種の予定して

いる出版物の中に加えるという80。特に岡田監輔の『万国史』（中国語訳名『万国史記』）

は中国で 30 万部以上に売り上げられ、好評を受けていた。 

前述したように、中国の発展には、訳書が極めて重要な要素と位置付けられた。だが、

翻訳に伴う条件の不備など、自らの努力には限界を感じていた。中国側は善隣訳書館のよ

うな協力団体を歓迎していた。また、日本人も自らが主導する漢訳事業を中国で展開する

にあたっては中国側の協力は欠かせなかった。梁啓超は『清議報』第二冊で善隣協会の主

旨を掲示し、その事業の内容を中国人に知らせた。「東籍月旦」では、重野安繹の『万国

史綱目』を評価文付で好意的に宣伝した。上海の『亜東時報』第 21 号（1900 年 4 月）で

は、吾妻兵治が署名した善隣訳書館条議引を掲示した。1902 年、日本は中国に版権を保

護する協議を要求し、蔡元培がそれに反対し、外国人が中国の翻訳に協力する実例として、

イギリスの広学会と並んで日本の善隣訳書館の名を取り上げた81。    この例から見ても、善

隣訳書館は中国知識人の間に、知名度の高さが伺える。 

 

３）日本における日本書版権問題 

 日本政府は 1893 年に版権法を公布し、1899 年 7 月 15 日、著作権法を施行し、1900 年、

万国版権同盟に加入し、著作権は人々関心する話題の一つとなった。日本書の漢訳をめぐ

る版権の問題について、世論は権利の主張が目立つ。「清国開発と版権問題」（『教育時論』、

1901 年 12 月 5 日）では、「我邦が清国開発の実を挙げるの一方法として、必ず通商条約

中に、版権保護の一項を加え、以て我著訳家、及出版者をして、安心其業に奮励せしめら

れんことを、切望に勝へざるなり」。同誌「清国の書肆と出版」(1903 年 8 月 15 日）では、

「近来日本の図書出版者より、版権の保護等につき、我が領事より請求する処ありしに、

盛京将軍は之を容れて書籍の翻刻を禁止しぬ」と述べている。一方、中国に対して著作権

                                                   
78 狭間直樹「善隣訳書館について」『東亜』417、霞山会、2002 年、p51。 
79 『申報』9607 号、1900 年１月 10 日、64 巻、上海書店、1983 年、p55。 
80 前掲狭間直樹「善隣訳書館について」p48。 
81 蔡元培「日人盟我版権」『蔡元培全集』第一巻、中華書局、1984 年、p159。 
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を主張することは、日本側の見解は必ずしも一致ではなかった。中国に著作権の主張に反

対する意見もあった。元田天牛氏は「支那翻訳事業」の中で、こう述べている。 

 

 版権と云うものは大なる権利であるけれども、我々日本人は果たして支那人に対して

之れを主張し得るや否やを反省せねばならぬ、我国の過去千数百年間の歴史を回顧し

て見る時は、苟くも人情を解する者は、此の如き自分勝手なることは言はるべき筈で

ないと思う、我々の祖先より今日の我々に至る迄が、如何に多くの恩を支那人に負う

て居るか、支那の書籍を読み支那の文字を借り支那の聖人の教えをも学び得たること

を思わば、人情を解する者ならば感謝の念は胸中に燃えねばならぬ、今日の支那人に

向かって、妄りに我が著書を訳すことを許さずなど言い得べきものでない。82 

 

元田は過去の歴史を回顧し、日本は中国の学恩を受けていたことを理由に、中国に版権の

主張をすることができないと述べている。元田が述べたように、古来漢字、漢文化が中国

大陸から伝われてきたゆえ、日本の発展に大きく貢献した。書物は文明を伝達する道具と

して認識され、その流通には単なる物品と金銭の等価交換として定義すべきではなく、一

種の文化の発展に期待が付与したと考える。現実においても、当時日本人著者の著作が中

国で無断に翻訳され、法律訴訟にまで発展したが、日本人著者が出した解決案は寛容で、

「中国の文明の発展に貢献していけばよいとする友好的かつ慈善事業的な意識に支えら

れていたのかもしれない」83という。この決断の中には、日本人の一種の恩返しのニュア

ンスも否定できないだろう。 

だが明治維新ごろから、日本は昔の師である中国を越え、軍事面、経済面では目覚まし

い発展を遂げ、自信が付いた。中国と如何に対応するのかをめぐって、日本人の見方が分

かれた。元田の言論は極端に走っているように見えるが、過去の学恩を根拠に版権を放棄

すると主張したのも存在していた。 

元田は「唯眼前の小利を見ることに敏なる量見の狭い島国的根性という」ところから脱

却し、「若し出来得べくんば、日本人にして現代の漢文を善くするものあらば、空に支那

保全策を論ずる暇を以て、有益なる書籍を支那人の為めに漢文に反訳して遣るがよい」と

考える。つまり、日本が主導で日本語の著作の翻訳を行い、中国の近代化に貢献すること

である。「仮令欧米の諸国が支那に対し反訳の制限を申込むことありても、日本はそれに

雷同してはならぬ、出来得べくんば支那人を助け、或は支那人と協同して支那反訳の事業

を目的とする所の団体が勃興せんことを予等は希望して居るものである。而して同文の便

があるとすれば、日本は進んでその原書を供給すべき義務があると思う」84。  これは単な

る版権の保護に注目するものではない、欧米と対抗するため、日本書の漢訳を国家戦略の

高度に持ち上げ、広い視野からの鋭い指摘である。 

 

２、中国側の日本書を漢訳することに対する態度 

 

1）無秩序な翻訳に対する批判 

 『新民叢報』第 25 号（1903 年 2 月 11 日発行）の学界時評のコラムでは、翻訳をめぐ

って「翻訳世界」「翻訳與道徳心之関係」「翻訳與愛国心之関係」三篇の批評文が掲載され

た。『新民叢報』は 1902 年 2 月、梁啓超が横浜で創刊した雑誌である。「 初の一年内で

                                                   
82 元田天牛「支那翻訳事業」『教育時論』661、開発社編、1903 年、p22。 
83 前掲中村元哉「近現代東アジアの外国語書籍をめぐる国際関係―中国を中心に」p229。 
84 前掲元田天牛「支那翻訳事業」p23。 



43 
 

は毎期 5、6 万字で、しかもほとんどすべての記事は彼一人の手によるものである」85。以

下で論じる時評という報道ジャンルは当時彼によって初めて中国に伝えられた。『新民叢

報』の章程によれば、「(時評、短評は)中国及び外国近時に発生した重要な事件を選び、

少し評論を加え、面と向かってはっきりとは言わず、遠回しに人の急所や弱点などをつく

話し、聞く者は戒むるに足る」86と時評の特長を述べた。『新民叢報』の時評欄に翻訳問

題が取り上げられたことは、当時日本書の漢訳はすでに社会問題となっていたことを物語

っている。 

まず、はじめに、「翻訳世界」は中国学界では、近年目覚しい発展が見られるが、しか

し、問題も少なくないと指摘する。中国の日本学習がその皮相だけを学んだということを

第一に挙げて問題視した。その代表として『翻訳世界』という雑誌を問題にした。『翻訳

世界』は 1902 年、上海支那翻訳会社が創刊し、早稲田大学の講義を翻訳出版する翻訳の

専門誌である87。批評者は『翻訳世界』に対して、雑誌の広告の紙面に日本語があふれる

ことや、「二十世紀の中国は翻訳の時代だ」など、人々を驚かせる広告文に違和感を抱い

た。批評者は中国社会では、盛んに行われていた翻訳そのものの持つ意味自体を否定して

いない。ただこの繁盛の裏側には、道徳心と愛国心とに関わる重大な問題が隠されている

と指摘している。 

 「翻訳與道徳心之関係」は、翻訳における任意な削除や、損益がもっぱら学問上の問題

ではなく、それは道徳上の問題でもあると論じた。論評者は、翻訳問題を広い視野で見て

いた。千年以上前の中国の六朝、唐の時代の仏教経典の翻訳は精密で、仏教学が中国で盛

んになったのは、翻訳の功を無視できない。近時でも、厳復（1853～1921）が訳した『天

演論』（日本語訳名『進化と倫理』）、『原富』（日本語訳名『国富論』）は数年の歳月をかけ

て、ようやく完成した名訳である。厳復は誠に翻訳界の模範たる人といわなければならな

い。しかし今日の中国の翻訳界では、混乱の局面に陥っている。その原因は日本語が学び

やすいからだと論評者は指摘した。その極端な例として「新しく日本語を学び始めた人は、

『東文典』、『和文漢読法』などの本を手にし、三日もたたない内に、もしくはイロハ四十

八の仮名さえ覚えずに、騒がしく訳書を談ずる」88とある。 

しかし、梁啓超らが『和文漢読法』を編纂した目的は、中国人が日本語の本を読むため

である。日本語著作の翻訳を鼓吹する目的ではないと思われる。 

『新民叢報』の評者は「凡そ一つの専門の本を訳すには、その専門に精研し造詣のある

人でなければ、到底翻訳に従事することはできない。若しそれに従事したら、必ず自ら誤

りを犯し、かつ他人を誤らせる」89と述べ、論評者の観点から見れば、自分の専門分野の

翻訳を行うべきであると主張している。しかし、現実は論評者の希望には答えない。前章

で検討したように、『和文漢読法』を利用して蔡元培、李叔同は農業、法律、歴史など自

分の専門とは異なり、幅広い分野において翻訳を行った。さらに、特筆するのは範迪吉と

いう人である。 彼はジャンルを問わず、翻訳に携わった。『初等算術新書』から『肥料学』、

『微菌学』、『商業経済学』、『議会及政党論』、『帝国文学史』、『東西洋倫理学史』、『 新日

                                                   
85 原文は「該報在第一年内毎冊 5、6 万字，大都出自他一人之手」である。『新聞界人物』新華出版社、 

6 号、1985 年、p149。 
86  原文「(時評、短評)選中国外国近事之切要者，略加緒論，談言微中，聞者足戒」である。夏暁虹編

『飲冰室合集』集外文、上、北京大学出版社、2005 年、p76。 
87 川上哲見「清末より民国期における教科書」『中国研究月報』685 号、2005 年、p9。 
88 原文は「新学小生，手『東文典』『和文漢読法』等書，未及三日，或且並イロハ四十八仮名未識。亦

囂囂然談訳書」である。『新民叢報』25 号、p74。 
89 原文は「凡訳一門之書，非於此専門学問研精有得者，万不能率爾従事。若爾者，未有不自誤誤人者

也。」である。前掲『新民叢報』25 号、p74。 
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本全国漫遊記』までである。譚汝謙氏の統計によれば、彼一人の力で、百種に上る日本書

を漢訳した90。    当時の訳書の問題点を梁啓超は『清代学術概論』において指摘した。 

 

みないわゆる「梁啓超式」の輸入で、組織もなければ選択もない、本末そなわらず、

学派の区別もわからぬありさまであって、ただ多ければよしとしたのである。社会も

またそれを歓迎した。おそらく、長年のあいだ災害地にあった民衆が、草の根、木の

皮、凍りついた雀、腐った鼠でさえも大よろこびで満足し、よだれをたらしてむさぼ

るようなものであったろう。消化が可能かどうかは問題でなく、まして、病気になる

かどうかなどは、問題にもならなかった。91 

 

このように、翻訳は無秩序に行われ、学問上に混乱をもたらすおそれがあるにとどまらず、

社会の気風にも悪影響を招きかねないと論評者は言う。「思うに、訳者は翻訳を児戯と見

なし、利得の道具とするが、けっして読者のためではない」「今日の少年は往々にして、

上海の書籍商及び内地の人が選別することがわからないため、彼らを騙し、勝手に仮名を

削除し、一二の漢字を顛倒し、それで百数十のお金を手にする。これらの者は、学界の悪

玉と言わなければならない」92。   外国語を学ぶ人は、口語訳であれ、筆訳であれ、翻訳を

試みることは一概に否定することはできない。しかしそれを自己満足の域を越え、翻訳書

を出版し、利得の道具として人を騙すことには、社会に悪影響をもたらし、許しがたいこ

とである。 

 

2）日本書の丸写しは奴隷である 

 後に、「翻訳與愛国心之関係」をめぐる批評を見てみよう。その中で、この文章の批

評者は近時、中国人が日本製名詞を用いることを問題視した。 

 

日本で使用されている“社会”、“経済”等の単語はたとえそれを援用しても、問題にはな

らないが、さらなる難解な語彙があれば、直接にそれを音訳し、注釈を加えることに

もよいだろう。93 

 

訳語に音訳もしくは原語を付けたり、注釈を付けたりすることは、啓蒙思想家梁啓超の文

章によく見られる。当時、中国と日本では、西洋の学問を受け入れるため、術語の翻訳、

制定が要求された。したがって、各自その学問用語の翻訳を行っている。例えば、引用中

に言及した「社会」、「経済」という語には、今日こそ日本製漢語を使用し、日中両国は統

一しているが、当時中国では「群」、「計」という訳も同時に存在していた。しかし、大量

の日本製漢語は日本書が漢訳されるにつれて、中国に持ち込まれ、次第に定着した。これ

は今日、中国の学術用語から口語まで、大量の漢語は和製漢語であることが明らかになっ

ている94。    評者の発言から見れば、「名は一つの記号にすぎず、人はそれを習い、そして

                                                   
90 譚汝謙主編『中国訳日本書総合目録』中文大学出版社、1980 年、p62。 
91 梁啓超著、小野和子訳『清代学術概論』平凡社、1974 年、p308。 
92 原文は「蓋其以訳事為児戯，為牟利之具，而不復一為読者計也。」「今之少年，往往欺上海書賈及内

地人士之不知別択，随意刪去仮名，顛倒一二字，苟以易百数十金而己。若此者，不得不謂学界之 賊

也」」である。前掲『新民叢報』25 号、pp．74－75。 
93 原文は「日本所通行之“社会”、“経済”等字。雖沿之亦未甚為病也。再有難解者。乃至逕訳其音，而加

以注釈，亦未始不可」である。前掲『新民叢報』25 号、p76。 
94 和製漢語をめぐる研究は近年盛んになっている。主なものは以下のような著作が挙げられる。沈国威

『近代日中語彙交流史――新漢語の生成と受容』笠間書院、一九九四年。陳力衛『和製漢語の形成と
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意味が分かればよい。的確な訳を求めるのは実に難しい」95と、けっして、日本製漢語を

批判することではなく、逆に翻訳に対して、極めて寛容な態度を持つと言える。 

 評者が反対するのは「今日、新学を談ずる者は、往々にして中国ではすでに定着し、人々

みんなが知っている言葉に対して故意に使わず、必ず人の後ろに従い、他人の言葉をその

まま自分のものとして用いる」96ことである。これは、「中国人が実質を言うのを好まず、

外観を言うのが好まれる」97として、翻訳における日本製名詞の乱用は国民性に関わると

評者は指摘した。評者は日本製名詞の乱用は、祖国中国の文学に悪影響を与えかねないと

心配している。そして翻訳問題は、このような中国の未来を担う者たちの精神面にまで関

与していると結論を結び、「日本人を崇拝することが極端に達し、 彼らの一字一言も模倣

するようになった。これは自立性がないということだ。これは奴隷ということだ」98と過

激な評価で文を終わらせ、文脈には独立、自強の精神を培うことが重要だという認識を示

した。 

 

 

３、結び 

 

 日中間の漢訳日本書をめぐって、極端の例として、明治大正期、一部の教科書の奥付に

は「不許漢訳」が記載していることが挙げられる。日本書の漢訳問題をめぐる議論では、

その背後には単なる経済的な事情によるものだけではなく、政治、文化的な事情を含めて、

日中それぞれの思惑があったことが明らかになった。 

 まず日清戦争において中国の敗戦をきっかけに、中国人は日本に学ぶようになった。当

時の日本では、多くの書物が漢文体で書かれていたため、中国人にとって、読解しやすか

った。それに加え、『東文典』、『和文漢読法』などの日本語速成書が流行り、中国近代の

文化著名人、蔡元培、魯迅、周作人なども日本語を学ぶ 初の段階では、その手ほどきを

受けていた。魯迅を含め、留学生らは翻訳に従事し、多くの日本語著作を漢訳した。梁啓

超は当時の状況を思い出し、「壬寅、癸卯の間（1902、3 年）には、翻訳が盛んにおこな

われ、定期出版の雑誌も数十種をくだらなかった。日本で新しい書物が出ると、翻訳者が、

ややもすると数人出るというふうで、新思想の輸入は澎湃としておこった」99と述懐して

いる。 

一方、このような状況の中で、日本人は相矛盾する選択に迫られてきた。日中文化交流

の面では、日本書の漢訳を支持する協力的な姿勢、態度も示したが、法律上及び出版界、

著者、書籍商には損失をもたらしていることを看過できなかった。中国の近代化を支援す

るとともに、如何にして日本にも利益をもたらすかという難問に直面した。 このような

背景から、日本人は「清国教育の発達と我国出版物の保護と」という解決策を提案してい

る。筆者の分析を通じて得られた結論では、当時中国国内において、日本語で書かれた著

作の漢訳は実際には、両国の知識人が共同で翻訳を行った。また、日本は古来中国から学

                                                                                                                                                  
その展開』汲古書院、2001 年。馮天瑜『新語探源：中西日文互動與近代漢字術語生成』中華書局、2004
年。 

95 原文は「名也者，不過一記号，使人習之而能解云爾，苟実難得其確訳者」である。前掲『新民叢報』

25 号、pp．75－76。 
96 原文は「今之談新学者，往往於中国久有定名，人人共知之語偏廃不用，而必随人脚踉，拾人唾余以

為快」である。前掲『新民叢報』25 号、p76。 
97 原文は「中国人性質不好言実事而好言門面」である。前掲『新民叢報』25 号、p76。 
98
 原文は「崇拝日本人之既極，並其一言一字而亦倣効之而己，是之謂無自立性，是之謂奴隷」である。

前掲『新民叢報』25 号、p76。 
99 前掲梁啓超著、小野和子訳『清代学術概論』pp．307－308。 
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恩を受けているから、中国に版権を主張することはできないとし、善隣訳書館のような積

極的に日本書の漢訳を行った団体も存在し、中国でもよく知られていた。日本書の漢訳問

題を単に一国の問題ではなく、日中協同で行った活動と考えるべきである。残された問題

はその中で著書の版権問題について、梁啓超が日本人との交渉の中で如何なる態度を示し

たのか。梁啓超は版権と訳書の関係をどう見ていたのか。これは明治期における日本知の

受容の一つ重要な側面である。次節では、梁啓超の版権観について検討する。 
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第二節「支那に版権制度を布くの策」を訳した梁啓超 

 

はじめに 
 

近代中国が西洋の科学文明を受け入れる過程において、洋書の翻訳が避けては通れない

課題となる。書籍の翻訳に伴い、版権の問題が発生する。西洋諸国に遅れを取っている 

中国では、版権にまつわる法律の設定も例外ではなかった。清朝滅亡直前の 1910 年、中

国初の版権法『大清著作権律』がようやく頒布された。その法律が設定される前、厳復、

張元済、蔡元培など多くの文化人が版権問題について見解を述べていた。そして、中国近

代の版権の相関問題を検討する際、上記の人物を中心に研究が行われていることがほとん

どである。 

だが、近代中国の啓蒙の第一人者とも言われている梁啓超の版権観をめぐる検討は、管

見の限り、李明山氏「梁啓超：近代中国倡導版権第一人」と呉有定氏「梁啓超的版権観念

與実践」の二編しかない。近代出版業の発達に照らして、後進国中国の版権の誕生は、何

と言っても外国書の翻訳と密接に関係している。その外国書の翻訳を盛んに鼓吹してきた

のは他ではなく梁啓超である。そして、彼にとって、版権は避けては通れない問題のはず

であった。 

本節では、李明山氏らが提示した梁の版権に関する先行研究に学びつつ、李氏らが注意

を払っていなかった部分に焦点を当てる。まず、版権問題の相関資料の翻訳に見られた改

変から、梁啓超の版権観を考察する。さらに、梁啓超の評論の中で言及されていた日本人

名や書物について、筆者が把握している資料を提示し、梁啓超の版権観を検討して行きた

い。 

 

１、 梁啓超による「支那に版権制度を布くの策」の改訳 
 

梁啓超は日本書を漢訳する際、発生した版権の問題について、如何なる態度を示したの

か。李明山氏の提示によれば、『清議報』第 13 冊には、「読経済新報布版権於支那論」（経

済新報「支那に版権制度を布くの策」を読む）という論評文が掲載されていた。しかし、

署名はなかった。『清議報』は、梁啓超が 1898 年 12 月に横浜で創刊し、1901 年 11 月ま

で計 100 号が刊行された。梁啓超は一人で編集者と主筆を兼ねて、発表した文章は筆名を

使うか、もしくは無署名である。『清議報』に掲載された文章の多くは彼が書いたものと

考えられる100。李明山氏は論文「梁啓超：近代中国倡導版権第一人」の中で「文章の思想

内容及び文筆の風格など各方面の情況によって判断し、この「読経済新報布版権於支那論」

の著者は梁啓超に違いない）と述べている101。李明山の判断基準は、上記の文章は『清議

報』の主旨に合致するのである。梁啓超が打ち出した『清議報』の主旨は以下のようであ

る。 

 

一、維持支那之清議激発国民之正気（支那の清議を守り、国民の正気をかき立てる。） 

二、増長支那人之学識（支那人の学識を増進する。） 

                                                   
100

 例えば、『清議報』に連載されている『佳人奇遇』にも署名がなく、『飲冰室合集』「文集」19 の 88
（p1）には「任公先生戊戌出亡，東渡日本舟中訳此自遣，不署氏名」と示し、梁啓超の訳であること

がわかる。 
101 原文は「根拠文章思想内容和文筆風格等各方面情況判断，此文作者応該是梁啓超」である。 
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三、交通支那日本両国之声気聨其情誼（支那と日本、両国の声気を通じ合わせ、情誼

を結び合わせる。） 

四、発明東亜学術以保存亜粋（東亜の学術を闡明して亜粋を保存する。）102 

 

「読経済新報布版権於支那論」一文は見比べてみると、『清議報』で挙げた主旨に合致

するため、梁啓超の作の可能性が高い。また、李明山氏の指摘では、『清議報』は同人雑

誌のため、文章の多くは梁啓超及びその関係者のものである。彼ら以外の作品の投稿は稀

である。当時『清議報』の投稿は原稿料をもって報酬とするのではなく、著書を互いに贈

与することによって、原稿料と相殺する形をとっている103。 

筆者の調べたところでは、『清議報』に掲載された「読経済新報布版権於支那論」は天

野為之（1860～1938）が主宰する『東洋経済新報』（第 124 号、1899 年 5 月 15 日）に和

訳された。その冒頭には「本篇は支那改革運動に関係ある清客某氏の寄稿に係る者にして

少しく憚る所あって其姓名を記さず」と付された。 

これによって、この文章は梁啓超の作であることが明らかになった。支那改革運動とは、

つまり、康有為、梁啓超らが主導した戊戍変法のことである。それが失敗し、梁啓超は日

本に亡命し、身の安全を守るため、日本名「吉田晋」を名乗る104。日本の新聞雑誌は梁啓

超の文章を掲示する際、名を伏せたのは、彼の身の安全における配慮である。このような

日中の知識人が各自主宰する雑誌に、互いの論文を掲載したのは、両者とも同じく版権問

題に関心を持っていたためと言えよう。ただ天野が訳した梁の文では「原稿漢文なれば便

宜の為め訳して茲に掲く従て字句多少の修正なきを得ず105」と述べているが、実際、筆者

が訳文と原文を比較した結果、二、三煩雑と思われる箇所を省略した以外、原文を忠実に

訳したと言える。 

 だが、『清議報』載『東洋経済新報』の論文の訳はそうは行かない。筆者は『清議報』

の訳を『東洋経済新報』の原本と比較した結果、改訳、削除された箇所を幾つか発見した。

その変更したところには、梁啓超の狙いおよび版権問題についての見解が見られるのでは

ないかと筆者は推測している。 

 以下は改刪した箇所を原文と比較しながら検証していく。 

 

１、「改善」を「改良」に 

  （1）原文：然れとも今假りに支那は之を改善するを要し。（下線は筆者、以下同様） 

     訳文：然今苟欲謀支那之改良。 

  （2）原文：抑も斯の如くして焉んぞ能く支那文物の改善を望むべけんや。 

     訳文：於此而欲望其文物之改良。 

戊戌維新において梁啓超は改良主義の政策を取っており、常に改良を念頭に置いていた。

原文の改善より改良のほうが梁の政策の宗旨・内容が反映できるため、改訳を行ったと考

えられる。 

 

２、「供給」への異議 

  （3）原文：支那四億の民に経世実用の知識を供給するに在り。 

                                                   
102

 梁啓超『飲冰室合集』「文集」3、中華書局、1989 年、pp．30－31。訳文は丁文江、趙豊田編、島田

虔次編訳『梁啓超年譜長編』第 1 巻、岩波書店、2004 年、p292 から引いたものである。 
103

 李明山「梁啓超：近代中国倡導版権的第一人」『編輯学刊』2003 年第 1 期、p37。 
104

 前掲島田虔次編訳『梁啓超年譜長編』第 1 巻、p296。 
105

 『東洋経済新報』東洋経済新報社、第 124 号、1899 年 5 月 15 日、p10。 
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     訳文：皆以人民経世実用之智識為之基。 

  （4）原文：抑も支那人民の知識を啓発して泰西の学術に通せしめんと欲せは先つ良

教科書の供給なかるべからず。 

     訳文：夫欲開其人智使通西学。必藉於良教科書。 

  （5）原文：而して支那人に此種の良教科書を与へんと欲せば。 

     訳文：広訳而流布之。 

（3）（4）の訳文では、供給が省略された。“供給”は一方的に支給の意味を表し、受け入 

れる側の能動性を表現できない。常に国民の主導性、自力・自強の精神を培うことを念頭 

に置いている梁啓超は国民に対して西洋の科学文明の吸収に当たって、単なる受け入れの 

姿勢は望んでいない。同様な精神を反映する梁の別の短文「保全支那」が『清議報』第 

33 冊（1899 年 12 月 23 日）に掲載されている。 

 

ヨーロッパ人、日本人は常に「保全支那」と言う。吾は従来この言葉が も聞きたく 

ない。支那を保全するため他人の力を借りなければならないならば、則ち保全は必ず 

できない。支那が保全しうるならば、則ち他人に保全してもらう必要がない。他人の 

保全を言う者は他人の自由を侵害するものである。他人によってわが保全を望む者は、 

自由を放棄するものである。（中略）民は独立を重視し、権利を重んずるもので、関 

与を受けるものではない。国も同じである。曰く支那を保全する者がなぜこれと異な 

るだろうか？106 

 

その主旨としては、中国は自国の独立、国民の権利を自ら守るべきである。決して他国 

からの保全を求める必要がない。弱国にいながらも、高い志を持つ、高潔な気風が読み取 

れる。 

「読経済新報布版権於支那論」の検討に戻ろう。例（5）において、“与へん”を削除し

たことによって、この文の主語である「日本」があいまいになった。その結果、読者はそ

の主体が中国人であるように読み取れる。そうすれば、訳書の主体は中国人に変わり、訳

書における中国人の自主性を強調する効果が現れる。 

 

３、「自強」への信念 

（6）原文：我輩は是等の理由を以て、切に我外交当局者に望むらくは外交の手段に

渡りて、支那に提議し、版権を支那に布くの策を実行せんとを。是れ支那

改善策の一として、 も行ひ易きのみならず、其効力又 も適切なる者な

り。 

訳文：我輩以此之故，切望我外交当局者，速與支那提議実行布版権之策。此協

助支那之 易行者也。 

（7）原文：然れとも文物進歩の程度幼稚なる者が版権同盟に入るは も不利益なる

者。 

訳文：凡文物進歩尚弱之国。 不宜入版権同盟。 

（8）原文：平生利を見るに敏なる支那人必ずや争ふて書籍の変策に力め。 

訳文：吾知支那人必多能自輯佳書。 

                                                   
106

 原文は「欧人日本人，動曰保全支那。吾生平 不喜聞此言。支那而須借他人之保全也，則必不能保

全，支那而可以保全也，則必不借他人之保全。言保全人者，是謂侵人自由，望人之保全我者，是謂放

棄自由。（中略）民也者，貴独立者也，重権利者也，非可以干預者也。惟国亦然。曰保全支那者，何

以異是？」である。「保全支那」『清議報』33 冊、中華書局、1991 年。 
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日本は明治維新の成功を収め、国力が増強し、日清戦争で、長年師と仰いだ中国に勝ち、

民族的優越感が高揚している。「支那に版権制度を布くの策」の中にも、「我日本人は支那

人に先って文明の知識を得たり」などの表現から、中国の上位に立つ優越感を言葉で表現

した。例文（6）では、日本側の上目線での「支那改善策」を梁啓超は同等の立場を表す

「協助（協力、助け）」と訳し直した。天野為之の上記の論文にあるように、彼は版権制

度の頒布を契機に、主に経済面で日本は中国をコントロールすべきだという野心を抱いて

いた。 

しかし、梁啓超の狙いは、版権制度の確立を通じて、日本の良書を国内に持ち込み、中

国の近代化に貢献することである。例文（7）では、否定的な意味しか持たない「幼稚」

を「尚弱」に直した。ここでは「幼稚」は文明の状態を表す形容詞である。動的変化を反

映することではない。「尚弱」はその文物進歩の程度を反映した上で、次第に強くなると

の期待感も読者に与える。さらに、例文（8）に見える「平生利を見るに敏なる支那人」

のような中国人の自尊心を傷つける一方的な評価は、梁啓超によってばっさり切り落とさ

れた。 

逆に、梁啓超が強調すべきと思うことについては、付け加えられたところも見られる。 

 

４、強調のための追加 

  （9）原文：然るに支那には今や殆んど良教科書なし。曰く三字経曰く千字文、曰く

四書、曰く五経是れ即ち支那に於ける普通教育の教科書なり。 

     訳文：今日支那此種之書，殆絶無焉。曰三字経，曰千字文，曰四書，曰五経。非

粗浅而無用，即深而難解。 

（10）原文：自己の利益を犠牲にして公共心の為めに尽さんと欲するか如き人物は、

蓋し千百人中に一人を得るのみ。 

訳文：不顧一己之利益，而惟以覚世為心者。千万人中不過一二人耳。 

（11）原文：夫の岡本某氏の万国史の如き数十万を売り尽くせりと云ふにあらすや。 

訳文：如前者岡本監輔氏之万国史記。銷售至数十万部云。 

例（9）の原文では、三字経、千字文、四書、五経などの中国の古典が普通教育の教科

書である事実を述べたことにとどまっており、古典自体を否定してはいなかった。だが、

梁啓超は「非粗浅而無用。即深而難解（粗くて浅い、無用のものでなければ、すなわち深

奥で難解である）」と一概に否定的な見解を表した。これは、彼は新学（西洋の学問）を

広げたいため、旧学（中国の学問）をそれと対立した立場に位置付けし、痛烈な批判を加

えたものと考えられる。 

例（10）では、公共心を持つ人の比率について、原文は千百人中に一人と述べているの

に対し、梁啓超は千万人中に一二に過ぎないと、中国人の公共心の欠如を強調した。 

（11）の例では、梁啓超は『万国史』を『万国史記』に訳し直し、天野為之の間違いを

訂正した。さらに、著者のフルネームを掲示した。これは、梁啓超が当時岡本の著作をよ

く把握していることを証明している。天野為之は相手のフルーネームを表記せず、岡本某

氏を掲示したのは、よく知られる人物について、あえて名前を公開しないも考えられるが、

しかし、そうではないらしい。『岡本韋庵先生略伝 附著書目録』をみれば、『万国史』は

なく、『万国史記』しかなかった107。天野為之は『万国史記』のはずである岡本の著作の

題名を『万国史』と間違ったから、天野はその本を読んだことさえない可能性があると筆

者は推測している。風評によって、中国で人気があると聞いていたにすぎない。 

                                                   
107

 『岡本韋庵先生略伝 附著書目録』韋庵会編、1912 年、p23。 
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『万国史記』は岡本 1879 年に漢文で書かれて史書であって、梁啓超は来日前にすでに

読んでいた。彼は 1896 年に書いた『西学書目表』には『万国史記』に言及していた。そ

の本の紹介欄では「万国史記 岡本監輔 上海 排印本 十本 五角」となっており、そ

の下には、梁の評語があった。「甚だ簡略と雖も、然るに漢文で書かれた西洋歴史書は詳

しいものがないので、ひとまず読んでみよう108。」さらに、その著作を中国に広める狙い

があると思われる。1897 年、湖南省長沙時務学堂に総教習（教頭）を担当する梁啓超は、

『時務学堂功課詳細章程』第一年目の授業日程表において、『万国史記』を普通学に書き

込み、公共の基礎知識として学習することを学生たちに要求した。 

来日後、梁啓超も日中の連携を訴える日本人に格別な注意を払っていた。『万国史記』

の著者岡本監輔はその中の一人である。岡本監輔（韋庵 1839～1904）はこれまで、サハ

リン（樺太）探検家、北方問題に携わった人として知られている。近年、岡本監輔に関す

る研究が成果を上げ、教育家、社会活動家の一面も浮上した109。岡本監輔は善隣協会とい

う当時中国の近代化運動に貢献するために日本書を漢訳する団体の中心メンバーの一人

であった。 

梁啓超も善隣協会に関心を示し、『清議報』第 2 冊（1899 年 11 月 21 日）に、「善隣協

会主旨」（梁啓超の修正をほどこす）を掲載した。宗旨の中では「欲訳述新書。以輸清韓、

以表善隣之実（新書を翻訳し、著述することを欲し、清韓に輸出し、以って善隣の実を表

す。）」と述べていた。 

梁啓超は彼らに関心をもったのは、かつて日本書の翻訳を 大の目的とした「大同訳書

局」を組織したものの、順調ではなかったからである。この時、日本の有識者が中国の近

代化のため、訳書を協力する朗報が飛び込んできた。 

これはなすすべもなかった梁啓超にとって、むろん大変助けになったわけである。梁啓

超もそれに協力し自分の雑誌で関連する日本人の訳書を紹介した。筆者の調べでは『新民

叢報』第 9、11 号（1902 年 6 月 6 日、7 月 5 日）に掲載した梁啓超が書いた「東籍月旦」

（日本の書籍についての評価）に、岡本監輔が再び登場した。 

 

『万国史綱目』 重野安繹著 上編四冊 定価一元 著者は文学博士、大学教授、日

本第一流の漢学家である。その著書は全て漢文を用い、使用している人名、地名も『瀛

環志略』などの旧籍が常用のものである。蓋し専ら中国人のために著したと思われる。

その体例は朱子の綱目を模倣し、編年体を用い、一条ずつ一綱目に並べ、その目は一

段と低く、叙事は頗だ簡潔で、中国人の脳質に適合する。（中略）日本語にまだ通じ

ていない者は、これを入手すれば岡本監輔の『万国史記』に勝る、かつ本屋にある尋

常な訳本に勝る。110 

 

この文脈から見れば、梁啓超は『万国史記』の内容を把握していただけでなく、その関

連人物にも注意を払っていた。重野安繹（1827～1910）について、引用の通りかなり詳細
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 原文は「雖甚略，然華文西史無詳者，姑読之。」である。「西学書目表 中 史志」『飲冰室集外文』

北京大学出版社、2005 年、p1130。 
109

 『アジアへのまなざし岡本韋庵：阿波学会五十周年記念』（阿波学会・岡本韋庵調査研究委員会編、

2004 年）参照。 
110

 原文は「万国史綱目 重野安繹著 上編四冊 定価一元 著者為文学博士大学教授，日本漢学家第

一流也。其書全用漢文，所用人名地名，亦依瀛環志略等旧籍所常用者。蓋専為中国人而著也。其体例

倣朱子綱目，用編年体，毎条皆列一綱目，其目則低一格，叙事頗為簡潔，宜於中国人脳質（中略）未

通東文者，得此亦勝於読岡本監輔之万国史記，且勝於坊間尋常訳本也。」である。梁啓超「東籍月旦」

『飲冰室文集』4、pp．93－94。 
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な解釈を付している。重野安繹の『万国史綱目』は漢文で書かれ、その本の格式にも朱子

の綱目を用いたりなどもっぱら中国人のために書いたという情況も把握していた111。   

また、 後日本語が通じない人にとって福音であって、「勝於坊間尋常訳本（本屋にあ

る尋常な訳本に勝る）」という賛辞を送り、中国の読者に勧めた。梁啓超がここで言及し

ている重野安繹も善隣協会に深くかかわりを持つ人物であって、善隣協会成立の宗旨は、

重野安繹が添削、評価し、署名していた112。重野安繹が中国人のために著作を発表するこ

とを知っていた。このように彼は中国の翻訳事業を発展させるため、絶えず日本人協力者

との連携を考えていた。 

さらに、文中と文末において、重複しているように思われる段落は省略もしくは削除し

た。原文の第三段落の全文を省略しているが、省略した部分は以下のようなものである。 

 

由来支那人知識啓発の策として唱道せられたる者三四之れあり。曰く海外列国に遊 

学して見聞を広くすべし。曰く大、中、小学校を設立して人才を養成すべし。曰く 

科挙の法を変して登庸の途を開くべし。曰く盛んに新聞雑誌を発行して衆人の知識 

を開発すべし。曰く農工商専門の学校を起して工芸技術を練習すべしと。是等の方 

法皆知識啓発の策として必要なる者なるべし。然れとも一方に於て是等の方法を実 

行すると同時に、他の一方に於て支那に版権制度を布き、以て知識供給の原動力を 

保護すると、極めて必要なりと云はざるべからず。此策未だ従来人の唱道する所と 

ならずと雖も其急切肝要なると前数者の策に勝れり。 

 

省略したのは、中国人を啓発するために見聞を広め、人材を育成し、変法を行い、新聞・

雑誌を発行することなどに言及していた箇所である。つまり、天野為之は再三、中国の近

代化の諸事業を成功させるためには、まず版権制度を確立すべきだというやや強引にも読

みとれる理論を強調し続けた。そして梁啓超がこのように省略を行ったのは、「上記の段

落の主旨は日本書の漢訳を推進するものではない」と読者が曲解する可能性を考慮したか

らではなかろうか。 

 

２、漢訳「支那に版権制度を布くの策」の内容 
 

梁啓超は天野為之の「支那に版権制度を布くの策」を漢訳し、それを評価する文章「読

経済新報布版権於支那論」も同時に発表した。以下はその内容について検討したいと思う

が、その内容を検討する前に、当時の日本の版権状況、特に日本における中国の版権に対

する態度は如何なるものかを見る必要がある。 

日本では、1893 年に版権法を公布し、1899 年 7 月 15 日、著作権法を施行し、1900 年、

万国版権同盟に加入し、著作権は一つの課題となった。日本と中国の版権をめぐる交渉に

も、日本の国益を中心に論争があった。この時期の新聞雑誌には中国に対して、版権を主

張する記事が目立つ。「清国開発と版権問題」（『教育時論』、1901 年 12 月 5 日）では、「我

邦が清国開発の実を挙げるの一方法として、必ず通商条約中に、版権保護の一項を加え、
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 重野安繹は日本書を漢訳する一方、中国書を和訳した人物でもあった。例えば、丁 良（William A. 
P.Martin）による漢訳『万国公法』（1864）が重野安繹によって『和訳万国公法』（1870）で日本に紹介

し、多大な影響をもたらした。ジャン・ジャニン（張嘉寧）「『万国公法』成立事情と翻訳問題――そ

の中国語訳と和訳をめぐって」加藤周一、丸山真男編『日本近代思想大系 15 翻訳の思想』岩波書店、

1991 年、pp．381－400。 
112

 狭間直樹編『善隣協会・善隣訳書館関係資料―徳島県立図書館蔵「岡本韋庵先生文書」所収―』京

都大学人文科学研究所漢字情報研究センター、2002 年、p9。 
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以て我著訳家、及出版者をして、安心其業に奮励せしめられんことを、切望に勝へざるな

り」と述べ、日本の中国への版権の頒布を要請した。 

同誌「清国の書肆と出版」（1903 年 8 月 15 日）では、「近来日本の図書出版者より、版

権の保護等につき、我が領事より請求する処ありしに、盛京将軍は之を容れて書籍の翻刻

を禁止しぬ」と述べている。前節ではすでに検討したように、現実は、中国に対する版権

を主張する団体、出版社が、「不許漢訳」を書物の奥付に明記した極端な例もある一方、

歴史的な学恩を理由に、中国に対して版権の主張はできないという意見も見られ、中国の

出版事業に助力した個人や団体も存在する。 

当時弱国の中国は、西洋から文化、科学技術を吸収する側に立っていた。仮に版権保護

条約に加入すれば、書物を翻訳する主導権は外国に移り、中国ではそれを自由に訳せなく

なるため、当面中国にとって不利と考えられた。そのため、「朝廷の大臣張百煕、劉坤一

を含め、在野人士である蔡元培、張元済がみな固く反対意見を表明していた。」113に見る

ように、版権制度への反対意見は当時の中国知識人の間では主流となっていた。 

しかし、「読経済新報布版権於支那論」の中では、梁啓超はむしろ、版権を保護すると

いう見解を打ち出したように見える。それは長いスパンで国家文化、科学技術の発展を考

えると、版権の保護は必要である。この点から見れば、版権を長期的な発展の視野に入れ

ることは、『清議報』の民智を開くという主旨に合致する。さらに、梁啓超は中国に版権

を導入することを認めるといっても、単に無条件に受け入れるのではなく、以下のような

提案が行っているのである。 

 

『東洋経済新報』が掲載した「論布版権制度於支那」が も注意を払ったのは、広く

良い教科書を訳すことである。これは固よりそうである。教科書を訳すのは急務だが、

その効果が及ぶのは、わずか学校及び幼い生徒にあり。なお、効果は緩慢で、偏りが

あるという欠点がある。ゆえに、鄙見では、広く良い教科書を訳す以外、他方、国家・

社会の理論書を急いて訳さなければならない。及び政治・経済の実用書を以って、我

国の青年の思想を改変する。114 

 

 以上の条件、提案から見れば、梁啓超が主宰する『清議報』の版権を重視する文章の掲

載意図が明らかになる。要するに、日本側の協力を得ながら、中国の発展に助力すること

である。この文章で言及した翻訳の内容と「論訳書」（1897 年 5 月から 7 月）及び「大同

訳書局叙例」（1897 年 10 月 16）を比較すればわかるように、政治変革を中心とする訳書

の方針には変わりがない。 

ただ、「論訳書」及び「大同訳書局叙例」は戊戌変法（1898 年 6 月 11 日～9 月 21 日）

の前に発表したものであって、特に、「論訳書」は戊戌変法の理論基礎である『変法通議』

に掲載されていることから、変法を念頭に置いて書かれた特徴がある。変法が失敗した後、

来日した梁啓超は変法における中国思想界の基礎が脆弱であることをあらためて実感し

た。これも、彼が中国の改革には思想面の変革が重要であると認識し、訳書の大切さを再

三強調した原因と考えられる。 

梁啓超が来日後に発表した「読経済新報布版権於支那論」では、来日前の「大同訳書局

                                                   
113

 原文は「包括朝臣張百煕，劉坤一，在野人士蔡元培，張元済，都表示出了堅決的反対意見」である。

前掲李明山「梁啓超：近代中国倡導版権的第一人」p37。 
114

 原文は「抑原論所 注意者，在広訳良教科書，斯固然矣。雖然，教科書固極急之務，然其効所及者，

僅在学校及幼年之生徒，猶有緩而不急偏而不全之欠点。故以鄙意論之，於一方訳良教科書之外，其他

之一方，不可不急訳国家社会的理論上之書，及政治経済的実際之書，以改変我国青年之思想界」であ

る。梁啓超「読経済新報布版権於支那論」『清議報』13 冊、中華書局、1991 年、p781。 
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叙例」と「論訳書」が挙げた訳書の内容には変化が見られる。「大同訳書局叙例」では、

「本局首訳各国変法之事、及将変未変之際一切情形之書、以備今日取法」（本局はまず各

国変法の事、及び変法寸前に際し一切の情形の書を翻訳する、以て今日の変法に資する）、

「論訳書」では「当以尽訳西国章程之書為第一」（西洋の章程が第一に訳しつくすべき）

と述べている。 

戊戌政変の勃発で、梁啓超は日本に亡命を余儀なくされ、その後、変法や外国の章程に

関する書籍を訳す現実的な意味はもはやなくなった。明治維新をモデルにした戊戍変法は、

日本とは異なる結果となったのである。そして、梁啓超は来日後、変法や章程に関する書

物の翻訳には言及せず、その基礎となる国家原理、政治経済類の書籍の翻訳を第一の急務

と考えるようになっていった。 

 

３、結び 
 

『東洋経済新報』第 119 号（1899 年 3 月 25 日）の第一面に「支那に版権制度を布く

の策」という評論文が掲載され、その後、一カ月以内で梁啓超が編集長を務めている『清

議報』に、当論文をめぐる評論文「読経済新報布版権於支那論」が掲載されて、その原

文が漢訳された。本節では、それをめぐって、梁啓超の版権観について検討を行い、以

下の結論が得られた。 

まず、梁啓超は『東洋経済新報』の文章を漢訳する際に、改変を行なった。梁啓超は皇

帝中央集権の下に、改革変法を実施してきたいわゆる“改良派”に属している。そのため、

“改良”という宗旨を終始念頭に置き、変法失敗後、日本に亡命してもその主旨は変わらな

かった。当時日本では、一部の人が日中連結を唱え、中国の近代化を助けることに乗り出

した。その一環として、日本書の漢訳が挙げられる。当時、中国では、質の悪い翻訳が数

多く存在し、天野為之は、版権の頒布によって、質の良い訳書を提供する主旨の版権論を

発表し、梁啓超はそれを歓迎する意を表明した。 

 次に、梁啓超は中国の自強、自力を始終念頭に置き、それを強調していた。その文字の

裏に、日本の覇権について国民に警鐘を鳴らしたと考えられる。 

『清議報』13 冊から 33 冊（1899 年 4 月から 10 月）に掲載されたブルンチュリ（Johann 

Kaspar Bluntschli）の「国家論」は、梁啓超が吾妻兵治の漢訳を使用した。その吾妻兵治

も善隣協会の重要なメンバーである。その後の活動を照らしてみれば、善隣協会活動の一

環として、清国をはじめとする東アジア諸国の人士に対し、明治維新に成功した日本の文

明的達成を漢訳して提供することを目指して、岡本監輔や吾妻兵治が 1899 年上半年頃に

準備していたことが分かる115。 

その清国に漢訳日本書を提供する出版社では、株式組織に変える動きも見られた。その

理由を六つ取り上げているが、 後の一条で「我れ将来彼れの出版業を独占することを得」
116、という野心を暴露されている。梁啓超の予見は不幸にも的中したと言える。 

さらに、本節で分析した通り、梁啓超の版権の導入における訳書の重要性を重ねて強調

した。翻訳すべき書物について、天野為之が提示した教科書類の翻訳には、梁啓超は異議

を呈し、国家・社会の理論書の翻訳を筆頭に挙げて反論した。要するに、当時の日本と中

国は、同じ西洋文明を受け入れる側に立っていたが、それぞれの発展段階には差があるた

め、版権についての受容の仕方も異なっていた。 

                                                   
115

 狭間直樹「善隣訳書館について」『東亜』417、2002 年、p51。 
116

 前掲狭間直樹編『善隣協会・善隣訳書館関係資料―徳島県立図書館蔵「岡本韋庵先生文書」所収―』

p36。 
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梁啓超は早い段階で、版権の導入に積極的な態度を示した。これは版権に反対する他の

中国知識人と異なる一面であった。梁啓超の版権論には質の良い国家・社会類の訳書を求

め、社会変革と民衆を啓蒙する狙いが含まれていたのである。 

次節では、本節では展開できなかった部分、すなわち梁啓超の版権観をめぐって天野為

之との論説を考察する。 
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第三節 梁啓超と天野為之における版権問題の議論 

 

 

 前節では、梁啓超が訳した天野為之の版権制度頒布の論説を中心に、梁の版権観につい

て考察を行なってきた。本節では、日本滞在期の梁啓超が版権制度についてどのように考

えていたのかを明らかにするため、彼と版権問題で交流をもった天野為之の論説を手がか

りに考察を進めてゆく。 

 

1、天野為之と中国における版権制度論 
 

前節の考察で明らかになったように、梁啓超の版権論の主な論拠は『清議報』第 13 冊

（1899 年 4 月 1 日）の社説「読経済新報布版権於支那論（経済新報の支那に版権制度を

布く論を読む）」である。それは『東洋経済新報』第 119 号（1899 年 3 月 25 日）に掲載

された「支那に版権制度を布くの策」を漢訳、引用している。『東洋経済新報』の「支那

に版権制度を布くの策」は著者名が明記されていないが、天野の論集『経済策論』（実業

之日本社、1910 年）に収録されており、この一文が天野によることがわかる117。 

 天野為之は、福沢諭吉、田口卯吉と並んで、明治前期の日本の三大自由主義経済学者の

一人に数えられる118。しかし、後者二人と比較すると天野の一般的な知名度はいささか劣

る。したがって、彼と梁啓超の関係を詳述する前に、その略歴を紹介する。浅川栄次郎、

西田長寿著『天野為之』によれば、 

 

  天野為之は万延元年（1860）12 月 26 日に佐賀県にある漢方医の家に生まれ、13、4

歳の時、高橋是清が主宰する唐津藩英語学校の第 1 期生となり、当時からその学才は既

に芽を出していた。明治 6 年（1863）15 歳の天野は上京し、東京外国語学校にて、英

語学を学び、明治 8 年（1865）9 月には、東京開成学校へ入学することが出来た。明治

11 年（1868）9 月、東京大学文学部に入学し、政治理財学科で学び、アメリカ人教師フ

ェノロサ（1853～1908）から J・S・ミルやケアンズ等の著作を中心に自由主義経済学

を学び、卒業後は経済学者、経済評論家及び教育家として多彩な活動をなした。明治

15 年（1882）、東京専門学校（のちの早稲田大学）の創始にかかわり、同校教授として

経済学の研究、教育に携わるとともに、国力の増進は一国産業の発達によると主張し、

明治 22 年（1889）『日本理財雑誌』を創刊。1896 年から 1906 年まで十年間『東洋経済

新報』の主筆を務め、社長を兼任し、日清戦後の経済問題、金本位制採用、条約改正、

北清事変、日英同盟、日露戦争等の国の内外にわたる重大事件について、特にその経済

的意義を重視して諤々の論陣を張ったのであるが、そのうちに一貫しているものは功利

主義の哲学と、自由主義経済原理の上に立った民間資本蓄積の拡大である。また早稲田

商科や早稲田実業の設立にも参画し、開設後は学校の運営及び教育に努めたのである119。 

 

以上の経歴から、天野為之は功利主義、自由主義経済派という立場から言論活動を行っ

てきたといえる。対中関係の重視も天野主宰の『東洋経済新報』の基調であった。筆者は

                                                   
117 西田長寿ら編「天野為之先生雑誌掲載論文目録・1」（『早稲田大学図書館紀要』4、1962 年）も当該

論 文を収録する。 
118 浅川栄次郎、西田長寿著『天野為之』実業之日本社、1950 年、p2。 
119 前掲浅川栄次郎、西田長寿著『天野為之』1950 年。 
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天野為之の版権制度論を分析するため、天野が主筆を務めた十年間（1896～1906）に、『東

洋経済新報』に掲載された清国版権問題に関する論説を以下のリストにまとめた。 

 

著者名 題目 発行年 号 

(天野為之) 支那に版権制度を布くの策 1899 年 3 月 25 日 119 

清某客 支那に版権制度を布くの策を読む 1899 年 5 月 15 日 124 

(天野為之) 再び支那に版権制度を布くの策を

論ず 

1899 年 5 月 15 日 124 

天野為之 支那の版権問題に就て小村外相に

望む 

1901 年 10 月 15 日 210 

天野為之 支那に版権制度を布くの策 1901 年 10 月 25 日 211 

天野為之 日清版権同盟に関して当局の惰慢 1901 年 11 月 5 日 212 

 矢野文雄氏の清国版権問題 1901 年 11 月 15 日 213 

 大鳥圭介氏の清国版権問題 1901 年 11 月 25 日 214 

 加藤儀三氏の清人教育と版権問題 1901 年 12 月 5 日 215 

天野為之 日清版権同盟が日本の実業に及ぼ

す永遠洪汎の利益を論ず 

1902 年 1 月 25 日 220 

天野為之 版権同盟に躊躇する者に告ぐ 1902 年 2 月 25 日 223 

天野為之 日清両国用語の共通を計るべし 1902 年 3 月 25 日 226 

天野為之 何ぞ日清版権同盟に遅疑するや 1902 年 4 月 5 日 226 

清人間の一

説 

非版権同盟論 1902 年 4 月 25 日 229 

天野為之 日清版権同盟に関する一怪聞を得

て世の実業家に告ぐ 

1903 年 1 月 15 日 256 

 日清通商条約全文 1903 年 10 月 25 日 284 

天野為之 日清版権同盟遂に成る 1904 年 2 月 5 日 294 

某当業者談 対清版権同盟如何 1906 年 6 月 25 日 383 

このリストの作成にあたって、西田長寿ら編「天野為之先生雑誌掲載論文目録・1」（『早

稲田大学図書館紀要』4、1962 年）を参考した。（ ）は未署名。 

  

 以上のリストを見ると、天野の論説は三段階を経て変容したことがわかる。第一段階は

『東洋経済新報』119 号と 124 号で、まず自らの版権論を掲載し、清国側の版権論を翻訳

していた。その後、第二段階はこれより 2 年半後であり、天野は再び同誌で版権論を掲載

した。この間、彼の版権論は如何に変化したのかを分析する必要がある。第三段階は 1902

年 1 月以後である。論題から見ればわかるように、彼は実業的観点から版権問題を論じる

ようになっている。そして日清間の版権制度を明文化した 1903 年 10 月 8 日の日清通商条

約の締結を境に、日清版権議論は収束に向かったのである。 

 

2、梁啓超と清末における洋書翻訳事業 
 

１．梁啓超と天野為之の出会い 

日清間の版権問題をめぐって、天野為之はまず、「支那に版権制度を布くの策」を発表

した。この論説は版権問題の提起が主たる目的で、論調は比較的穏当であった。彼は「支
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那改善の策素よりにして足らず。然れども其中 も急要なる者の一つは、支那四億の民に

経世実用の知識を供給するになり」120と、訴えている。これは戊戌の変法において梁啓超

が追求したことである。清国を改善するために天野が考えたのは「支那四億の民に西洋流

の新知識を供給することは も急務なりと云わざるべからず。然らば即ち如何にして支那

人に知識を供給すべきか。我輩はその一大急務として良教科書を供給せざるべからず、而

して良教科書を供給せんとするには先ず支那に版権制を布かざる可からざるなり」（P1）

ということである。 

清国を改善するには良い教科書が必要であり、その質を保障するために版権制度を制定

し、施行すべし、という天野の論理は合理的に読みとれる。版権制度の確立に協力して清

国知識人の知性を錬磨し、ひいては近代化を促進すべし、という展望に、当時日本に亡命

していた若き俊才梁啓超も注目した。 

梁啓超の日本亡命には、伊藤博文ら日本の高官が尽力し121、来日後には、柏原文太郎ら

早稲田大学出身者の協力があった。梁啓超自身も日本の新聞、知識界に寄稿し、自らの政

治理念を日本社会に訴え、日本人の理解、協力を要請した。また、梁啓超が日本で学校を

創設するにあたっても、これら日本の政、学界の要人が多大な援助を行ったことによって

実現したものである。小川博の研究によれば「明治 34（1901）年 4 月 28 日に東京商業学

校（旧大同高等学校）という中国人留学生教育機関が開設された。･･････成田山史料館に

所蔵される柏原文太郎文書（未整理）の中に“校長犬養毅、監督兼教習柏原文太郎、教頭

梁啓超、支那学支那文学教習麦孟華、政治財政法学博士教習松崎蔵之助、英語歴史教習重

田友介、経済法学博士教習天野為之･･････日本語日本文教習船津輸助”」というその頃の

ものらしい教員についてのメモがあるとのことである122。天野は梁啓超創設の学校に経済

政治科の教員として招聘されていたのである。このような接点があるため、梁啓超が天野

為之との交流があった。両者は中国経済を主題とした筆談を残しており123、梁はその劈頭

で次のように述べている。 

 

常々先生のご著書を拝読し、尊顔を拝したことはないが、長らくご鞭撻を頂いていた。

只今幸いにも尊顔を拝するに至り、これに優る喜びはない。柏原様から伺ったところに

よれば、先生は敝邦を援助なさるため、広く良書を翻訳し、公刊させようとお考えとの

こと。これは敝邦四万万の士民が切望するところにある。啓超不才なれども、もしご用

命あらば、必ずや凡骨に鞭打って奔走する所存、先生が労を惜しまずご教誨して下さる

ならばこれ幸いと望む次第124。 

 

梁啓超は天野の翻訳事業論に賛同するだけでなく、自らの協力を前提にした上での具体

策をも渇望している。天野も「僕、先生之文章ヲ東邦協会月報紙上ニ見ルコト久サシ矣、

歎賞措カス、今親シク面晤ヲ得ル、欣喜何堪何堪」（p26）と、梁啓超の東邦協会への投稿

文を読んで賞讃しており、彼と知己になったことを喜んでいた。 

                                                   
120 『東洋経済新報』第 124 号、1899 年 3 月 25 日。 
121 田村紀雄、陳立新「梁啓超の亡命日本直後の『受け皿』について」『東京経済大学人文自然科学論集』    
   118、2004 年参照。 
122 船津喜助編『燕京佳信』私家版、1968 年、p240。 
123 この史料には両者が筆談する時期が記載されておらず、筆者の推測では、梁啓超と天野の関係が決裂

する 1902 年 2 月以前のものであると思われる。 
124 原文は「日読尊者各書，雖未拝謁，已如久親几杖，今幸得奉顔色，欣慰無如，問柏原君，知先生為 
   扶植邦，将広訳澤佳書為之流布，此敝邦四万万所祝祷也。啓超雖不才，如有所命之，必効駆策，望不  
   吝教誨幸。」である。中村忠行「梁啓超と天野為之」『中国史料旬刊』20・21、1951 年、p26。 
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梁啓超は「論学日本文之益」（『東邦協会会報』58 号、1899 年 5 月 20 日）「支那近十年

史論」（『東邦協会会報』83 号、84 号、1902 年 1 月 20 日、2 月 20 日）など清国の将来を

憂慮する文章を発表しており、その情理そなわった議論に天野も感服したようである。天

野は中国の近代化に寄せて次のように語り、梁の意向を伺った。 

 

本邦ノ人民能ク之ヲ咀嚼シ之ヲ百般文物制度ノ上ニ行フヲ得ル所以ノ者他無シ。日本

ノ民、愚ト雖、化ヲ千年餘年ノ前ニ開ケリ、唯タ進歩ノ方嚮ソノ宜シキヲ得サリシノ故

ニ導クニソノ法ヲ以テス。一變シテ文明ノ民トナルヲ得ルナリ。朝鮮ニ至リテ素養ナシ、

鍛錬ナシ。故ニ之ニ泰西ノ學術ヲ授クルモ之ヲ解スルノ力ナシ。是レ泰西ノ學、之ヲ日

本ニ施シテ効多ク、之朝鮮ニ教テ効ナキ所以ナル歟。今夫レ清國、文化ヲ三千年ノ古ニ

開、制度文物燦爛タリ。唯タ進歩ノ方向其宜シキヲ失セルナリ。國民ノ智識、或ル方向

ニ異大ノ發達ヲナセリ。故、西ニ行クヲ東ニ回シ、彼ニ趨クヲ此ニ戻スニ於テハ、俄然、

清國民ヲシテ泰西流ノ智識ヲ吸収セシムルコト、寧曰之ヲ日本人ニ教ユルヨリモ、ソノ

効果見ル可キ者アラン乎。余ハ一二清國人民ノ智識發達ノ方向ヲ一轉センコトヲ切望ス

ル者、貴意如何。（PP．27－28） 

 

天野は、中国は日本人に教えを乞うより、西洋から知識・技術を直接受容すべきだと主

張する。これは、梁の意向を確かめるための建前なのか、それとも本音なのか定められな

いが、しかし、長期的視点に立てば、西洋の智識を直接受け入れるべきだという天野の主

張は正論であろう。 

西学東漸に際して、中国の洋学受容は、凡そ二つの流派に大別出来る。前者は天野同様、

直接西洋に学ぶべしと説く一派であり、厳復（1854～1921）がその領袖である。後者は日

本に学ぶべしと説いており、康有為と梁啓超がこの一派の双璧であった。この一派は康・

梁二名が日本に亡命した後に開いたのではなく、戊戌の変法以前より存在していた。康有

為は、明治維新を清国改革の模範とする自著『日本変政考』を光緒帝（1861～1908）に献

呈し、変法の指南書としただけでなく、対日関係改善の宣伝文としても使用した。康有為

は日本書を広く紹介した『日本書目志』も著しており、梁啓超はその感想文「日本書目志

書後」を残している。 

 

西洋の諸学問の書籍は、その精華を日本人がすでに抄訳したのである。私はその成功

に頼って、この精華を使用する、いわば西洋を牛と、日本を農夫とみなし、私は座っ

たまま口にする。125 

 

梁啓超自身、日本亡命後に日本語を学びながら夥しい数の日本の書物を読み、それで得

た西洋の知識をいち早く自国民に伝えた。彼は自ら創設した『清議報』で、数多くの日本

の新聞とその社説を翻訳して自国民に紹介していた126。天野為之が主筆兼社長を務めてい

た『東洋経済新報』からは一つの記事のみが翻訳された。それは、他でもなく版権制度に

関する論文である。 

梁啓超は天野の論文を読んでまもなく原文を漢訳し、かつ版権制度の導入に賛同する文

章を『清議報』に掲載した。清国人の意識ひいては思想を啓蒙すべしという天野の主張が、

梁啓超の琴線に響いたであろうとは想像に難くない。しかし、彼らが共同事業に乗り出そ

                                                   
125 原文は「泰西諸学之書，其精者日，人已略訳之矣。吾因其成功而用之，是吾以泰西為牛，日本為農

夫，而吾座而食之。」である。『飲冰室文集之 2』中華書局、1989 年、p54。 
126 陳立新『梁啓超とジャ－ナリズム』芙蓉書房、2009 年、p135。 
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うとしていた清国末期の翻訳事情がいかなるものであったかは次節で論述する。 

 

２．洋書翻訳事業の現実 

清国人民の啓蒙を、翻訳事業の確立から始めるべきだという議論において梁啓超と天野

為之は意気投合した。ところで当時の中国では、西洋の知識受容における翻訳の役割はい

たって限定的であった。洋書翻訳の専門機関である京師同文館、上海製造局、福州船政局

などは、もっぱら工業、農業など実業に関する書物を翻訳していた。梁啓超はこの傾向を

次のように批判している。 

 

京師同文館、天津水師学堂、上海製造局が翻訳事業を始めてから今に至るまで、まもな

く 30 年になるが、翻訳できた本は、百種にすぎず、しかも近年になって、悉く業務を

放棄した。然るにこのことを当局に望んでも、さらに今より後 30 年を経て、得られた

訳本はせいぜい二百種で、すべていわゆる教科書や、農学、工学、経済学、軍事学、憲

法、法学に関する書籍は、依然として僅少である。そして、変革の機運が去り、すでに

久しいのだ。127 

 

政府主導の洋書翻訳事業は、成果が芳しくないばかりか、実業書に偏重していたため、

梁啓超は上述の各種機関が法政関連の書籍が多く翻訳すべきだと要求している。民間組織

による翻訳事業も順調ではなかった。近代化が も進んでいた上海では、1896 年によう

やく民間資本による初の翻訳機関「上海訳書公社」が誕生した。しかし当時は術語がまだ

確立しておらず、信用できる辞書も存在しなかったため、事業は難航していた。結局、上

海訳書公社は経費不足が原因で、僅か 4 年後の 1901 年で解散した128。『上海出版志』の統

計によれば、上海訳書公社は『五洲通志』、『交渉記事本末』、『拿破侖失国記』、『欧洲新政

史』など全部で 20 冊の本を出版した129。だが、よく考えてみると、たとえ翻訳者や経費

の不足などが原因にせよ、4 年間で計 20 冊の訳書しか出版できなかったという事実を見

れば、民営の翻訳機関もその効能を十分に果たせなかったとするしかない。なお、当時外

国が中国にて設立した訳書機関、例えば、墨海書館、広学会も訳書を行ったが、伝教など

彼らのはっきりとした目的と訳書の内容は必ずしも維新派の期待に沿うものとは限らな

い。このゆゆしき事態を改善するため、梁啓超は 1896 年 12 月上海で大同訳書局を設立し

た。この機関の方針は「日本語を主として、西洋語を輔とし、政学を先とし、芸学がそれ

に次ぐ」であった。その目的は翻訳事業を通じて、西洋の社会政治理論を中国の知識階級

に知らしめることである。 

だが 1898 年 9 月 21 日、康有為、梁啓超らが主導する戊戌の変法は、その急進性が災い

して西太后はじめ保守派の反発を引き起こした。西太后は政変を起こし、戊戌の変法はわ

ずか 103 日で終焉に至った。梁啓超は辛くも日本に脱出したが、洋書の翻訳事業は頓挫し

た。今後の方策を追い求めていたその時、彼は天野為之が『東洋経済新報』に発表した「支

那に版権を布くの策」を読み、日本書の漢訳事業を再開する希望を得ることができたため、

大いに勇気づけられた。このような清国末期の翻訳事情を、身を以て知った梁啓超は版権

制度の制定がもたらす利点を理解していたと考えられる。 

                                                   
127 原文は「京師同文館，天津水師学堂，上海製造局，始事迄今，垂 30 年，而訳成之本，不過百種，近 
   且悉輟業矣。然則以此事望官局，再自今以往，越 30 年，得書可二百種，一切所謂学書，農書，工書，   
   商書，兵書，憲法書，章程書者，猶是万不備一，而大事之去，固已久矣。」である。「大同訳書局叙 
   例」『時務報』42 冊、1896 年 9 月 21 日。 
128 張淞 「上海 早的民間科技翻訳機構：上海訳書公社」『上海科技翻訳』1992 年 3 期、p36。 
129 宋原放、孫 編『上海出版志』上海社会科学院出版社、2000 年、p36。 
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当時の中国では版権制度が確立されていなかったため、著作権が保護されることもなく、

無秩序な翻訳がまかりとおっていた。梁啓超は『新民叢報』に翻訳に関する時評を載せ、

翻訳界の混乱に苦悩していたことについて、すでに前節で検討していた。彼は版権制度の

導入でこの混乱を収拾し、良質な書物を国民に提供できると考えていた。ただ、梁啓超は

天野の提案をそのまま受け入れようとせず、「吾窃以為此版権制度。但於京師及通商各口

岸厳行之。而於内地則稍寛之。亦未始不可也。（我輩窃に以為らく版権の制度唯京師及通

商各港に於て之を厳行し内地に於ては稍之を寛にするも亦未だ不可なりと云うべからず）」

（p6）と自らの見解を示した。つまり、版権制度の導入は試験的、段階的に行うべきだと

いうことである。 

天野は「支那に版権制度を布くの策」の結尾で「支那に版権制度を移入するの策は支那

に も利ありて而して之を実行するに難からず、故に我輩は此策を以て我国の外交家及有

力なる支那の有司に進むる也」（p3）と、日本の外務省や清国の有識者らの支援を求めた。

梁啓超が「支那に版権制度を布くの策」を読んだあとに書いた「読経済新報布版権於支那

論」の結尾においても「大望日本之学士大夫仁人君子。人人認訳書為扶植支那唯一之政策。

合衆力以共賛之。務使一、二年之内。日本之要籍。悉輸入於支那。（日本の学者諸君子に

望む、宜しく著訳の事業を以て支那を扶植する唯一の政策となし、衆力を合して以て之を

賛し一、二年の内日本の要籍をして悉く支那に輸入せしめんことを）」（p6）と日本側の協

力を強く要請した。 

これまで見てきたように、1899 年 4 月時点の梁啓超と天野の議論にさしたる齟齬があ

ったとは考えられない。だが、以後の天野の版権制度論は梁啓超が望まぬ方向へと進展し

てゆくのである。 

 

3、天野為之の版権制度論とその変容 
 

３．１天野為之の清国教育政策論 

 天野が『東洋経済新報』119 号（1899 年 3 月 25 日）に発表した「支那に版権制度を布

くの策」は清国に版権制度を確立せよと要求する嚆矢となったが、わずか二ヶ月後に彼は

匿名で同誌 124 号（1899 年 5 月 15 日）に「再び支那に版権制度を布くの策を論ず」を発

表した。天野は 1901 年にも、やはり「支那に版権制度を布くの策」と冠する論文を発表

している。無論、1901 年の論文は 1899 年のそれと比較して大きく変化している。まずは

「再び支那に版権制度を布くの策を論ず」を分析しよう。 

 なぜ同じ主題を扱った論説を再び発表したのかについて、天野は「吾輩が曩に本報第

119 号に於て支那人知識啓発の一策として版権制度を布くの急務なるを論じて以て世人

の注意を請いし所以なり。然るに世往々にして説く者あり」（p1）と弁明している。天野

の論文は識者の賛同を得られなかったのである。天野は自らへの反論を以下の 2 点に要約

している。 

 

曰く支那に版権の制を布くも人民未だ良書を読んで之を咀嚼するの力を有せず、従

て書籍を需要すること少きか故に、假令版権の制を布くも為めに著述事業に及ほす効

果少なかるべしと。又曰く支那の現状を見るに諸制度廃弛し法律の効力殆んど覚束な

し、故に版権の制を布かんと欲すと雖も勢ひ行はれ難かるべしと。（p1） 

 

反対者たちはまず、清国の近代化が遅れているから書籍の需要も少ないと述べている。

たとえ版権制度を施行しても書籍購入者が少ないため、日本の出版業に及ぼす効果は小さ
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く、日本の国益には結びつかないというのである。次いで彼らは、清国は多くの内憂外患

に直面しており、版権制度を保証する法的拘束力も盤石ではないと異義を申し立てた。天

野は第一の反論に対しては「支那人知識発達の程度幼稚なるか故に高尚なる学問を理解せ

んと欲するの念に乏しきは事実ならん」（p1）と、清国人の知識水準の低さを認めながら

も、「高尚深遠の学理を説かざるも、平易通俗の体を以て或る理科の大要を舒述し、或は

世界の人情風俗を略説し、或は政治経済法律等文明制度の梗概を説明する等の簡便平易な

る小冊子を作らんか。支那人啻に之を咀嚼する力を有するのみならず、又喜んで此種の書

籍を愛読歓迎するなるべし」（p1）と、内容が平易な小冊子を製作出版して、清国人を啓

蒙するのだと説いた。 

さらに、天野は明治初期における日本国民の知的水準について「我国維新の当時西洋の

文物始めて我国に入るや国民未だ高尚なる学理を研究するに慣れずと雖も、夫の世界国盡

の如き、学問の勧めの如き西洋事情の如き新知識を蒐集せる通俗の書籍に至ては世人皆争

ふて之を購讀したり。而して此種の書籍に依て我国人の受けたる利益亦尠からざる者あり

き。想ふに夫の世界国盡の如き学問の勧めの如き書籍は必ずや今日の支那人に歓迎せられ

るゝこと恰かも維新当時の我国に於けるか如くなるべし」（p1）と回顧して中国の近代化

は日本と類似性があると指摘し、清国が発展するためには、段階的かつ長期的に版権制度

を施行する必要があり、そうなれば日本のように書籍の需要が旺盛になるだろう、と楽観

論を述べた。 

天野は明治 20 年代から、小中学の教科書の編輯、出版に携わってきた130。彼は 1899

年の「支那に版権制度を布く」の中では、「支那には今や殆んと良教科書なし。（中略）我

輩を以て支那の為めに計るに、今日 も急務なる者は、支那人の脳裏に も入り易き形体

を以て文明生活に必要なる普通の知識を蒐集せる所の適当なる教科書を得るに在り」（p2）

と「訳教科書」すなわち日本の初等教育で使用する教科書の漢語訳を 優先課題にしてい

た。 

しかし、梁啓超は「教科書固極急之務。然其効所及者。僅在学校及幼年之生徒。猶有緩

而不急偏而不全之欠点。（抑も良教科書を得んことは極めて急務なりと雖も其効益を受く

る者は僅に学校及幼年の生徒に止まる、是れ猶緩ふして急ならず偏して全からざるの欠点

あるを免れず）」（p6）と異議を呈した。 

ここで当時の日清間の教育水準に大きな格差があったことを述べておかねばなるまい。

日本は明治 5 年（1862）に「学制」が制定され、梁啓超が日本に亡命した明治 30 年代に

は、初、中等教育がすでに軌道に乗っていた131。だが清朝では 1905 年まで科挙制度が存

続し、国家運営は極く一部の知識人が担っていた。つまり民衆の力のみに頼った国家建設

はこのような社会ではきわめて困難である132。こういった事情を踏まえて梁啓超は「故以

鄙意論之。於一方訳良教科書之外。其他之一方。不可不急訳国家社会的理論上之書。及政

治経済的実際之書。以改変吾国青年之思想界。此尤為急務之急務也。（故に私の考えを述

べるならば、一方では、良い教科書を翻訳し、また一方では、国家社会の理論書及び政治

経済など実学書を訳して、我国の青年を啓発する。これを 優先課題とする）」133（p6）

と、国家・社会の理論及び政治・経済などの書籍の翻訳が も重要であると考えた。洋書

                                                   
130 『富山房』富山房刊、1932 年、pp．18－19。 
131 唐沢富太郎『近代日本教育史』誠文堂、1968 年。 
132 許紀霖「少数人的責任：近代知識分子的士大夫意識」『近代史研究』中国社会科学出版社、2010 年第

3 期。 
133 原文は「故以鄙意論之，於一方訳良教科書之外，其他之一方，不可不急訳国家社会的理論上之書，及

政治経済的実際之書，以改変吾国青年之思想界，此尤為急務之急務也。」である。梁啓超「読経済新報

布版権於支那論」『清議報』13 冊、p6。 
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翻訳事業に成功して、清国青年の思想を改変し、彼らに政治、経済など近代国民国家の基

盤を建設させる、これが啓蒙主義者梁啓超の描いた理想であった。 

天野は第二の異議を反駁する際、梁啓超の考えを援用している。梁啓超は版権制度とい

う清国にとって全く新しい制度を施行するには、まず首都圏及び沿海部の大都市など外国

人と接触が多い地域から厳正に始め、内陸部では緩やかに定着させてゆけばよい、と長期

的戦略を提言している。これに賛同したのか天野は、「吾輩は一方に於て支那に版権制度

を布くの必要を唱道すると同時に他の一方に於ては当分の間版権同盟に入らざるを可と

する者なり」（pp．2－3）と版権制度を確立させるだけでなく、ひいては日清間の版権同

盟をも締結すべし、と述べて論を終えた。 

だが、このような日清間の版権問題は、 終的には万国版権同盟の加入をも意味する。

天野の狙いは「他国の著述者は宜しく幾分か版権の保護を与え之をして支那の為めに力を

致さしめざるべからず」（p2）であって、日本のみならず諸外国の版権も保護したうえで、

各国の書籍を清国に輸入することも視野にいれていた。当時日本は万国版権同盟に加入し

ており、外国の著作物を無許可で翻訳できないことに抗議する識者もいた 26。清国も日本

同様、万国版権同盟に加入すれば、やはり無制限に他国の著作を翻訳できなくなる。天野

はこうした国際規定を用いて「此種の関係（万国版権同盟加入者――引用者注）に於て

も重要の位置に立てる者は我日本人なり」（p2）と述べ、日本の清国に対する政略的優位

を確定すべきだと考えていた。 

 天野が清国の教育事情を十分に考慮せず、日本で成功した教育政策を直輸入させれば万

事首尾良く治まると考えていたこと、日本書の漢訳における方針の違いが明らかとなった。

さらに、この二年後、天野の版権制度論は明らかに経済的利権に偏るようになる。 

 

３．２天野為之の版権論の変容 

天野は 1899 年 5 月に匿名で「再び支那に版権制度を布くの策を論ず」を掲載した後、

二年以上にわたってこの問題を主題とする論を表さなかった。その原因はどこにあるのか、

筆者の考えは当時の激動する社会環境が天野の版権論に影響を与えた。1900 年夏、義和

団が北京に侵攻して外国の大使館などを破壊し、西太后ら皇族は西安まで逃れ、八カ国連

合軍が北京に迫ったとき、清国政府は直ちに講和を申し出た。これを受けた列強諸国は巨

額の賠償金を要求した。この賠償金問題で日本の朝野も沸騰するなか、版権論に顧みる暇

もないはずだが、天野は版権論を放棄せず、この問題を日本の国家戦略に組み込むべく思

索していた。彼は「支那改革策」（『東洋経済新報』160 号、1900 年 9 月 5 日）で「事局善

後の処分として、当分の中聨合列国の協同合約に由り支那の内政に干渉し、其政府を保護

監督するの必要は之を免るべからざるに似たり」（p3）と述べ態度を硬化させた。彼は科

挙制度、および辮髪の廃止を要求した後、版権制度の制定を次のように要望している。 

 

抑も、支那に於て文明の知識を得難きは科挙の制に妨げらると、学校の設備なきこ

と等、種々の原因あるに由るべしと雖も、夫の文明の知識を普及せしむべき適当の書

籍に缺欠せるか如きは又実に其一大原因たるを疑わず。而して此書籍の供給に乏しき

は即ち夫の版権制度支那に布かれず、従て支那人の為めに著作する者を保護するの途

備わらざるに由るなり。（p4） 

 

1899 年の版権制度論同様、天野は清国が進歩しないのは良書の欠如であるとしている。

加えて彼はその原因は、版権制度が存在しないからだと主張している。つまり清国が進歩

しない原因は、全て版権制度の欠如に由来すると言うのであるが、これは牽強付会の誹り



64 
 

を免れないであろう。また、この「支那の内政に干渉し、其政府を保護監督する」という

フレーズ中の保護監督という言葉は天野の意識から脱落し、内政干渉ともいえる側面がこ

れ以降の天野論文を貫く基調音となってゆくのである。 

1901 年 10 月 25 日、天野はまたも「支那に版権制度を布くの策」と題する論文を『東

洋経済新報』210 号に、自らの署名付きで発表した。二年前の匿名による論説と比べ、こ

の時以降の天野の言説は以下の三点に大別できる。 

まず、日清貿易を促進しうる版権制度論である。天野は「支那に版権制度を布くの策」

の冒頭で「夫れ支那に本邦の貿易に取りて此上もなき大得意場なり。爾後百般の物品を此

大市場に売り込み、以て自他の幸福を計らざる可からず」（p2）と述べている。 

 1899 年の「支那に版権を布くの策」では、天野は日清貿易についてはほとんど触れな

かった。だが 1901 年、アメリカは清国における「門戸開放」宣言を行い、また列強八カ

国の清国支配をより強めた辛丑条約が締結されるなど、清国利権を中心とした競争は激し

くなる一方であった。天野は「両国（日本と清国――引用者注）の間版権同盟を結ぶは我

が商権拡張の一大運動たるや明なり」（p5）と述べ、清国利権の争奪で他国の後塵を拝し

てはならぬと強く訴えた。 

 第二に、天野は拱手傍観をつづける外務省に版権問題の積極的な干渉を要請した。彼は

「外務当局は一挙手一投足の労を以て此大利益を興すを得可きに、今日に至る迄まだ此事

に着手せず、今に到ても尚お進んで之を従わんとの様子も見へざるは吾輩外務当局の為め

に怪しまざるを得ざるなり」（p4）と、日本の外務省が清国の版権制度制定にあたって積

極的に行動していない、と不満を露わにした。彼はまた、自らの名を冠した「支那に版権

を布くの策」を発表した『東洋経済新報』210 号に、当時の外相小村寿太郎（1855～1911）

への提言「支那の版権問題に就て小村外相に望む」を掲載している。その後、「日清版権

同盟に関して当局の惰慢」（同誌 212 号、1901 年 11 月 5 日）でも、日清間における版権

条約締結を躊躇する政府の責任を詰問している。このほか、清国公使矢野文雄、駐天津領

事鄭永昌、枢密顧問官の大鳥圭介、駐重慶領事加藤義三ら日本政府の要人が清国に版権制

度を施行する政策に賛成しているという記事を同誌 213 号から 215 号にかけて掲載し、自

論の正当性を補強した。 

 第三に、天野は日本側が洋書翻訳に協力すべきだという従来の立場から一転して、日本

書を直接清国に輸出すべしと論じるようになった。 

 

此（書籍のこと――引用者注）大需要を充たす為めに、或は漢文にせよ或は邦文にせ

よ、適当の書籍を出板して之を支那に輸出するに於ては我が対清貿易上、一大進歩を来

す可しと信じて疑わざるなり。今本邦の出板物を取りて、或は原文の儘、或は之を漢訳

して、之を支那四億の民衆の間に読者を求むに於ては、その売高、英米の書と均等の地

位に立ち、著者の報酬も自ら大に増加し、その労に報ゆるに足ることとなる可きなり。

（p3） 

 

明治日本の学術書は漢文訓読体で書かれたものが多く、従って漢字を使用する頻度も高

かった。梁啓超が編纂した『和文漢読法』という日本語速成教材を使用すれば、短期間で

日本文を理解できる134。梁啓超は如何に日本経由の西洋智識を効率的に受け入れることが

できるかに努力を重ねた。だが事ここに至って、日本人の清国近代化貢献という文脈は天

野の文章から消しはじめた。例えば天野は「清邦に対する政策に就いても、成る可く彼れ

                                                   
134 周作人「和文漢読法」『苦竹雑記』実用書局、1962 年、p260。 
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の常識を奪い、その脳髄を虚にし、之を貴貨として、己れに便利なる外交を施こさんとの

希望なしとも限らず」（p5）と述べ、日本語書籍を大量に輸出して清国人の考えを変えよ

うと目論んでいる135。対照的に、梁啓超は「論学日本文之益（日本文を学ぶ益を論ず）」

の中で、「日本はわが唇歯と兄弟の国であるから互いに共同提携し、黄種の独立を保ち、

ヨーロッパの勢力の東漸をふさぐことができる。いつかほとんど合邦の局となって言語の

互いに通じることは実は聯合の第一義になるだろう。故に日本の志士はまさに漢文漢語を

学ぶこと、中国の志士はまた和文和語を学ぶことが第一義である）」136（p4）。梁啓超は日

清両国が版権問題で提携し、文化面で両国の人々が切磋琢磨すべきだと論じた。 

 以上の論述を踏まえ、天野は「先ず前以て版権制度を支那に布き、更に進んて本邦との

間に版権条約を締結せさる可からず。（中略）吾輩は一日も早く清国をして版権同盟に入

らしめ以て良書籍の需要を満足せしめ、之を外にしては支那改善の策に供し、之を内にし

ては以て輸出貿易の利益を計り著述家奨励の一法に充てんことを希望して已まさる者な

り」（p4）と述べている。天野が日本書漢訳の計画の具体策を検討せずに、自国の貿易業

並びに著述出版業界の権益を確保せよという言論のみを情熱的に呼び掛けていたことが

わかる。 

 そして、天野は『東洋経済新報』220 号（1902 年 1 月 25 日）社説「日清版権同盟が日

本の実業に及ぼす永遠洪汎の利益を論ず」、「版権同盟に躊躇する者に告ぐ」（同誌 223 号、

1902 年 2 月 25 日）「何ぞ日清版権同盟に遅疑するや」（同誌 226 号、1902 年 4 月 5 日）、

さらに「日清版権同盟に関する一怪聞を得て世の実業家に告ぐ」（同誌 256 号、1903 年 1

月 15 日）などで、日清版権条約の締結へ圧力をかけるべく経済界を扇動した。天野の鼓

吹が功を奏したか、1903 年 10 月 8 日、版権に関する条文を含む「日清（両国間）追加通

商航海条約」がついに締結された。天野は「日清版権同盟遂に成る」（同誌 294 号、1904

年 2 月 5 日）で数年来の大望成就に歓喜した。しかし、この文章の中では、天野が版権問

題を提起したきっかけとなる日本書の漢訳への協力にはついに触れなかった。 

 ここまで、日清間の版権制度制定に奔走する天野の言説について論じてきた。一方梁啓

超はこのような事態の進展をどう考えていたか。それを明らかにするには、1902 年 1 月

まで遡及せねばなるまい。 

 

３．３日清共同翻訳事業の破綻 

日本語を東アジアの公用語にする、あるいは清国人の考えを虚にすべしなどの論説を繰

り返す天野が、1902 年 1 月 25 日に「日清版権同盟が日本の実業に及ぼす永遠洪汎の利益

を論ず」を発表するや、怒り心頭に発した梁啓超は「是誠何心」(『新民叢報』第 2 号、

1902 年 2 月 22 日）の冒頭で「日本人天野為之は『東洋経済新報』において、しばしば論

説を著し、謂く必ず中国と版権を定めること」137と、天野を名指しして激しく批判した。

                                                   
135 天野は「日清両国用語の共通を計るべし」（『東洋経済新報』226 号、1902 年 3 月）で「熟ら東亜の将

来を察するに、日本の為め、東洋の為め、必要なるは日清韓三国の経済的聨合にして、我が日本は実

に其覇権を掌握せざるべからず。」と述べ、「如何にして此両国用語の共通を計るべき乎。想うに此目

的を達するが為には、此両国の間に一種の共通語を発達すること、 も望ましき所にして、此点に於

て吾輩は我日本語を以て将来東邦の共通語たらしめんことを切望す。」というように、日本語を東アジ

アの公用語にした上での覇権主義とも読み取れる戦略を提唱している。 
136 原文は「日本與我唇歯兄弟之国，必互泯 域，協同提携，然従可以保黄種之独立。杜欧勢之東漸。他 
   日支那日本両国，殆将成合邦之局，而言語之互通，実為連合第一義焉。故日本之志士，当以学漢文漢  
   語為第一義，支那之志士，亦当以学和文和語為第一義」である。梁啓超「論学日本文之益」『飲冰室 
   文集』4、p82。 

137 原文は「日本人天野為之於『東洋経済新報』屡著論説，謂必当與中国定版権」である。『新民叢報』 
  第 2 号、p66。 
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梁啓超の論旨は以下の 2 点にまとめられる。 

まず、彼は日本側の思惑通りでは清国人が翻訳事業を行えなくなる事を憂慮している。

梁啓超は日本人が中国近代化の達成に協力するという好意に答え、日本書の漢訳を助ける

よう要請していた。だが、天野は自ら主宰する『東洋経済新報』で、洋書翻訳事業を通じ

て清国経済を牛耳るのみならず有望な知識人をコントロールするよう強く主張していた。

そのため、梁啓超は「若し他人は之を為す、而して又制限を設け、本国人は却って自由な

る経営を得ず、則ち吾国の民智を開く事において、必ず大に阻礙を受ける）」138、あるい

は「此（日本書の漢訳を指す――引用者注）は本国人が為すべき事である。他人が代行す

ることではない。本国人が為せば、而して他人はそれを補助すれば可である」139と拒絶し

たのである。 

第二に、梁啓超は天野を含めた日本側の「保全支那」や「開発支那」なる大義名分はみ

な虚言であると非難した。当時、日本の政治団体は「保全支那」、「開発支那」をスローガ

ンとして掲げるものがあり、梁啓超もその中の有力団体である東亜同文会に加入していた。

この協会の宗旨も「保全支那」であり、梁啓超による東亜商業学校の創設を始め、亡命清

国人の日本での活動は確かに彼らの助けなしで順調に進むのはおそらく困難であったろ

う。とはいえ梁啓超は、民族の独立に抵触する意義を内包する「保全支那」より「東亜一

体」を重視していた。彼は『清議報』33 冊（1899 年 12 月 23 日）「保全支那」という短評

を書いて、外国が支那を保全することに反対していた。ただし、公然と「保全支那」に反

対すれば東亜同文会との決裂とつなぐ恐れがある。梁啓超ら亡命者への支援凍結を招くと

考えたか、民族・国家の独立という許容範囲を逸脱しない限りは彼らと交流し続けた。 

これらの批判に続けて、梁啓超は「日本人の漢訳西書は効果がない」と断言している。

だがこれは根拠がなく、感情的な表現である。一時に師とも仰いだ天野に裏切られたとい

う憤りが、梁啓超のこの痛烈な批判の背景にあるのだろうか。いずれにせよ、梁啓超の版

権制度施行による良質な翻訳書が作られ、清国の近代化に協力する計画は、経済学者天野

為之の間にずれが生じ、両者の関係が破綻し、決裂の結果となった。 

 

4、結び 
筆者は本節で、李明山の「梁啓超は版権制度に賛成していた」という見解に疑義を覚え、

考察を行ってきた。 

1899 年 3 月末に天野為之が『東洋経済新報』に「支那の版権を布くの策」を掲載して

日清共同による洋書翻訳事業を論じると、戊戌の変法に失敗し日本亡命中だった梁啓超も

即座に『清議報』で賛同した。天野と対面した折りも、彼を師と仰ぎその計画を実現する

ために奔走する旨を表明した。だが同年 5 月、天野が「再度支那に版権を布くの策を論ず

る」を発表するや、彼の議論は清国人民に政治経済についての小冊子の発行などの言説に

移行していた。以降、天野と「優秀な知識人に高度な専門書を提供する制度を、長期的か

つ段階的に施行すべし」と望む梁啓超の見解とは徐々に乖離し始めるようになった。 

1900 年の義和団事件および辛丑和約締結以降、日本を含む列強諸国が清国分割政策を

推進させるや、1901 年 11 月 25 日天野が実名で「支那に版権を布くの策」という覇権主

義的色彩を帯びた論説を発表した。この論文を発表してから 1903 年の「日清（両国間）

追加通商航海条約」締結に至るまで、天野は日本の貿易業並びに出版業界の利益を確保す

                                                   
138 原文は「若他人為之，而又設為限制，本国人反不得自由経営，則於吾国開民智之事，必大受阻礙。」

である。『新民叢報』第 2 号、p66。 
139 原文は「此本国人応為之事，非他人所能越俎代謀。本国人為之，而他人助理之則可」である。『新民

叢報』第 2 号、p66。 
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るには版権制度が重要であることを輿論に訴え続ける。さらに逡巡する日本の外務省を批

判し、かつ日本語の書籍を清国に直輸入し長期的には青年知識人の考えを変えるべきだと

主張していた。これと並行して、天野は日本政府の要人四名が版権制度に賛同したという

記事を『東洋経済新報』に掲載して自らの正当性を補強した。 

翌 1902 年 1 月 25 日に天野が自国の実業界に向けて「日清版権同盟が日本の実業に及ぼ

す永遠洪汎の利益を論ず」を発表すると、梁啓超は翌月 22 日発行の『新民叢報』2 号で

天野を名指しで非難した。梁は清国人による、清国人のための洋書翻訳事業を訴え、つい

で日本側のスローガン「保全支那」、「開発支那」の虚偽を衝き、 後に「日本人の漢訳西

書は効果がない」と結論づけた。この一句は、単に関係の破綻からするなら「意気の語」

でしかないにせよ、如上の両者の政治的立場が根本的に異なることを考慮すれば、かえっ

て梁啓超の立場の表明だったと言える。 

以上の議論を踏まえると、筆者は李明山の見解には同意しかねる。梁啓超は、日本の経

済学者天野為之による、清国知識人を啓蒙するため日清共同で洋書翻訳を行う旨の版権制

度論に賛同したが、天野が日本の東アジア制覇を助成する版権制度論を訴えるや、これを

激しく非難したに改めた。これをもって梁啓超と天野為之の版権問題の交渉の結論とした

い。 
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第二部 日本滞在期における梁啓超の文学活動と日本との関連 

第三章 梁啓超の詩界革命と明治日本 

第一節 梁啓超が訳した「哀希臘」と木村鷹太郎  

       

はじめに 
 
第一部では梁啓超の来日後に直面した日本語の問題とその解決法について、『和文漢読

法』と版権を取り上げて論じた。第二部では、梁啓超自身が西洋思想をいかに受容してい

ったかの解明を試みる。第一節では、具体的に梁啓超が訳した外国詩と日本人との関連に

ついて検討したい。まず、取り上げたいのは、バイロンの名詩 The Isles of Greece で

ある。 

 The Isles of Greece はバイロンの代表作である『ドン・ジュアン』の第 3 幕第 86 章

にある一間奏曲である。その詩は古代ギリシャの栄光と現在の没落を対比しながら、ギリ

シャ民衆をトルコの奴役から立ち上がらせる意味合いが読み取れる。この詩はもともとタ

イトルがなく、当時は習慣として、詩のはじめの一句をタイトルにしていた。そこで、日

本では「ギリシャの島」もしくは「ギリシャの島々」と訳されている140。 

梁啓超は The Isles of Greece を訳す際、「哀希臘」というタイトルを使用してはいな

いが、1905 年、馬君武（1882～1939）がこの詩を訳し、「哀希臘歌」というタイトルをつ

けた。その後、蘇曼殊（1884～1918）141がこの詩を訳す際、「歌」の文字を省き、「哀希臘」

というタイトルを採用したのである。そして、中国では The Isles of Greece の訳名が

この「哀希臘」で定着していたのである。 

 梁啓超、馬君武、蘇曼殊、胡適（1891～1962）など多くの中国近現代史上の著名人がこ

の外国詩を訳しており、近代中国社会に大きな影響をもたらした百種の訳作の一つとして

「哀希臘」が取り上げられたのである142。 

 「哀希臘」の知名度が高いゆえ、それを中心としたバイロン研究は中国では盛んに行わ

れてきた。早くも 1924 年、バイロン逝去百年を記念し、多くの文壇有名人がバイロンに

関する論文、訳作を発表している143。近代中国とバイロンの関係をめぐるテーマにしぼる

と、バイロン研究は、魯迅（1881～1936）、蘇曼殊に関係する論文が大多数を占めている

が、初めてバイロンを中国に紹介した梁啓超をめぐる研究は極めて少ない。多くの論文は

梁啓超がバイロンを中国に紹介した 初の人であったと述べる程度に止まっている144。 

                                                   
140 例えば、阿部瓊夫『バイロン詩集』（創人社、1952 年）の中では、「ギリシャの島」、阿部知二『バ

イロン詩集』（新潮社、1968 年）では「ギリシャの島々」と訳されている。 
141 「哀希臘歌」の訳者をめぐっては、黄侃が訳者だという意見もある。（潘重規「 春黄季剛先生訳拜

倫詩稿読後記」『黄侃紀念文集』湖北人民出版社、1989 年）、本論文は通説（蘇曼殊）に従う。 
142 例えば、鄒振環『影響中国近代社会的一百種訳作』（中国対外翻訳出版公司、1996 年）は「哀希臘」

という詩を取り上げ、「近代中国において、バイロンのような幸運な外国詩人まだ見られない。『哀希

臘』一詩は連続して、このように 4、5 名著名な詩人、作家、学者に訳された」という。 
143 例えば、『小説月報』には、鄭振鐸「詩人拜倫的百年祭」、王統照「拜倫的思想及其詩歌的評論」、

徐志摩「 侖」、沈雁氷「拜倫的百年記念」など 13 篇と翻訳 6 篇がある。上海商務印書館、1924 年 4
月。『晨報副刊』では徐志摩「 侖」、王統照「拜倫在詩中的色覚」など 10 篇がある。北京晨報社、1924
年 4 月。 

144 中国では余傑「狂 中的拜倫之歌――以梁啓超、蘇曼殊、魯迅為中心探討清末民初文人的拜倫観」 
   （『魯迅研究月刊』1999 年第 9 期）。廖七一「梁啓超与拜倫『哀希臘』的本土化」（『外語研究』2006 
   年第 3 期）。日本では、藤井省三「近代中国におけるバイロン受容をめぐって――章炳麟、魯迅、蘇 
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 また、中国の「哀希臘」を中心としたバイロン研究の一つの盲点として、日本的要素を

無視もしくは軽視したことを指摘できる。中国人がバイロンを知ったのは、梁啓超、馬君

武、蘇曼殊らの紹介と訳作によるものである。三人共、日本でバイロンの作品と接触し、

「哀希臘」を訳した。日本と深い関係を有することは事実である。したがって、「哀希臘」

の訳が、日本及び日本文学のいかなる影響を受けていたかについては言及すべき点である

と言ってよい。 

 このように、梁啓超におけるバイロン受容の関係（主として「哀希臘」詩の訳について）

をめぐる研究が不足している中、基本的に究明すべき問題は、梁啓超がバイロンの詩の翻

訳に当たって、どの版本を参照したかという点である。魯迅は 1925 年に「雑憶」（『魯迅

全集』第 1 巻、人民文学出版社、2005 年、pp．233－244）という文章の中で、梁啓超の

「哀希臘」は日本人の訳を参照したと記している。だが、具体的に梁啓超が誰の訳作を参

照したのかについては明言せず、問題が残されているのである。そこで、魯迅の言及をヒ

ントに、梁啓超の「哀希臘」が発表される前（1902 年 12 月 15 日）、日本で誰が「哀希臘」

を訳したかについて筆者が調べた結果、与謝野鉄幹が編集した『明星』雑誌第 10 号、1901

（明治 34）年 1 月 1 日印刷発行及び 1902（明治 35）年 7 月 25 日印刷、7 月 28 日発行さ

れた木村鷹太郎（1870～1931）の『バイロン文界之大魔王』（本節では以降『文界之大魔

王』と表記す）にその詩が載っていた。その事実を基に、本節では梁啓超が木村鷹太郎の

訳を参照した可能性について論じ、さらに、両者の訳詩を比較しながら、梁啓超の訳詩の

独自性を考察したい。 

 

1．木村鷹太郎の「哀希臘」 
 

梁啓超の「哀希臘」訳が、木村鷹太郎の『文界之大魔王』145の中の訳を参照したことを

論証する前に、今日ではほとんど忘れられたといってよい、翻訳家、文学家の木村鷹太郎

という人物を紹介したい。 

『近代文学叢書』33、「木村鷹太郎」によると、木村鷹太郎は、1870 年 9 月 10 日に愛

媛県北宇和郡に生まれ、少年時代より頭脳明晰、才気 剌、寧ろ奇矯の傾向もあったとい

う。19 歳に上京し、英語教育に力を入れていた明治学院に入学し、同級生に、和田英作、

戸川秋骨、馬場孤蝶、島崎藤村等がいる。1890 年、東京帝国大学哲学科に入学した。1897

年に井上哲次郎、高山林次郎等と共に、日本主義を唱える。機関誌『日本主義』を創刊し、

その後、「京華日報」「富士新聞」を相次ぎ創刊し、政治・教育・文学など広範囲に渡って

著述し、社会評論を行った146。工藤貴正氏のまとめによれば、木村鷹太郎の業績は、①バ

イロン、シェリーの紹介・翻訳、②プラトン全集の翻訳、③東洋・西洋倫理史学の研究、

④真善美の道徳的研究、⑤西洋史・日本史研究⑥希臘・羅馬神話研究、⑦日本主義の提唱

という、7 項目に分類できる147。木村鷹太郎が発行した著作を統計してみると、彼は 7 部

にものぼるバイロン作品の翻訳、研究の単著を発表しており、当時木村はバイロン研究者

                                                                                                                                                  
   曼殊の場合」（『日本中国学会報』第 32 集、1980 年）の中に梁啓超を 初にバイロンの詩を訳した事 
   実を伝えるだけに止まる。 
145 梁啓超の「哀希臘」が発表される前に、『明星』と『文界之大魔王』がこの詩を掲載していた。梁 
    啓超は同時に『文界之大魔王』一書の他の部分も参考した跡が見られるため、筆者は同時に「哀希 
    臘」詩が発表され書物について、梁が『文界之大魔王』を参照したと判断する。具体的な検討は本 
    文の 3 の（4）にて参照。 
146 昭和女子大学近代文学研究室編『近代文学研究叢書』33、昭和女子大学近代文化研究所、1970 年。 
147 工藤貴正『魯迅と西洋近代文芸思潮』汲古書院、2008 年、p166。 
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としてもよく知られていた148。1898 年 9 月に来日した梁啓超がバイロンの作品に接触し

たことを考える際には、木村鷹太郎のバイロンの著述を抜きには語れないものと考えられ

る。 

 

2．梁啓超の「哀希臘」と木村訳 
 

梁啓超が中国において初めてバイロンを紹介した事実は、学界で認められている149。だ

が全訳ではなく、部分訳に過ぎない。梁啓超は訳文をバイロン詩の原文（英語）と並べて、

第 1 節と第 3 節を訳し、公表した。さらに、彼は重要と思う詩句を抜き出して訳した。こ

れら抄訳した詩句は全篇に渡る。まず、梁啓超の訳が木村訳を参照したかどうかを比較、

検証するため、梁啓超の訳文と木村訳と対照し引用しよう。 

梁啓超訳：（第 1 節）（ 醉東風） 

咳！希臘 ！希臘 ！ 

 本是平和時代的愛嬌， 

 本是戦争時代的天嬌。 

「薩 波」歌声高，女詩人熱情好。 

更有那「徳羅士」、「菲波士」（両神名）栄光常照。 

此地是芸文旧壘，技術中潮，即今在否？ 

算除却太陽光線，萬般没了。 

（第 3 節）（如夢憶桃源） 

瑪拉頓后 ，山容缥缈， 

瑪拉頓前 ，海門環繞。 

如此好河山，也応有自由回照。 

我向那波斯軍墓門 眺，難道我為奴為隷，今生便了？ 

不信我為奴為隷，今生便了！ 

（第 5 節、5 6） 

祖宗神聖之琴， 

到我們手里頭，怎便堕落？ 

 （第 6 節、6） 

 替希臘人汗流浃背， 

                                                   
148 『近代文学叢書』33、「木村鷹太郎」pp．173－182 には、木村鷹太郎の著作一覧表がある。その中

からバイロンに関する著作を選び出し、さらにいくつかの漏れを加え、以下のリストをまとめた。 
 『バイロン文界之大魔王』大学館、1902（明治 35）年 7 月 
 『パリシナ：艶美の悲劇詩』松栄堂、1903（明治 36）年 3 月 
 『海賊』尚友館、1905（明治 38）年 1 月 
『天魔の怨：宇宙人生の神秘劇』二松堂、1907（明治 40）年 1 月 

 『マゼッパ：汗血千里』真善美協会、1907（明治 40）年 3 月  
 『バイロン傑作集』内外出版協会、1917（大正 6）年 4 月 

  『バイロン評伝及詩集』教文社、1924（大正 13）年 1 月 
149 例えば、郭延禮は『中国近代翻訳文学概論』（湖北教育出版社、1998 年、p223）で、「梁啓超在『新

中国未来記』中首先介紹了英国著名詩人拜倫的「渣阿亜」和「端志安」，成為我国 早翻訳拜倫詩

歌的訳者（梁啓超は『新中国未来記』の中で、 初にイギリスの著名詩人であるバイロンの「渣

阿亜」と「端志安」を紹介し、我国 も早い段階でバイロンの詩の翻訳した者になった」と指摘

する。藤井省三は前掲「近代中国におけるバイロン受容をめぐって――章炳麟、魯迅、蘇曼殊の

場合」という論文の中で、「中国に初めてバイロンを紹介したのは梁啓超である。彼は 1902 年雑

誌〈新小説〉に〈新中国未来記〉を発表した。ロシア占領下の旅順を舞台にとったこの小説第 4
章で、彼はバイロン〈ギリシャの島々〉第 1・3 両章を訳した。」と梁啓超が中国において 初に

バイロンを紹介した人物として認めている。 
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 替希臘国泪流满面。 

 （第 11 節、5 6） 

 前代之王，雖属専制君主， 

   還是我国人，不像今日変做「多爾哥」蛮族的奴隷。 

 （第 15 節、4、6） 

 好好的同胞閨秀，他的乳汁怎便養育出些奴隷来？ 

 （第 16 節、5 6） 

 奴隷的土地，不是我們応該住的土地； 

  奴隷的酒，不是我們応該飲的酒。150 

木村訳：（第 1 節） 

 嗚呼グレシアの諸島、嗚呼グレシアの諸島。 

 此地は熱情なる女詩人サツポーの恋を為し又た歌いたる所。 

 此地は戦争及平和の技術の発達したる所。 

 此地はドロス及びフオイボス諸神の栄えたる所。 

 とこしへの夏は今尚ほ此地を飾ると雖、 

 ただ其太陽を除きては、萬事凡て没し去れり。 

 （第 3 節） 

 山はマラトーンに向ひ、 

 マラトーンは海に向ふ。 

 我れ暫く此の所に立ちて思念すらく、 

 グレシアは尚ほ再び自由の国たるを得べしと。 

 我れペルシア軍の墓上に立ちて。 

 如何にするとも我等自ら奴隷に終るべしと思ふこと能はず。 

 （第 5 節、5 6） 

 而して久しく神聖なりし汝の琴は、 

 我が如き者の手に落つるまでに堕落したるよ。 

 （第 6 節、6） 

 グレシア人には赤面を與へ、 

 グレシア国には涙を流さんが為めなるのみ。 

 （第 11 節、5 6） 

 されども當時の君主は、 

 たとへ専制なりしと雖、尚ほ我国人にしありしなり。 

 （第 15 節、4、6） 

 されど花の如き是等の乙女子を見る毎に、 

 彼らの乳は奴隷を養育せざる可からざることに思い到て 

 （第 16 節、5 6） 

 奴隷の土地は我の住むべき土地に非ず。 

  サモスの酒杯は之を床上に投げて砕かん。151 

 

（１）人名「サッフォー」の訳について 

 『新中国未来記』は「哀希臘」の訳を掲載する時、英語の原文が付いていた。これは読

者に梁啓超が原本から訳したと誤解を与えた可能性がある。梁啓超自身は訳について多く

                                                   
150 『飲冰室合集・専集』89、中華書局、1989 年、pp．44－46。 
151  木村鷹太郎『文界之大魔王』大学館、1902 年、pp．306－315。 
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を語っておらず、特に訳文は原文から訳したもしくは和訳を参照したということは明記し

ていない。また、訳文に英語を添付したことについて、彼自身の言葉によれば、「読者た

だ西文の原文を看て、方にその妙を知らん」152とし、自らが英語から訳したことを述べて

もいない。このように、梁啓超の「哀希臘」は英語から訳されているか、もしくは和訳を

参照し、訳したのかは、未解決の問題である。ところで、 初にこの問題について見解を

述べたのは魯迅である。 

 上述のように魯迅は 1925 年に「雑憶」の中で梁啓超の「哀希臘」は日本語訳を参照し

たと判断している。 

 

 『新羅馬伝記』中にあるバイロンの詩の訳文も、当時は随分もてはやされたものだが、

それは詞の調を用いていた。かつ「サッフォー」を「薩 波」と訳しているのは、日

本語の訳本に拠る重訳であることを証明していた。153 

 

魯迅の根拠は「Sappho」（ギリシャの女流詩人）を「薩 波」と訳したところにある。

現在の日本語では、「Sappho」を「サッフォー」と書くのが普通である。しかし、明治時

代の書物における片仮名の表記は、清音のツと促音のツの区別をしないケースがほとんど

である。「Sappho」（サツフォー）を日本語力が十分でない梁啓超は「ツ」を中国語に音訳

したわけである。魯迅の判断は、明治片仮名語の構造に依拠している。 

 また、英語からの重訳の可能性もほとんどないと言える。梁啓超の英語学習歴について、

馮自由は『革命逸史』において、梁が「ハワイ滞在中（1899 年 12 月 20 日から 1900 年 7

月まで）何蕙珍女史に従って英文を数ヶ月学んだ。日本に帰ってきたとき、すでに英文を

勉強、習得の秘訣を深く身に付けたことを公言し、特に箇条書きで自分が学んだ英文法の

初級段階の十余りの書籍を『英文漢読法』の一冊にまとめた。初心者に役立てるためだ。

すべてこの本を読む人は、数ヶ月を経たないうちに、英文の書物を翻訳することができる」
154と言っているとした。 

 馮自由のこの著作はタイトルが示すように、あくまで「逸史」であって、当時の流言で

ある可能性を否定できず、安易に信じることはできない155。実際、梁啓超は何蕙珍との出

会いを梁の妻李蕙仙への書簡に詳細に記録している156。その書簡には、梁は何蕙珍に従い、

英語を学んだ記録は見当たらず、『英文漢読法』を著したことも語っておらず、実際、今

日でもいわゆる梁啓超が編纂した『英文漢読法』は発見されていない。 

 一方、梁啓超は英語ができないことは馬君武が「哀希臘歌」の序言に証言している。「こ

の詩は全部で 16 連からなる、梁啓超は『新小説』にてその 2 章を訳した。梁氏は英文を

知らない者だから、彼の弟子である羅昌に口述を頼んだ」157。馬君武は当時、梁啓超の側

                                                   
152 原文は「読者但看西文原本，方知其妙」である。梁啓超「新中国未来記」。『飲冰室合集・専集』89、 
    中華書局、1989 年、p45。 
153 日本語訳文は、松枝茂夫『魯迅選集』5（岩波書店、1956 年）p192 から引いたものである。 
154 原文は「梁在檀時，嘗従何蕙珍女士習英文数月。東帰後乃倡言己深得習英文秘訣，特条挙所読英文 
   法初階前項十余類，編著英文漢読法一小冊，以恵初学。謂凡読此書者，不数月即可翻訳英文書籍」で 
   ある。馮自由『革命逸史』『民国野史』巻 1、泰山出版社、2000 年、p102。 
155 レベンソンは著作 Liang Ch’i-ch’ao  and the mind of modern China で、馮自由『革命逸史』の著述に 
   は、事実捏造の事例を証明している。劉偉、劉麗、姜鉄軍訳、『梁啓超与中国近代思想』四川人民出 
   版社、1986 年、p75 参照。 
156 丁文江・趙豊年編『梁啓超年譜長編』上海古籍出版社、1983 年、pp．249－254 参照。 
157 原文は「此詩共 16 章、梁啓超曽訳其二章於『新小説』。梁氏非知英文者、頼其徒羅昌口述之」であ 
    る。『君武詩集』『革命先烈先進詩文選集』第 5 冊、台北・中華民国各界記念国父百年誕辰準備委員 
    会学術論著編纂委員会主編、1965 年、p13。 
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近に居て、『新民叢報』の編集まで任せられることから、馬君武は梁啓超のことを熟知し

ていた人物であり、馬君武の発言は信頼できる158。したがって、英語の原本から訳したと

は考えられないのである。さらに、英語から訳す場合、「Sappho」から「 」（zh ）とい

う発音が出てくるのは考えられないことでもある。 

また、梁啓超が日本で接触したのは、漢字が多く含まれる日本語の訳書である。明治時

代の学術書は漢文体で書かれたものが多く、漢文の素養が高い梁啓超にとっては受け入れ

やすい。そして、明治の翻訳は、他人の作品を改変して自分の作品とするのもしばしば見

られる現象でもある。実際に梁啓超は、徳富蘇峰の文章を翻案し、発表したケースも見ら

れるため159、日本人の訳を参照し、梁啓超が「哀希臘」を訳したことは十分考えられる。 

しかし、梁啓超が参照した原本を探し出さない限り、魯迅の推測はいくら説得力がある

としても、断定することはできない。ただ、すでに上述したように、木村鷹太郎の「哀希

臘」では、魯迅が記した通り、日本からの重訳として判断する根拠として、「Sappho」の

訳が「サツポー」と書かれている点が一つ重要な手がかりであると確認した。 

 また一方、『文界之大魔王』一書を一通り調べると、片仮名の「ツ」の大小の区別は必

ずしも一致しないという結果も得られる。例えば、35 頁では、「ハッサン」という名前の

「ツ」はきちんと小さめに書かれている。しかし、同じ頁に「スコツト」と「スコット」

二つの表示も見られるように、片仮名表記における混乱の状況が存在したことが、梁啓超

の間違えたいもう一つの原因にも考えられる160。 

 当時日本の文壇の状況を見てみると、「7 月には『文界之大魔王』を公けにしてバイロ

ンの伝記と思想を紹介した。折からわが文壇を風靡したロマンチシズムの潮流の中にあっ

て、『文界之大魔王』なる題名は、波瀾にとんだバイロンの生涯と相まって、当時の文学

青年たちの心を強く捉えたらしい」161のであって、『文界之大魔王』はもてはやされたよ

うであることがわかった。当時魯迅と一緒に日本に留学している周作人の証言によれば、

「彼（魯迅のこと――筆者注）は、当時バイロンに も心酔していた。その次がハンガリ

ー、ロシア、ポーランドの愛国詩人であった」162という。当時魯迅は日本におけるバイロ

ンの受容の様子について相当詳しく、魯迅が「梁の訳は日本人の訳本による重訳だ」と判

断した背景でもある。魯迅の「魔羅詩力説」の第 4 章、第 5 章においても、主にバイロン

を取り上げており、中島長文氏の考証では、魯迅が用いた材料の 7 割は、木村鷹太郎の『文

界之大魔王』に由来している163。 

魯迅は単なる「サッフォー」の誤訳から梁啓超が日本からの重訳と判断しただけではな

いと考えられる。つまり魯迅と梁啓超は同じく木村鷹太郎の『文界之大魔王』を参照した

と考えられ、魯迅は『文界之大魔王』の中に含まれる「哀希臘」という訳詩を読んだこと

と当然考えられ、梁啓超の訳詩の出処も把握した可能性がある。以上のような、魯迅の発

                                                   
158 馬君武と梁啓超をめぐる交渉は『馬君武集』（華中師範大学出版社、1991 年）が詳しい。 
159 樽本照雄『清末小説探索』法律文化社、1998 年、pp．249－254。 
160 言葉は不変なものではない。今日まで片仮名は統一したとは言い切れない。特に「ツ」の表記につ 
     いては、不統一の現象はしばしば見られる。片仮名の史的変化に関する研究は春日政治氏『片仮名 
     の研究』（『明治書院』1934 年、p62）を参考した。 該書は片仮名の不統一の原因を歴史的変遷と 
     いう視点から分析した。「この片仮名が草仮名に劣らず普通文をものする道具となった時に、この 
     不統一は漸次減少してゆく筈である」という見通しを示した。 
161 『近代文学研究叢書』第 33 巻、昭和女子大学近代文学研究室、1970 年、p170。 
162 原文は「他那時頂佩服擺倫、其次是匈牙利、俄国、波蘭的愛国詩人」である。周遐壽『魯迅的故家』 
     上海出版公司、1953 年、p371 参照。 
163 中島長文「藍本『魔羅詩力の説』第 4、5 章」、『飇風』第 5 号、（飇風の会、1973 年）pp．95－140 
     参照。北岡正子「『魔羅詩力説』の構成――魯迅に於ける救亡の詩」伊藤虎丸ほか編『近代文学に 
     おける中国と日本』（汲古書院、1986 年）pp．77－126。 
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言は両者の訳の関係を熟知した上での判断だと考えられる。 

 

（２）地名「Marathon」の訳について 

更になお一つの判断根拠として、地名 Marathon の訳も挙げられる。Marathon は今日ス

ポーツ運動「マラソン」の発祥の地として世界に知られるギリシャの地名である。今日は

通常マラソンと訳されている。明治の日本では「マラトーン」と「マラソン」の二つ訳が

存在した164。同じ例としてバイロンの代表作 Don Juan にも二つの訳がある。『ドン・フ

ァン』と訳されたのはスペイン語の発音により、『ドン・ジュァン』は英語の発音による

ものである。ギリシャ語専門家165の教示によれば Marathon を「マラトーン」に訳したの

は、ギリシャ語の発音に依拠している。英語の発音から訳した「マラソン」ではなく、ギ

リシャ語の発音から「マラトーン」に訳した背後には、ギリシャ研究に精力的に取り込ん

だ木村鷹太郎による成果の一端と言える166。 

だが、はたして、梁啓超はギリシャ語が理解できたのだろうか。梁啓超の外国語学習歴

に関して、ギリシャ語を学んだ記述は見当たらない。彼はギリシャ語がわからないと思わ

れる167。梁啓超がギリシャ語の発音で地名の「Marathon」を「瑪拉頓」と訳した事実は、

梁啓超が木村鷹太郎訳を参考とした根拠の一つと考えられる。 

（３） 重要単語の統一 

さらに、詩の中にいくつかの重要な用語が統一され、これも梁が木村の影響を受けた

理由の一つと数えられる。 

上記の表を見れば、多義語としての peace・arts・tyrant・suckle・land・degenerate の対

訳として、実に多くの選択肢余があるのがわかる。梁啓超とほぼ同じ時期に馬君武（1905

年）、蘇曼殊（1908 年）、さらに胡適（1912 年）もこの詩を全訳しているが訳語は異なっ

ている。梁啓超の訳は木村鷹太郎と一致し、梁啓超が木村鷹太郎の訳を参照したことが考

えられる。 

 

（４）「The Giaour」の訳について 

初に述べたように、梁啓超が「哀希臘」を発表する（1902 年 12 月 15 日）前に、『明

星』第 10 号（1901 年 1 月 1 日）と『文界之大魔王』（1902 年 7 月）の両方に木村鷹太郎

の訳詩は掲載されている。『文界之大魔王』の中に含まれる訳詩は雑誌『明星』に掲載し

                                                   
164 渋江保著『希臘波斯戦史』（博文館、1896 年）、桑原啓一編訳『新編希臘歴史』（経済雑誌社、1893
年）は「Marathon」を「マラソン」に訳されていた。箕作元八著『西洋史新話』（博文館、1912 年）は

「Marathon」を「マラトン」に訳されていた。 
165 名古屋大学名誉教授有川貫太郎氏。 
166 木村鷹太郎はギリシャに関する著作を多く残した。例えば、大正 11 年に出版した『希臘羅馬神話』

はその一つである。 
167 梁啓超の外国語学習歴に関する先行研究、資料としては、李国俊『梁啓超著述系年』（復旦大学出 
    版社、1986 年）班偉「試論梁啓超的日本観與其思想転変的相互関係」（李喜所主編『梁啓超与近代 
    中国社会文化』天津古籍出版社、2005 年）がある。 

英原文 木村訳 梁訳 馬訳 蘇訳 胡訳 

peace 平和 平和 平和 和親 （訳さず） 

arts 技術 技術 術 策 文教 

tyrant 専制君主 専制君主 暴君 虐 暴君 

suckle 養育 養育 （訳さず） 乳 生 

land 土地 土地 国 邑 国 

degenerate 堕落 堕落 薄 胡疲荼 竭 
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た訳詩の 2、3 箇所の誤植を修正しただけであって、基本的に同じものである。 

梁啓超が実際に『明星』の訳を読んだかどうかは判定できないが、『文界之大魔王』の

訳を読んだことを判定できるのは、以下の理由がある。梁啓超は「哀希臘」を取り上げる

前に、バイロンの作品長編叙事詩 The Giaour 中のギリシャの栄光と現在の堕落を歌う詩

も訳している。梁啓超の訳は「渣阿亜」である。木村鷹太郎の訳「不信者」の横には「ジ

アオア」のふりがなが付いており、もともと Giaour はトルコ語の異教徒の意味である。

もちろん梁啓超はトルコ語が分からず、発音もできないから、木村訳の音訳「ジアオア」

を参照した「渣阿亜」と訳した考えられる。 

さらに、ギリシャの栄光と現在の堕落をテーマに歌う詩はバイロンの詩作の中に数多く

存在する。向山泰子氏の研究によれば「Don Juan だけで古典的、近代的ギリシャの百以

上の引用がある」168という。梁啓超はこのような多くのバイロンのギリシャに関連する詩

の中から、この二つの詩を同時に取り上げていた。木村鷹太郎の著作も The Isles of Greece

を取り上げる前に、The Giaour の中に、バイロンのギリシャの栄光と現在の堕落を歌う詩

も断片的に訳しており、偶然とは思えない。 

念のため、梁啓超の訳詩と木村鷹太郎の訳詩を次に掲げておこう。  

梁啓超訳： 

葱葱猗！郁郁猗！海岸之景物猗！ 

嗚嗚！此希臘之山河猗！嗚嗚！如錦如荼之希臘，今在何猗？ 

・・・・・・ 

嗚嗚！此何地猗？下自原野，上岩巒猗。 

皆古代自由空氣所瀰漫猗！皆栄誉之墓門猗！ 

皆偉大人物之祭壇猗！ 

噫！汝祖宗之光栄、競僅留此区区在人間猗！ 

嗟嗟！弱質怯病之奴隷猗！ 

嗟嗟！匍匐地下之奴隷猗！ 

嗟来前猗！斯何地猗！寧非昔日之徳摩比利猗！ 

嗟嗟！卿等自由苗裔之奴隷猗！ 

不断青山，環卿之旁。周遭其如睡猗！無情夜潮，與卿為縁，寂寞其盈耳猗！ 

此山何山猗！此海何海猗？此岸何岸猗？此莎拉米士之岩猗！ 

此佳景猗！此美談猗！卿等素其諳猗！ 

  咄咄其興猗！咄咄其興猗！光復卿等之旧物，還諸卿卿猗！169 

木村鷹太郎訳： 

此くの如きは此海岸の景色なり（90） 

これグレシアなり。されども活けるグレシアは今は亡し。（91） 

…… 

忘られざる勇壮なるものの天地よ（103） 

其地は原野より岩窟に至るまで、皆盡く自由の住したる所（104） 

又光栄の墓なりき。（105） 

又偉大なるものの祭壇よ。（106） 

此くの如き（奴隷の情態）は凡て汝の遺物なるや（107） 

憶病にして土地に匍匐せる汝等奴隷よ、近よれ（108） 

                                                   
168 向山泰子「ギリシャの影響を受けた Byron の後期の詩」『青山学院女子短期大学紀要』23、1969 年、 
     p46。 
169『飲冰室合集・専集』89、中華書局、1989 年、pp．43－44。 
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此處は昔のテルビライには非ざるか、答へよ。（109） 

嗚呼汝等自由の後裔なる奴隷よ（110） 

汝等の周囲に波打つ青き水--―（111） 

此海如何なる所ぞ、此岸如何なる處ぞー―（112） 

これサラミスの灣、サラミスの岩。（113） 

是等の景色是等の話し、汝等之を知らざるに非ざらん。（114） 

  起て、起ちて再び是等を汝等のものとせよ。（115）170 

The Giaour は 1334 行にも及ぶ長編物語詩である。木村鷹太郎が訳した部分は第 91 行か

ら第 92 行、第 103 行から第 115 行である。その間の第 93 行から第 102 行は省略した。梁

啓超の訳も同じく第 91 行から第 92 行、第 103 行から第 115 行までで、省略した部分も同

じく第 93 行から第 102 行までである。同一の長編物語詩を二人は同じ行を選訳し、同じ

行を省略した事実は、梁啓超が先行して訳された木村鷹太郎の訳を参照した以外に考えら

れないであろう。 

 以上の論拠から、梁啓超の「哀希臘」は、木村鷹太郎の訳詩を含め、『文界之大魔王』

の中から、他の関連部分も参照したことが明らかである。だが、梁啓超の訳は大きく木村

鷹太郎の訳を改変し、自分の特徴を持たせようとしたことも比較によって明らかである。

以下は梁啓超の訳が改変した部分に光を当てて、その独自性を見てみたい。 

 

3、梁啓超の「哀希臘」訳の独自性 
 

（１）用語の表現と形式 

木村の訳は基本的に原詩の形式に従い詩節を揃え、原詩の意味も忠実である。詩の形式

もおよそ 1 節 6 行という形式が守られている。ただ漢文調を用いて翻訳されたため、今日

のわれわれから見れば、西洋詩のリズムが表現されず、流暢な詩とは言いがたい。しかし、

当時では、漢文調で詩を訳すのはむしろ普通のことであり、これは梁啓超にとって受け容

れやすいものであったと言える。仮に、この詩が和文で訳された場合、梁啓超の理解でき

ない和語が多く存在したであろう。日本語力の欠如、とくに和語の知識が乏しい梁啓超に

とって、解読には困難であったに想定できる。従って、梁啓超が木村の訳詩を参照したと

する先決条件として、木村の訳詩は漢文調で書かれたことが挙げられる。 

梁啓超は詩の形式上においては、中国伝統の表現形式から脱却せず、依然として、外国

の詩を中国の形式に従属させる考えだった。彼が提唱した外国精神を以って、中国詩に取

り込もうという考えがこの訳詩にも忠実に反映されている。 

日本は明治初頭、外国詩を訳すには、漢詩の格式を用いていた。例えば、1879（明治

12）年、イギリスのケンブリッジ大学に留学していた末松謙澄(1855～1920)は日本で初め

てバイロンの詩 Lines Inscribed upon a Cup Formed from a Skull を漢詩の形で「髑髏杯歌」

に訳した171。そして、木村がバイロンの The Isles of Greece を訳した 1901（明治 34）年ご

ろには、多くの知識人の素養および創作習慣として漢文調は依然として用いられていた。

木村は訳詩に当たって漢詩を用いてはいないが、漢文調でその詩を訳した。日本では明治

以前、詩といえば漢詩のことであった。漢詩体から新体詩への過渡期には、詩の中に漢語、

漢文調が多く含まれていることは不思議なことではない。木村の訳においては、漢詩の形

式からの脱却が見られるが、新体詩がまだ成熟していない当時としては、詩のリズム感の

欠如や堅苦しい印象を与えるなどの問題も避けられなかっただろう。 

                                                   
170 前掲木村鷹太郎『文界之大魔王』pp．304－305。 
171 衣笠梅二郎「明治初年バイロン詩の漢訳――末松謙澄訳『髑髏杯歌』」『比較文学』第 1 号、1958 年。 
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梁啓超は も緩やかな詩歌の形式の一つである元曲を使用したことも特徴である。形式

の脱却には踏み切れなかったものの、外国詩の精神、風格を取り入れ、韻を踏むことによ

って、詩としてのリズム感に富み、宣伝効果もあり、多くの人に感動を伝えた。木村の訳

は直訳であるのに対して、梁啓超の訳は意訳である。梁啓超は第 1 節と第 2 節を訳したあ

と、訳詩について以下のように述べた。 

 

  著者は案ずるに、翻訳は至難の業に属し、詩歌を翻訳することは尤も難中の難に属す

る。本篇は中国の調を以て外国の意を訳し、譜を め韻を選び、ところどころ意味が

通じない箇所があり、とうてい原意に及ばない。（醜女）無塩を描き尽くし、西子に

失礼する。過ちが少ないことを自覚する。読者ただ西文の原文を看て、方にその妙を

わかるだろう。172 

 

このように、翻訳にとりかかる態度と方法を明らかにし、同時に梁啓超がとった意訳と

いう手段を明らかにしている。 

 

（２）修辞、表現技術について 

この詩の芸術面における表現の内容では、一連のギリシャの栄光を回顧したことが特徴

である。注目したいのは、語気が訳によって変化していることである。 

木村訳の第 3 節 5-6 句： 

 とこしへの夏は今尚ほ此地を飾ると雖、 

 ただ其太陽を除きては、萬事凡て没し去れり。 

梁啓超訳は： 

 此地是芸文旧垒，技術中潮，即今在否？ 

 算除却太陽光線，萬般没了。 

この 2 句の詩の語尾に注目すれば、以下のことが分かる。木村訳は「雖も」、梁の訳は

「否」になっていた。「雖も」は「逆接の確定条件または仮定条件を表わす」173接続詞で

あって、感情を表す語ではない。「否」は「疑問文の末尾に用いる疑問を表す語」174であ

って、現代中国口語は「 」と訳し、強く問いかける意味があって、感情的な語と言える。

この用語の変更によって、栄光への感傷から脱却し、栄光への問いに転換し、語気が消沈

から激昂に変わった。 

もう一つの例として、反問を表す語――「怎便」が使用されたことである。「哀希臘」

の第 5 節の 5、6 句と、第 15 節の 4、6 句に木村の訳は： 

 而して久しく神聖なりし汝の琴は、 

 我が如き者の手に落つるまでに堕落したるよ 

 されど花の如き是等の乙女子を見る毎に、 

 彼らの乳は奴隷を養育せざる可からざることに思い到て 

と陳述文になっているが、梁の訳は： 

 祖宗神聖之琴，到我們手里頭，怎便堕落？ 

 好好的同胞閨秀，他的乳汁怎便養育出些奴隷来？ 

                                                   
172 原文は「著者案：翻訳本属至難之業，翻訳詩歌尤属難中之難。本篇以中国調訳外国意， 譜選韻， 
    在在窒礙，萬不能尽如原意。刻画無塩，唐突西子。自知罪過不小。読者但看西文原本，方知其妙」 
    である。梁啓超「新中国未来記」。『飲冰室合集・専集』89、中華書局、1989 年、p45。 
173『日本国語大辞典』第 2 版、第 1 巻、小学館、2000 年、p811。 
174 伊地智善継編『中国語辞典』白水社、2002 年、p390。 
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と疑問文に訳されている。「怎便」は疑問詞「怎」と接続詞「便」からなる複合詞である。

「怎」は疑問を表し、「便」は「旧白話小説および現代文にかなり広く用いられ、口頭語

の「就」に相当する」175、「怎便」は現代中国語では「怎麼就」に訳す。日本語では「ど

うして」の意味をもち、かつ強烈な反問の意味が含まれる。梁啓超の訳文を日本語に訳す

れば以下のようなものになる。 

  祖宗神聖なる琴は、われわれの手にいたって、どうして堕落したのか。 

  良い乙女たちよ、彼女らの乳はどうして奴隷を養育したのか。 

梁訳には、国家、民族の堕落に対する焦り、憂い、憤りを表われているが、木村の訳は、

このようなニュアンスが読み取れない。 

梁啓超の第 3 節の訳文を見てみれば、「如夢憶桃源」の曲牌は形式として 7 句が要求さ

れるが、原文は 6 句のため、句の増加が要求される。梁啓超の訳文「如此好河山」と「難

道我為奴為隷，今生便完了？」の 2 句は付け加えられたものである。これを付け加えるこ

とによって、詩の感化力が大きく増大した。この 2 句は「筆峰常に感情を帯びる」という

梁啓超の心声である。つまり、まだ、沈酔している国民を昏睡の中から呼び起こす狙いで

ある。 

木村の訳では： 

我れ暫く此の所に立ちて思念すらく、 

グレシアは尚ほ再び自由の国たるを得べしと 

となっている。木村鷹太郎訳は、感情を抑えた陳述文になっている。梁啓超はこの詩の表

現力が不足していると感じ、詩を書き直した。彼が加えた 2 句は、「如此好河山、也応有

自由回照。難道我為奴為隷、今生便了？」である。日本語に訳せばこうなる。「このよう

な素晴らしき山河、再び自由を得るべし。まさか私は奴隷で、この一生を終われようか。」

梁啓超は対比と反問という木村訳に見られない修辞法を使い、語気を強めた。そしてこの

ような修辞法の使用によって、亡国の緊迫性と救国の躍動性を増大させる効果を期待した

のだろう。梁啓超は『新中国未来記』の中に、主人公である李去病の口を借りて、「この

詩は亡国の音に属するが、却って雄壮憤激で、人々が読んで、精神百倍。……句々すべて

中国人にたいして言ったようだ」176と訳詩の効果を語っている。 

人称問題に関しては、第 5 節、16 節は梁啓超が単数第一人称の「我」を複数人称の「我

われ」に変更した。原詩は著者バイロンのギリシャの栄光と堕落にたいする個人的な感想

にすぎない。木村鷹太郎は忠実に「我」と訳し、梁啓超の訳詩は、「我們」（われわれ）に

変え、個人的な感想から集団への感受に発展させ、民族の連帯感を反映する文字に替えた。 

また、 後の一句「奴隷的酒、不是我們応該飲的酒」（奴隷の酒はわれわれ飲むべき酒

ではない）を木村の訳「サモスの酒杯は之を床上に投げて砕かん」と比較すればわかるよ

うに、これは翻訳と言うより、翻案した創作と言ったほうが適切だろう。これは梁啓超の

心声を率直に反映した詩文である。この詩文での書き換えの効果は大きい。梁啓超の翻訳

について、原作を正しく理解するには、不十分なところが見られることは事実である。「翻

訳作業では、原文に対する訳者の充分な理解がその前提となる。だが、それはまだ翻訳の

第一歩にすぎないのであって、 終的に母国語の表現力が翻訳のよしあしを決定する」で

あろう177。 

なお、現代中国語学の泰斗である王力氏は梁啓超の下に中国語の指導を受けた。また、

                                                   
175『中日大辞典』増訂第 2 版、大修館書店、1999 年、p123。 
176 原文は「這首詩雖属亡国之音，却是雄壮憤激，叫人読来精神百倍。・・・句句都像是対中国人説一 
    般。」である。『飲冰室合集・専集』89、中華書局、1989 年、pp．43－44。 
177 楊暁文『豊子愷研究』東方書店、1998 年、p158。 
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近年行われた中国における「国学大師」（国学の大御所）は誰かという投票の結果は、梁

啓超は王国維に次ぎ二位だった178。梁啓超の中国語の造詣の深さは誰も疑わないであろう。

時代の背景は梁啓超の訳に影響したことは無視できないが、同様に梁啓超の重訳の工夫も

忘れてはられない。つまり、木村鷹太郎が訳したバイロン個人の一曲の悲歌は、梁啓超の

翻訳によって中国の民族崛起、同胞の闘志を鼓舞する檄文に生まれ変わったのである。 

 

4、結び 
 

 以上、本節は主に、梁啓超が木村鷹太郎の訳した「哀希臘」を参照したことを明らかに

し、梁の訳文の特徴を見てきた。 

 木村鷹太郎のバイロン紹介によって、この感傷的な抒情詩を日本語に訳した。その特徴

は原文を忠実に訳した直訳である。梁啓超は木村の作品の中での「哀希臘」に注目し、そ

の詩に含まれた奴隷性への脱却、国民の自立が国家の独立へとつながるという思想性の存

在を感じ取り、それを訳した。またこの訳詩を、彼の政治小説の中に取り入れ、大きな反

響をもたらした。魯迅、馬君武、蘇曼殊、胡適にも影響を与え、近代中国知識人に広く使

われる言葉にもなった。 

本稿では「梁啓超の訳は日本語訳からの重訳だ」という魯迅の判断からヒントを得て、

明治日本のバイロン作品の関係資料の中から、今日ではほとんど注目されない木村鷹太郎

の作品『文界之大魔王』の中に、「哀希臘」詩を探し出した。そして両訳を比較検討した

結果、梁啓超は木村鷹太郎の訳を参照したことが判明したのである。 

本稿によって、魯迅の推測について確実な論拠が得られたともいえよう。さらに、その

訳詩の存在によって、梁啓超の訳詩と比較することで、梁啓超が単に木村鷹太郎訳を参照

しただけではなく、詩を書き直したことも明らかとなった。 

中国国内の研究では、「梁啓超、蘇曼殊は、日本に留学する際、バイロンに接触する資

料が限られたため、相対的にバイロンについての把握が限られている」179、という見解が

一般的である。しかし、木村鷹太郎の『文界之大魔王』の中に「哀希臘」を発見したとい

う事実は、この観点に対する反論になりうる。梁啓超のバイロン文学に対する吸収は客観

的条件の制限を受けたものと言うよりは、すでに多く存在したバイロンの資料の中から主

観的な選択取捨を行ったという結論に達したのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
178 夏暁虹『閲読梁啓超』三聯書店、2006 年、p325。 
179 原文は「当梁啓超、蘇曼殊之時、只在留学日本時才接触拜倫的作品，対於拜倫的了解相対局限」で

ある。唐冰「近現代中国的拜倫形象変遷及其原因」『牡丹江師範学院学報』（哲学社会科学版）2003
年、p19。 
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第二節 梁啓超が訳した『弔希臘』と木村鷹太郎  
         

はじめに 
 
前節では梁啓超が訳したバイロンの「ギリシャの島々」について、彼が参照した訳詩を確

定し、その芸術特色を分析した。梁啓超が「ギリシャに島々」を訳した同時に、バイロンの

The  Giaour も抄訳していた。 

The  Giaour はバイロンの 初の物語詩である。この詩は「トルコの太守 Hassan の女奴隷

Leila が、異教徒であるVenice 人と恋に陥った廉で、袋に入れられて深夜の海に捨てられるが、

この物語は、その残酷な場面を目撃した一人の漁夫によって語られる」180という主な内容だ

った。 

 この詩の中に古代ギリシャの栄光と現在の没落を描く箇所があり、ギリシャ民衆をトルコ

の奴役から立ち上がらせる意味合いが読み取れる。これは梁啓超がこの部分を訳した原因と

考えられる。 

梁啓超の翻訳は、中国におけるバイロン熱を引き起こした。魯迅は「当時、Byron が、割合

中国人に知られていたのには、実はもう一つ別なわけがあった。彼がギリシアの独立を助け

たからなのである。時まさに清朝末年、一部中国の青年の心には、革命の思潮が満ちあふれ、

およそ復讐と反抗を叫ぶものには、何でもたちどころに共鳴したのである。181」と、当時の

状況を述べていた。 

梁啓超の紹介によって、The  Giaour は人々の注目を浴びた。当時の著名な社会活動家で、

『 海花』の前 6 回の作者として知られる金松岑（1873～1947）が梁のこの訳詩を歌に改編

し、数字譜が付され、『弔希臘』というタイトルで、『中国唱歌集』に収録され、小中学生の

唱歌にもなった182。1916 年、劉半農（1891～1934）がこの詩を訳す際、『弔希臘』というタイ

トルを援用したのである。そして、1925 年、王独清（1898～1940）もこの詩を訳し、中国で

は The Giaour の訳名は『弔希臘』で定着した。 

『弔希臘』の知名度が高いゆえ、それに言及する論文、著書は少なくない。ただし、それ

を主題として取り扱う論文はまだないのは事実である。多くの論文はそれに言及したことに

止まっている。さらなる掘り下げは見られなかった。したがって、梁啓超の The  Giaour の訳

が、日本及び日本文学のいかなる影響を受けていたかについて、考察の必要があると言える

だろう。 

倪正芳氏は『拜倫与中国』において、「梁啓超が『新中国未来記』の中に訳した『異教徒』

の一段及び『哀希臘』の 2 節では、英文の原文が付されていたが、その具体的な出所は尚不

明である183」と述べ、梁啓超が『弔希臘』の翻訳に当たって、どの版本を参照したかという

点が、この研究において、未解決の問題であることを提示していた。 

筆者はすでに前節で考察したように、梁啓超が訳した The  Giaour は木村鷹太郎の『文界之

大魔王』を参照したものである。本節では、梁啓超が訳した The  Giaour の断片と木村鷹太郎

の翻訳と比較しながら、梁啓超の訳の独自性を論じて行きたい。 

 

１、 The Giaour について 

                                                   
180 上杉文世『バイロン研究』研究社出版、1978 年、p305。 
181 『魯迅全集』第 1 巻、学習研究社、1989 年、pp．287－288。 
182 郭長海「試論中国近代的訳詩」『社会科学戦線』1996 年第 6 期、p179。 
183 原文は「梁啓超『新中国未来記』中所訳『異教徒』片断和両節『哀希臘』就附了英文原文，只是具 
     体出処尚不得而知」である。倪正芳『拜倫与中国』青海人民出版社、2008 年、p27。 
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The  Giaour は 1334 行に及ぶ長編物語詩である。木村鷹太郎（1870 1931）が訳した部分

は第 90 行から第 91 行、第 103 行から第 115 行である。その間の第 92 行から第 102 行は省略

された。梁啓超の訳も同じく第 90 行から第 91 行、第 103 行から第 115 行までで、省略した

部分も同じく第 92 行から第 102 行までである。その訳されてない内容は如何なるものかを見

る必要がある。 

 

かうも冷たく匂はしく、かうも怖ろしく麗しい。（92） 

私達が吃驚するのは、其處には魂がないからだ。（93） 

別れの息と一緒に別れきっては終はない（94） 

死んだ女の美しさなのだ。（95） 

怖ろしい程の艶ひを持った美しさ、（96） 

墓場まで附きまとふあの美しさ、（97） 

表情の 後の褪せて行く光りなのだ。（98） 

腐朽を周って去りやらぬ暈の金色、（99） 

過去の感情の告別の輝きなのだ。（100） 

輝いてもその光りが育んだ大地に（101） 

もう熱は與えない天来の火群の火花なのだ。（102）（小日向定次郎訳、『バイロン詩集』第

2 巻、三笠書房、1950 年、p200） 

 

省略の部分は実は、ギリシャについての語りである。訳出すれば、ギリシャの現状について

の把握がより詳細になるだろう。しかし、訳さなくても、前後の文脈からその状況は推測す

ることができる。この判断は完全に木村に委ねる。 

梁啓超の訳詩と木村の訳詩を比較するため、次に掲げておこう。 

木村訳 

此くの如きは此海岸の景色なり、（90） 

これグレシアなり。されども活けるグレシアは今は亡し。（91） 

・・・・・・ 

忘られざる勇壮なるものの天地よ（103） 

其地は原野より岩窟に至るまで、皆盡く自由の住したる所、（104） 

又光栄の墓なりき。（105） 

又偉大なるものの祭壇よ。（106） 

此くの如き（奴隷の情態）は凡て汝の遺物なるや、（107） 

憶病にして土地に匍匐せる汝等奴隷よ、近よれ、（108） 

此處は昔のテルビライには非ざるか、答へよ。（109） 

嗚呼汝等自由の後裔なる奴隷よ、（110） 

汝等の周囲に波打つ青き水--―（111） 

此海如何なる所ぞ、此岸如何なる處ぞー―（112） 

これサラミスの灣、サラミスの岩。（113） 

是等の景色是等の話し、汝等之を知らざるに非ざらん。（114） 

起て、起ちて再び是等を汝等のものとせよ。（115） 

 

梁啓超訳 

葱葱猗！郁郁猗！海岸之景物猗！（90） 

嗚嗚！此希臘之山河猗！嗚嗚！如錦如荼之希臘，今在何猗？（91） 
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・・・・・・ 

嗚嗚！此何地猗？（103） 

下自原野，上岩巒猗。（104） 

皆古代自由空氣所漫猗！皆栄誉之墓門猗！（105） 

皆偉大人物の祭壇猗！（106） 

噫！汝祖宗之光栄，競僅留此区区在人間猗！（107） 

嗟嗟！弱質怯病之奴隷猗！嗟嗟！匍匐地下之奴隷猗！嗟来前猗！（108） 

斯何地猗！寧非昔日之徳摩比利猗！（109） 

嗟嗟！卿等自由苗裔之奴隷猗！（111） 

不断青山，環卿之旁。（110） 

周遭其如睡猗！無情夜潮，與卿為縁，寂寞其盈耳猗！ 

此山何山猗！此海何海猗？此岸何岸猗？（112） 

此莎拉米士之岩猗！（113） 

此佳景猗！此美談猗！卿等素其諳猗！（114） 

咄咄其興猗！咄咄其興猗！光復卿等之旧物，還諸卿卿猗！（115） 

 

 梁啓超の訳は木村鷹太郎の訳を大きく改変し、自分の特徴を持たせようとしたことも両

者の比較によって明らかになるのである。以下は梁啓超の訳が改変した部分に光を当てて、

その独自性を中心に、梁啓超の訳の特徴を見てみたい。 

  

2、 梁啓超翻訳の特徴 
 

 梁啓超の訳詩の特徴を検討する前に、彼の日本語の漢訳の実力は如何なるものであった

か、読者は疑問を抱くかもしれない。以下紹介する逸話はその不安を払拭することができ

ると思う。東海散士柴士朗は彼が著した政治小説『佳人之奇遇』を武田範之に漢訳するよ

う依頼した。武田は幼い頃から漢学を学び、漢学の造詣も深く、柴四朗の『佳人之奇遇』

を潤色しただけでなく、自らも漢文小説『東洋佳人』を著した184。しかし、「亡命客梁啓

超が『清議報』紙上で一足先に漢訳を公にしたのを見ると、実に立派な、原文以上ともい

うべき名文になっているので、武田の訳の方は中止したものである。185」と、漢学力も相

当ある武田氏を中止せしめたほどの名訳である186。梁啓超が訳したバイロンの詩も例外で

はなく、好評を受けていた。魯迅（1881 1936）は「雑憶」という文章の中で、梁啓超が

訳したバイロンの詩も一時大いに流行ったと特筆していた。一つは彼が初めて中国人にバ

イロンを紹介し、もう一つは彼の訳文はとりわけ優れていたという187。以下は梁啓超が訳

した The Giaour について、その特徴を具体的な例を挙げながら検討して行く。 

 

3.1 修辞の工夫 

90 行の冒頭には、「葱葱」と「郁郁」の二つの形容詞が付け加えられた。現代中国語で

は「郁郁葱葱」という文語があり、主に「草木の茂っているさま188」を意味する。ここで

                                                   
184 井田進也「東海散士『東洋之佳人』の漢文異本――保寧山顕聖寺蔵『東洋佳人』（武田範之筆）の紹 
    介と翻刻」『大妻比較文化：大妻女子大学比較文化学部紀要 4』2003 年、p116－130。 
185 柳田泉『政治小説研究』上巻、春秋社、1935 年、p482。 
186『清議報』載『佳人奇遇』と原作の比較研究は、許勢常安氏はすでに一連の論考を発表し、梁啓超の 
    翻訳は名訳であることを証明したのである。 
187 『魯迅全集』第 1 巻、学習研究社、1989 年、p287。 
188 『中日大辞典』増訂第 3 版、大修館書店、1987 年、p2301。 



83 
 

はギリシャの海岸での生命力が溢れる様子が描かれている。しかし木村の翻訳は「此くの

如きは此海岸の景色なり」となっている。これを読むかぎりでは、海岸の景色を思い浮か

べない。海岸の風景はいったいどうなっているのかは前文を読まない限り知るすべはない。

前文は「死によって示された 初の、そして 後の顔付きは、斯くも清らに、斯くも静に、

斯くも軽く封印を押される。」（小日向定次郎訳『バイロン詩集』第 2 巻、三笠書房、1950

年、p200）ここではバイロンが人間死亡時に現れる様子を用いてギリシャの風貌を例える。

明らかに詩人悲観的な心象を表している。この種の悲観的な心象はバイロンの初期創作段

階の作品の基調をなしている。 

91 行では、木村の訳は「これグレシアなり。されども活けるグレシアは今は亡し」と

なっている。明かにこの語気は悲観的、頼りなし。しかし、梁はこの句の前文の叙述は悲

観的であることを知らずに訳出した。梁啓超の訳では、「活ける」を「如錦如荼」（錦の如

し、荼の如し）と訳している。「活ける」は生命の特徴を有することが示されているが、

「如錦如荼」は前途に希望が満ちた様子である。つまり、「活ける」という直訳以上に、

ギリシャに生気を付与したと言える。また、「活けるグレシア」を中国語の白話と訳すれ

ば「活着的希臘」となり、これは「如錦如荼之希臘」と比べ、読者に与えたインパクトは、

どちらが優れていたのかは容易に判断できる。 

 107 行の木村の訳では「此くの如き（奴隷の情態）は凡て汝の遺物なるや」（that this is all 

remains of thee ?）となっている。末尾は感嘆詞「や」を使用した。この「や」は「驚いた

り困惑したりした時に思わず発することば189」である。 

梁訳では木村訳の「此く」、「that」という指示詞をはっきりと「汝祖宗之光栄」を表し

た。詩の前後関係から見ると、ここでの「that」は、木村が訳した「此くの如き」のこと

である。ただし、これだけでは不十分と思われるか、木村は「奴隷の情態」と括弧付けで

解釈した。 

つまり、トルコに奴隷化されたギリシャの現状を語っている。この句は依然として自暴

自棄な語気で残酷な現実を嘆息する。しかし、梁の訳では「汝祖宗之光栄」となり、そう

すれば、この一行の詩の中で、強烈な対比ができたわけである。また、梁は、木村訳には

ない修辞を行った。たとえば、「競」、「僅」、「区区」などである。原文においては、主人

公の語りの相手は第二人称の「thee」である。「thee」は古典英語で、木村が古風の「汝」

を用いて訳したことは彼が正しい英語の知識を有していることを示していた。「汝」の意

味は梁がもちろん知悉しているが、ここで彼は、これを「人間」と訳した。中国語の「人

間」は日本語の個人としての人間の意味ではなく、広く人が住む場所を意味する。つまり、

梁の訳では「汝」を「人間」と置き換えることによって、主人公の語り手は個人に向かっ

てではなく、すべてのギリシャ人、ギリシャ社会に対して発言していたのだ。 

108 行では、木村の訳は「憶病にして土地に匍匐せる汝等奴隷よ、近よれ」（Approach,thou 

craven crouching slave）になっている。極めて簡潔な訳文であって、意味も正確に伝わっ

ている。しかし、梁の訳は極めて煩雑であるとの印象を読者に与えるのではないか。 

高名な『少年中国説』を想起すればわかるように、表現における修辞において、ほとん

ど同じ意味の修辞の連用は、梁の文章における一つの特徴である。ここでは、奴隷の様子

に対する修辞では、一つのセンテンスの中に納めるにも関わらず、梁は意図的に「弱質怯

病之奴隷猗！」「匍匐地下之奴隷猗！」の二つに分けた。これは形容詞の同意重複もしく

は恣意的な追加にも見える。「craven」を「怯病」（臆病のこと）「crouching」を「匍匐」

に訳すれば、それで意思の伝達は十分できたと思うが、梁は「怯病」の前に「弱質」を加

                                                   
189 『日本国語大辞典』第 2 版、第 13 巻、小学館、2000 年～2002 年、p22。 
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え、「匍匐」の場所を「地下」と設定した。よく考えると「怯病」は必ずしも弱い体質の

人間を持つ性格に限らないが、「匍匐」は地下（中国語の地下は地表を指す場合もあり、

ここでは地表を指す）ではないとすればどこで「匍匐」するだろうか。と、強調するあま

り、蛇足の感も否めない。 

 114 行は木村の訳では「是等の景色是等の話し、汝等之を知らざるに非ざらん。」（These 

scenes―their story not unknown）となっている。梁の訳ではさらなる工夫が見られる。た

とえば、「景色」（scenes）を「佳景」に、「話し」（story）を「美談」と訳した。このふう

に訳すには、2 字漢語の対偶という表現手法を用いたわけである。幼いごろから漢詩の知

識に訓練されてきた梁にとってはこのような自家薬籠中のものである。対偶による中国語

の表現の音韻美という効果があり、朗読に適し、覚えにも易い。これは伝統中国文学のレ

トリックが彼の訳詩中の表現であり、彼の訳詩が広く知られた原因の一つでもある。梁の

独自な工夫と比べ、木村はバイロンの原詩に忠実しであり、レトリック面では意を介さな

いようである190。日本語にも「佳景」「美談」があるが、木村は使用しなかった。実際に、

木村が訳したバイロンの作品は決して少なくない。しかし、社会に与えた影響は彼が期待

するほどではなかった。レトリック面でそれほど重視しなかったのも木村の訳詩が重要視

されない原因の一つである。当時の評論家大町桂月は木村を「詩才なき小バイロン」と酷

評したが、無理なことではない191。これにとどまらず、修辞による追加された効果がある

と考えられる。そうでないと、画蛇添足となるにすぎない。梁の詩によれば、記憶の中の

故郷は美しく、その美しい故郷にまつわる話しは自然に美談となる。思わず、現在の状況

と対比したのである。「not unknown」は「知らざるに非ざらん」と訳したのは正しい。「知

らざるに非ざらん」を言い換えれば、知っているのことである。バイロンが用いた表現手

法は二重否定で、強く肯定になる。ただ、この肯定した内容についてはあくまで知る

（known）の程度である。梁はそう考えておらず、文脈の前後関係から見れば、美景、美

談を知るだけと片付ければ、少し無関心にも見られる。梁は「諳」という字を使った。「諳」

は熟知という意味である。たとえば、白居易の名詩「憶江南」（江南の憶ひ）では、「江南

好、風景旧曾諳」（江南の好
よ

き、風景旧
もと

曾て諳
そら

んず）192という名句がある。文脈から見れ

ば、われわれの美しい故郷、それにまつわる話しは知っているだけでは、どうしても故郷

に対する愛情を表せない。そして、「熟知」はその故郷に対する感情を十分に表現するこ

とができたと言えよう。 

 

3.2 擬声詞の多用 

梁訳の 91 句では、擬声詞「嗚嗚！」「嗚嗚！」を連用している。日本語では単独に嗚（お）

という字が存在し、「ため息。なげく声193」の意味である。また、感嘆詞として嗚呼とい

う言葉がある。とにかく、すこぶる感情的な言葉である。このような言葉の使用は、詩は

沈痛な雰囲気に包まれ、全体のイメージが暗い。 

また、擬声詞「嗟」は二回連用の形で使われ、合計三回使用された。感嘆詞の「猗」も

                                                   
190 バイロンの詩作には長編大作が多いが、ただし推敲に欠ける箇所がしばしば見られる。バイロン The  

Giaour を中国語に訳したこの長編叙事詩を以下のように評している。「『異教徒』這一長篇叙事詩整個

故事進展不連貫， 雑着過多抒発感情与某種哲理相結合的詩句，開頭部分帰還帯上詩人対希臘哀其不

幸，怒其不争（魯迅語）的一大段与故事関連不大的深情詠唱，因而給人結構松散的感覚。」『東方故

事詩』湖南人民出版社、1988 年、p2。 
191 大町桂月『社会訓』文禄社、1903 年、p74。 
192 訳文は村上哲見『宋詞研究・唐五代北宋篇』（創文社、1976 年）91 頁から引いたものである。 
193 前掲『日本国語大辞典』第 2 巻、p795。 
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三回を使用した。 

後、木村訳では「起て、起ちて再び是等を汝等のものとせよ。」（Arise,and make again 

your own）と訳されている。梁はこの汝等のものにする前に「咄咄其興猗！咄咄其興猗！」

と繰り返した。「咄咄」は日本語としても「怒ったり驚いたりするさま194」の意味で使わ

れている。人を促すという意味では「起きて」と似ているが、ただ感情は非常に激しく、

日本語では事の意外さに驚き怪しむときに発する語として、中国語と同じニュアンスで使

われている。たとえば中国語古典からの四字熟語「咄咄怪事」は「驚くほどあやしいでき

ごと。また、非常に不都合でよくないこと195」を表す言葉であって、事の状態が危険の状

態、もしくは緊迫している状態以外には、使う道はほとんどない。しかし、「起きて」は

よく耳にするごく普通の言葉である。何が原因で両者の言葉だてにこれほど明らかな区別

をもたらしたのか。木村はもっぱらこの詩を忠実に訳出し、梁啓超のような個人の感情を

入れなかった。これは当時日本が帝国主義への邁進と中国が封建王朝の日々衰退する背景

下で、両国文人の異なる心象の反映ではなかろうか。 

 梁訳の特徴は、全篇にわたって、「猗」という感嘆詞が使われていることである。「猗」

は「感嘆の意を表す助詞、多くは文末につく。「兮」、「倚」に通じて用いられる、口頭語

の「 」と同じく用いられる。196」しかし、「猗」より「兮」のほうがなじみやすいと思

われる。たとえば、屈原の「離騒」、項羽の「垓下歌」において多用されていて、いずれ

感情が豊かな詩であって、読者に深く印象を残した。 

これほど感嘆詞を多用する詩は感慨千万の詩と言っていいだろう。対照的に、木村の訳

では「よ」などの感嘆詞は、いくつか散見されるに止まる。梁の訳では、ほぼすべてのセ

ンテンスの末尾には、感情的な「猗」が使われていた。彼は「筆鋒常帯情感」（筆鋒常に

感情を帯びる）（『清代学術概論』）と自認しており、この訳詩は彼の文風を証明した好例

である。梁のこの訳詩は魯迅を含め多くの知識人に感動を与えたのは、彼の訳詩における

工夫があったことが明らかになった。 

 

3.3 省略の補充 

 原文の90行（Such is the aspect of this shore）と91行(‘s is ,but living Greece no more!)では、

中に「's is」という省略文があり、後ろの陳述対象が省略されている。余韻を遺し或いは

重複を避けるため、このような省略は、詩の中に必要と考えられる。しかるに、抄訳とし

て、読者が前文を理解するため、省略された部分を訳出すれば、読者にとって疑いなく有

益である。木村の訳では、「これグレシアなり」と陳述対象をはっきりとギリシャを表明

した。文脈からみても、木村の訳は正しい。梁啓超はこれに省略した内容を「ギリシャ」

と明示したにとどまらず、さらに、山河を付け加えた。一見、陳述対象の範囲を縮小にし

たように見えるが、しかし、「山河」という単語は中国の詩歌の中及び典故の中に、常に

「国土」の代名詞として使われてきた。梁は、単純にその単語の語彙としての意味に注意

を払うだけでなく、その文化的な意味も考慮したと思われる。杜甫の名句「国破山河在、

城春草木深」（国破れて山河在り、城春にして草木深し197）を例にとると、吉川幸次郎氏

の研究によれば、「『山河』の語は、もとより人事国家の興亡変化に超然として存在する自

然をいうが、ことに軍事的要害としてのそれであることが、しばしばである。」198という。 

                                                   
194 前掲『日本国語大辞典』第 9 巻、p1265。 
195 前掲『日本国語大辞典』第 9 巻、p1265。 
196 前掲『中日大辞典』p2219。 
197 訳文は吉川幸次郎『杜甫』（筑摩書房、1967～1972）p80 から引いたものである。 
198 前掲吉川幸次郎『杜甫』pp．80－81。 
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梁啓超本人も常に山河を用いて「国土」を替える。甲午中国の敗戦、清政府は遼東半島、

澎湖列島、台湾などを日本に割譲した。梁啓超は「満腔都是血涙、無処着悲歌。三百年来

王気、満目山河依旧。」（満腔 皆血涙なり、悲歌するところなし。三百年来の王気、満目

山河は相変わらず。）199を書き遺した。 

また、梁啓超の 1903 年に作詞した「黄帝」という歌の中でも、「山河錦繍爛其明、処処

皆遺念」（山河錦繍 其の明を爛かし、処処 皆な念を遺す。）200という詩句の中で、国土

の代名詞として「山河」が使われていた。つまり、山河は単なる山と河の名詞ではなく、

その背後には文化的な要素が含まれていた。戦乱を繰り返した中国史では、異民族による

国土の割拠占領は免れない。詩人たちの修辞表現では、国土ではなく、「山河」を用いた

ことが多い。梁はここで、あえて重々しい「山河」を用いたのは、読書人の記憶を読み返

せる狙いがあったものと思われる。 

 

3.4 改訳 

第 91 行は、木村の訳では「されども活けるグレシアは今は亡し。」（but living Greece,no 

more!）となっている。梁の訳は「如錦如荼之希臘、今在何猗？」である。木村の訳は陳

述文になっているに対し、梁の訳は疑問文となっている。この改変によって、語気、語調

に変化をもたらした。陳述文は感情的に走らず、平穏さを印象づける。木村の訳「されど

も活けるグレシアは今は亡し」を読むと、単純にその事実を述べることと感じ、ひいてそ

の既成な事実を平然と受け入れる印象をも読者に与える恐れは否定できない。しかし、疑

問の場合では、その既成事実に疑問を持たせ、さらに、どのような原因でこのような状態

となったのかにも、読者に考えさせる効果がある。梁が 初に発した疑問は 後「光復卿

等之旧物、還諸卿卿猗！」前後呼応し、きちんと解答を用意していた。 

112 句では、木村訳では二つの問いが発される。「此海如何なる所ぞ、此岸如何なる處

ぞ」梁訳では「此山何山猗？此海何海猗？此岸何岸猗？」三つの問いを発した。山に関す

る質問は前文梁の追加に対応するものだと容易に理解できる。しかし、その答えは、木村

はきちんと二つの答えを用意した「これサラミスの灣、サラミスの岩」に対して、梁は「此

莎拉米士之岩猗！」とただ一つの答えをした。その上答えは問いに非ず、わかりづらい。

一つ考えられるのはここでバイロンがサラミスを強調しているのは、実は歴史上サラミス

海戦というギリシャがペルシャを大敗させた名誉のある歴史があるからである。これだけ

でなく、「是（サラミス海戦におけるギリシャの勝利を指す）で以て、ギリシャ人が全く

海を制することになって、其結果是までは防禦的であったのが、是からは攻勢を取って来

た。之と同時に国勢に伴い、ギリシャの文明が大いに発展して、今のヨーロッパの文明の

基礎を作るに至ったのである。」201。すなわち、サラミスにおけるギリシャの勝利は軍事

上だけでなく、ギリシャ文明の歴史を導いた極めて重要な戦役であり、ゆえに、サラミス

はギリシャにとって軍事と文化二重の誇りを持つ記号でもある。しかし、梁はこれを知ら

ず、バイロンが強調する原因はどこにあるのかも理解でき、サラミスを粗末に扱ったと思

われる。 

111 行では、おそらく梁啓超はこの詩を中国の読者によく理解してもらうため、木村訳

に手を加えたと考えられる。木村訳では「汝等の周囲に波打つ青き水」となっている。ギ

リシャは海に包まれており、その自然環境が忠実に表されている。しかし、中国の場合で

はそう行かない。海は沿海に住む人だけ理解できず、多くの中国人は海を見たこともなく、

                                                   
199 「水調歌頭」『梁啓超詩詞全注』広東高等教育出版社、1998 年、p473。 
200 「黄帝歌四章」『梁啓超詩詞選』p129。 
201 箕作元八「サラミスの海戦に就て」『史学雑誌』第 19 編 12 号、1908 年、p29。 
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具体的なイメージが浮かばない。外国の風土を理解する手段としては、身近な中国の物に

置き換える手法が用いられる。それにより、その詩を読んで、できるだけ、清末の中国の

状況を連想させる狙いも見受けられる。梁啓超は政治小説『新中国未来記』の中で、バイ

ロンの詩を掲載し、紹介したあと、小説の一主人公である李去病の口を借りて「この詩は

亡国の音に属するが、却って雄壮憤激で、人を読んで、精神百倍。・・・句々すべて中国

人にたいして言ったようだ」202と述べている。そのため、「不断青山、環卿之旁」（連綿な

る青山、汝等を囲い込む）海を青山に変えた。なお、青山は中国漢詩の世界、俗語の世界

では、しばしば生命力の象徴として取り上げられるのである。そして、これらの工夫は、

中国読者にとって、理解しやすく、受け入れも容易になるためとみてよい。 

  

3.5 訳文の増加 

 訳詩のクライマックスを迎える前に、梁の訳には「周遭其如睡猗！無情夜潮、與卿為縁、

寂寞其盈耳猗！」という詩文があった。英原文であれ、木村訳であれ、どこにも見当たら

ない文句である。その意味は「その周りは寝込んでいる如し、この無情なる夜の潮よ！汝

を付き纏う。嗚呼！寂寞は充満する」であり、当時ギリシャの暗黒の状況を表すものであ

る。しかし、本文には、これらの文句はまったく見られないため、この追加は如何に理解

すべきだろうか。筆者は、その理由を当時彼の境遇に関わると考えている。まず、この詩

を訳したのは 1902 年ごろのことである。周知のように、彼は 1898 年 9 月戊戌変法の失敗

で、日本に亡命した。「その周りは寝込んでいる如し」はまさしく先覚者としての寂寞の

活写である。彼は日本へ亡命する船の中で、『自励二首』には「献身甘作万矢的、著述求

為百世師」（身を献じ 万矢の的を甘んじて作る 著述は百代の師に為ることを求める）203

を吟じ、当時社会では、彼らへの不理解な様子を述べ、自分は長い目で啓蒙活動を見る決

心を表明した。また、1899 年 12 月 31 日の夜中、梁啓超は船でアメリカに向かっていた

が、ちょうど 19 世紀と 20 世紀の交替という特殊な時期に感銘し、『20 世紀太平洋歌』と

いう長詩を創作した。そこに、「天黒水黒長夜長、満船沈睡我彷徨」（天黒く 水黒く 長

夜が長い、船全員が沈睡し 我が彷徨く）204という一句がある。この景色、心情はバイロ

ンの The  Giaour に似通っている。したがって、ギリシャと同じく海に囲まれる亡命先日

本で、祖国を思いながら、追加した一文は、彼の心境を告白として書き残したものと考え

てよいと思われる。 

  

4、結び 
 

 以上、本論は主に、梁啓超が訳した The Giaour の詩を木村鷹太郎の訳と比較し、梁の

訳詩の特徴を見てきた。 

 夏暁虹氏は「日本明治期の“新体詩”は、梁啓超を提唱した「詩界革命」に対してヒント

を与えたことは事実である。しかし、梁の日本語能力は限られていたため、彼が主に読ん

だのは日本の漢詩である。筆者が入手した梁啓超と明治新詩に関する資料が極めて少ない

ため、詩界革命と明治文壇をテーマにする研究はできない。筆者が注目したのは直接的な

影響である。故に、平行比較を放棄したわけである。205」と述べ、梁啓超の詩（作詩と訳

                                                   
202 原文は「這首詩雖属亡国之音、却是雄壮憤激、叫人読来精神百倍。・・・句句都像是対中国人説一般。」

である。『飲冰室専集』89、pp．45－46。 
203 「自励二首」『梁啓超詩詞全注』p91。 
204 「20 世紀太平洋歌」『梁啓超詩詞全注』p44。 
205 原文は「日本明治期的“新体詩” ，対梁啓超提出「詩界革命」論固然有啓発、但限于梁啓超日文水

平，他接触較多的還是日本的漢詩。我所掌握的有関梁啓超与明治詩歌的材料很少，使我無法作専章研
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詩を含め）と明治日本詩壇の関連を消極的に評価し、その相互関係が薄いと明言していた。

しかし、筆者は、梁啓超が木村鷹太郎のバイロン紹介によってこの詩を訳した事実は、夏

氏の推論への反論になりうると考える。つまり、梁は直接明治の新体詩および翻訳詩から

栄養を吸い、自分の文学、政治理念に用いたのである。 

木村鷹太郎の訳詩の特徴は原文を忠実に訳した直訳である。日本では現在ほとんどの

人々の関心を引かない。そして、梁啓超は木村の作品の中に The Giaour を発見し、この

詩に含まれた奴役からの脱却、国民の自立が国家の独立へとつながるという思想性の存在

を感じ取り、それを訳した。またこの訳詩を、彼の政治小説の中に取り入れ、大きな反響

をもたらした。 

梁啓超の翻訳について、原作を正しく理解するには、不十分なところが見られることは

事実である。本論において検討したように、詩の全体の雰囲気、修辞の改変、省略の補足

など、中国人読者のため、改訳した箇所が数多く存在していた。しかし、詩人である梁啓

超は、彼がもつ豊かな感情を駆使し、詩の再構成を行った。今日の視点では、翻訳には原

著者の意思を正しく伝達することが第一義とすれば、明らかに欠点のある翻訳といわざる

をえないが、1902 年は、中国近代史上、 も屈辱なる『辛丑条約』が押し付けられた年

である。正しく原詩を訳すことは第二になり、救国を第一とした文芸理念を抱き、彼は、

その母国語の表現力を十分に生かし、人々を感動させる詩に訳し直したのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
究。我注重的是直接影響，所以也放棄了平行比較。」である。夏暁虹『伝世与覚世――梁啓超的文学

道路』中華書局、2006 年、p288。 
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第三節 梁啓超のバイロン観と木村鷹太郎 

 
 はじめに 

 

 前節では、梁啓超が訳したバイロンの詩歌と木村鷹太郎の訳作を翻訳の視点で両者の異

同を検討してきた。残された課題としては、二人のバイロン受容はいかなるものかとのこ

とである。 

梁啓超は木村鷹太郎の著作を参照し、翻訳を行ったことについてすでに前の節にて証明

した。だが、明治 30 年代まででは、米田実、北村透谷、大和田建樹など多数の明治文人

がバイロンについての紹介、著書を行ってきた。なぜ梁啓超は数多くのバイロン受容の中

から、木村鷹太郎のバイロン作品を選んだのか。梁啓超は木村のバイロン観のどの部分を

受け入れ、もしくはそれを発展し、深化させたのかについてまだ検討をなさっていない。

そのため、本節では二人のバイロン観を比較しながら、梁啓超のバイロン観に見られる特

徴を明らかにしたい。 
  
   

１、木村鷹太郎とそのバイロン観 
 

日本におけるバイロン受容は中国よりおよそ三十年早い。佐渡谷重信氏によれば、「近

代日本にGeorge Gordon Byron の名がはじめて伝えられたのは、Samuel Smiles, Character(一

八七一)を翻訳した中村正直の『西洋品行論』（明治 11 年～13 年、和綴全 12 冊）において

である206)。この書物はバイロンのみならず、シェイクスピア、ゲーテなどの高名な欧米

の文人の紹介もあった。きわめて簡略な紹介だが、『西洋品行論』は『西国立志編』と並

んで、当時のベストセラーを記録し、広く日本社会に認知された。    

1879（明治 12）年、イギリスのケンブリッジ大学に留学していた末松謙澄(1855～1920)

は日本で初めてバイロンの詩 Lines Inscribed upon a Cup Formed from a Skull を漢詩の形で

「髑髏杯歌」に訳した207)。末松は明治 19 年に帰朝したものの、外山正一、井上哲次郎ら

による「新体詩」運動に影響されたであろうか、末松の漢詩はついに発表されなかった。 

1889 年、ドイツに留学して帰ってきた森鴎外は友人落合直文らと一緒に西洋近代詩集

『於母影』を出版した208)。詩集の中には、バイロンの『マンフレド』の序文と『チャイ

ルド・ハロルドの遍歴』の「去国行」が訳された。 

1890 年、民友社から『十二人書信シリーズ』が出され、その中にバイロンが含まれて

いた。1900 年、米田実は『バイロン伝』を上梓した。また、北村透谷はバイロンの作品

の影響を受け、『楚囚の歌』（1889）、『蓬莱曲』（1891）の創作を行った。          

 上述した日本文壇におけるバイロンの受容は、梁啓超がバイロンの訳詩を発表する

1902 年 12 月前の状況を鑑み、きわめて豊かになっていたと言えよう。明治 30 年代に日

本のバイロン受容は以下のような特徴を有していた。                       

                                                   
206

 佐渡谷重信「ジョージ・G．バイロンと明治期の翻訳」『西南学院大学英語英文学論集』28（3）、1988
年、p19。 

207
 衣笠梅二郎「明治初年バイロン詩の漢訳――末松謙澄訳『髑髏杯歌』」『比較文学』第 1 号、1958 年。 

208
『於母影』は 初、『国民之友』の主筆徳富蘇峰の依頼に応じて森鴎外が、（明治 22 年 8 月発行）『国

民之友』第 58 号の夏期附録「藻塩草」の一部として発表したものである。『現代訳詩集』筑摩書房、

1957 年、p419。 



90 
 

                                         

20 年代になると、『学之友』四号が「英国詩人ロード・バイロン略伝」を別天楼主人

の名で掲載してバイロンの伝記的魅力を力説したのを皮切りに、バイロンは一躍、文

学青年たちの人気者になる。以後、バイロンはその作品より人間性というか、誇張さ

れた悪魔的人間としての側面が強調されるようになる209)。           

                                        

薬師川氏の指摘のとおり、バイロンの作品より、その人間性が強調されるようになって

いたことがわかる。魯迅は 1908 年に書いた『魔羅詩力説』、木村鷹太郎『文界之大魔王』

など、論文、著書の題名からバイロンの魔性に注目していたことが読み取れる。梁啓超の

バイロン像は如何なるものか。筆者は梁啓超のバイロン受容は、ある強い目的に集中され

たようにみえる。彼が注目したのは、ギリシャ独立に奔走した英雄としてのバイロン像で

あるのだが、上に挙げられた明治 30 年代までの日本の豊饒なバイロン研究はさまざまな

バイロン観が現れている。米田実の『バイロン伝』はそうしたバイロンの記述に傾いてい

た。ならば、『バイロン伝』は梁にとって絶好の材源であったはずである。              

しかし、梁啓超が選んだのは米田実の『バイロン伝』ではなく、バイロンの文学と思想 

を中心に語った木村鷹太郎の『文界之大魔王』である。『文界之大魔王』の前言によれば、

木村の著書は専らトマス・ムア（Thomas Moore、1779～1852）の『バイロン卿の傳及び

書翰』（The Life of Lord Byron with His Letters and Journals）なる書を材料にしていた210)。ム

ア自身は詩人であって、バイロンのケンブリッジ大学在学中からの親友でもあり、初めて

バイロンの伝記を書いた人物として知られる。ムアの著作はバイロンの生涯を忠実に描い

たと評価され、バイロンの全体像は木村の翻訳で日本に伝えられた。 

『文界之大魔王』という 373 頁、4 篇 17 章から成る大著は当時、バイロン関連の資料

にあって も詳細で、明治期のバイロン紹介、研究の 高峰とも言われている211)。    

木村は実に全文の半分以上にわたって、第 3 篇「バイロンの思想、文学、哲学」（123

～298）を論じた。それが彼のバイロン像の核心であったといえる。一方、梁が注目した

「英雄バイロン」（第 4 編、299～346）は、全文のわずか 13％の分量で、そのうえ梁は思

想家、芸術家としてのバイロンについてまったく言及していない。このことから彼が英雄

としてのバイロン像しか見ていなかったことがわかる。とはいえ、梁啓超が木村の『文界

之大魔王』から「哀希臘」を抄訳したことは事実であるから、この本の他の部分について

も把握していたと推測できる。ならば、バイロンの英雄的側面のみを取り上げたのはなぜ

だろうか。筆者は、梁啓超のバイロン観を決定したのは当時中国の社会環境にあると考え

る。冒頭にも述べたように、梁の訳詩が掲載されたのは 1902 年である。それは中国近代

史上 も屈辱的な辛丑条約が締結された年であった。また、梁の訳詩は政治小説『新中国

未来記』の第四回に挿入された。この回で梁啓超は旅順陥落にも言及し、分断されつつあ

る祖国を救うべきだという情熱を吐露している。 

木村の『文界之大魔王』にはバイロンの「快楽主義」（第 11 章）「女性及び愛恋観」（第

12 章）への記述があり、バイロンの多面的な人間性が明らかになる。しかるに梁啓超が

それを省略したのは、政治的宣伝の必要に迫られたからだと考えられる。バイロンの思想

は当時のイギリスの貴族社会に反しており、彼は国外追放の処分を受けた。こうしたバイ

ロンの醜聞や虚無主義、悲観主義的傾向について、梁は触れなかった。バイロンの反社会

                                                   
209

 薬師川虹一「バイロン受容の問題点」『明治翻訳文学全集』第 15 巻『イギリス詩集』1988 年、大空

社、p368。 
210

 木村鷹太郎『文界之大魔王』大学館、1902 年 7 月、p1。 
211

 笠原勝朗『英米文学翻訳書目』沖積舎、1990 年、pp．162－164。 
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性を暴露すれば、バイロン紹介に深刻な損害をもたらすと彼は考えていたと思われる。大

衆は有名人の醜聞に夢中になる傾向がある。まして旧時代の漢民族は「恋愛の自由」を不

道徳だと考えていた。醜聞のみに基づくバイロン像が中国社会に定着すれば「英雄」とし

てのバイロン像を脅かすおそれがある。そもそも、梁啓超が編集長を務めた『清議報』、

『新民叢報』、『新小説』などの新聞、雑誌はすべて啓蒙が主たる目的で、国外追放された

英雄が自分の雑誌に適切だとは考えなかったであろう。 

バイロンについては二つのイメージに大別出来るだろう。ひとつは文学上、思想上の革

新者―詩人としてのバイロンである。もうひとつは、政治上の道義心を実行に移す国際主

義者―英雄のバイロンである。しかし、一人の人物の全貌を詳述すれば、かえってその特

徴は不明瞭になる、という逆説もある。梁啓超は国際主義者にして英雄のバイロン像のみ

を中国の読者に紹介した。そして、梁啓超は「詩言志」（詩は志を言う）、知識人は自らの

思想を詩文で表現し、その実現に向けて行動すべきだと考えていた。知識と行為の結合は

「知行合一」と呼ばれる。バイロンはまさしく「知行合一」の好例である。バイロン紹介

によって、中国でもバイロンのごとき「知行合一」の人間が多く現れ、変革に尽力してほ

しい、これこそ、梁が中国の知識人に託した希望である。 

だが、梁啓超のバイロン紹介は一面的だとの自己認識があれば、心中の葛藤が容易に想

像されるだろう。バイロンのギリシャ独立戦争への援助を愛国主義、国際主義と解釈する

のは、バイロンの本意ではなかった。もともとバイロンのギリシャ独立戦争への援助行為

は、愛国主義の表現ではなく、彼のギリシャ文明への憧憬であり、自分の精神世界におけ

る自由、民主主義を実践するためにとった極端な個人主義的行動にすぎない。バイロンの

ギリシャ独立戦争への貢献は祖国イギリスのためではないが、梁啓超はバイロンの詩を訳

した後、次のように語っている。   

                                        

擺倫 愛自由主義、兼以文学的精神。和希臘好像有夙縁一般。後来因為幇助希臘独立。

竟自従軍而死。真可称文界裏頭一位大豪傑。他這詩歌正是用来激励希臘人而作。但我

們今日聴来倒像有幾分是為中国説法哩。（バイロンは も自由主義を愛し、文学的理

念としている。あたかもギリシャと因縁があるようである。後にギリシャの独立を助

けるために、ついに自ら従軍して死んだ。真に文学界の偉大な豪傑と呼ぶべきである。

彼のこの詩は、まさしくギリシャ人を激励するために作ったものであるが、私達が現

在耳にすれば、むしろ中国のために演説するかのようだ）。212               

                                         

バイロンがギリシャ人を激励するために作った詩は、むしろ中国人のために言っている

ようだと、梁啓超は解釈している。梁の思いを理解するには、数千年にわたる中国の盛衰

を知っておく必要があるだろう。バイロンが歌った古代ギリシャの栄光は強大な古代中国

を想起させ、侵略者オスマン・トルコに隷属する 19 世紀前半のギリシャの惨状は、20 世

紀初頭の中国を彷彿させる。バイロンの「哀希臘」は堕落からはいあがり、ギリシャ民族

の再興を望む深い思いと、人々を感動させ、戦いに導く力に満ちていた。梁はバイロンの

個人的情熱を、同時代の中国人の祖国愛に変えようとしている。          

 一方、木村の『文界之大魔王』では、木村はバイロンの文学思想の闡明に力点を置き、

終章で、彼はバイロンを日本に紹介する目的を吐露した。               

                                         

吾人はバイロンは日本に輸入ぜざるべからずとなす、我國今日の如き弱々しい文學者

                                                   
212

 梁啓超『新中国未来記』第 4 回『新小説』第 3 号、新小説社、1902 年、p82。 
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の多き時代に於ては、炎々たる烈火の氣力あるバイロンを要するなり。自称天才、偽

文士等の多き時代に於て、是等を恥かしむ所のバイロンを要するなり。阿諛、諂妄、

偽善、嫉妬、中傷の盛なる時代に於て反抗的精神のバイロンを要するなり。今日我國

に於ては、義侠の如き全く人心中にあることなし。此時に當りて義侠の精神に燃ゆる

所のプロメテオス的バイロンを要するなり。社會万般の事物の陳滞し、人間の腐敗せ

る時代に於て、之を郭清し、之を一掃する暴風的人物たるバイロンを要するなり。213 

                                         

これは日本が急速に帝国主義国家に変貌する際、文化的事象も伴ったと読み取れる一例

であろう。この変貌は木村鷹太郎の運動により「日本主義」214の提唱につながっていった。

「明治 30 年、彼（木村鷹太郎）は井上哲次郎、高山樗牛らと大日本協会を結成し、機関

雑誌『日本主義』によって日本主義を提唱した。即ちあらゆる宗教を排し、日本神話の精

神に基づく、君臣一家忠孝無二の道徳をば、これに代えようとするものである」215。木村

がバイロンを日本に紹介した理由は、日本主義を鼓吹するためと考えられる。日本の国力

が強大になるにつれ、明治の知識人たちは、日本人の誇りのために強い文化を営む必要を

覚えていた。端的に言えば、それは日本人が漢学と決別し、洋学を積極的に吸収し日本独

自の思想を産み出すべきだという態度に表された。木村は単なる洋学をひたすら吸収する

だけではなく、日本文化の独自性について探索する知識人でもあった。バイロンの日本導

入にも、木村の独自色が現れている。「日本主義化したバイロニズムとは、木村の日本主

義に適合する面のみ肥大化し、それに適合しない面は切り捨てられたバイロニズムの謂い

である。」216当然、木村はバイロンのギリシャ独立戦争への参加について、一瞥したにす

ぎず、深く検討しなかった。さらに、『文界之大魔王』の末尾でこのように述べている。        

                                         

  實にバイロンの精神は活動せり。又た決して壓伏すべからざるなり。バイロンは 

  斃れては起き、起きては斃れ、斃ると雖自己の精神を救ひ、満足を得ると能はざ 

  る以上は其戦争を斷念せざるなり。實に彼は戰争精靈の化身なり、彼の言語は挑 

  戦の喇叭なり、進軍吶喊の響なり。其詩文は正規なる嵌工に非ずと雖、言々語々 

  氣を呼吸して、一箇消すべからざる所の『バイロン』と云へる印象を有す。彼れ 

  實に人物なり。確固不拔の人格を有す。彼の爲に自然万有は起立して、世界に向 

證言して曰はん『此れこそは「男子」なり』と。217                      

                                         

下線部ではバイロンを戦争の精霊と例え、バイロンの詩文は、挑戦の喇叭、進軍吶喊の

響と示した。これも唐突で奇妙な発想だと言わざるを得ない。当時、日清戦争では日本が

勝利したものの、三国干渉によってロシアに苦杯を舐めさせられた日本では、国民の対外

                                                   
213

 前掲木村鷹太郎『文界之大魔王』pp．363－364。 
214

「日本主義の提唱者は井上哲次郎、高山樗牛、木村鷹太郎等。その中、高山樗牛はもっとも活躍して

いた。彼は明治 30 年 5 月号の『太陽』に寄せた文稿には、日本主義について、こう語った。“「日本

主義とは何ぞや」―樗牛はかく自ら問ひ、自ら答へて曰く「國民的特性に於ける自主独立の精神によ

りて、建國當初の抱負を發揮せむことを目的とする所の道徳的原理即是れなり」と、さて次にその意

を説明して曰く「君臣一家は我國體の精華なり、之れ實に我が皇祖宗の宏遠なる丕圖に基くものにし

て、萬世臣子の永く景仰すべき所なり。故に國祖及皇宗は日本國民の宗家として無上の崇敬を瀝ずべ

き所。日本主義は、是故に國祖を崇敬して常に建國の抱負を奉體せむことを努む。」本間久雄『明治

文学史』東京堂、1937 年、p488。 
215

 衣笠梅二郎「木村鷹太郎とバイロン」『光華女子大学研究紀要』12 号、1974 年。 
216

 菊池有希「日本主義化するバイロニズム―木村鷹太郎のバイロン論」『和洋女子大学英文学会誌』

43 号、2009 年、p133。 
217

 前掲『文界之大魔王』pp．364－365。 
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戦争の輿論が高揚していた。木村が弱国ギリシャを助けるバイロンを、戦争精霊の化身と

譬えたのは、このような背景がある。だが近代日本は、中国利権の争奪戦にも深く関わる。

その顛末を知る後代の人間は、木村のバイロン観を中国侵略の鼓吹だと読み取れるだろう。

これは梁啓超のバイロン観とは正反対だった。                      

上記の検討では、主に社会環境を中心に両者のバイロン観を見てきた。木村の文化強国

を中心としたバイロン観と対照的に、梁啓超の救国に力点を置かれたバイロン観とに帰結

した。ところがこれが梁啓超のバイロン観だと見なすことはなお不十分だと思われる。筆

者は、当時梁は数多くの資料から木村の『文界之大魔王』を選んだのは、梁啓超の文芸観

によるところが大きいと考える。当時の梁啓超は外国の詩を翻訳して、中国の詩に革命を

もたらすべきだと考えていた。そのため、梁啓超の木村経由のバイロン観の受容を考える

際、当時の梁が提唱していた「詩界革命」と合わせて考える必要があろう。          
                                    
３ 梁啓超の詩界革命とバイロン                               

詩界革命は梁啓超が文学、芸術面で行った数多くの改良運動のひとつである。1899 年

12 月 25 日、梁啓超は「詩界革命」のスローガンを打ち出した。詩界革命における運動の

模範は、ヨーロッパの文藝であった。そして、「新詩」には三つの要素が必要だと唱えて

いる。  

                                         

詩界のコロンブス、マゼラン為らんと欲すれば、三長を備へざる可らず。第一は新し

い境地を要し、第二に新しい語句を要し、そして又須らく古人の風格を以てこれを入

るべし、然る後其を成して詩を為す。（中略）若し三者具備せば、即ち以て二十世紀

の支那の詩王為る可し。宋明の人、善く印度の境地・語句を以て詩に入れ、三長具備

する者が有り。東坡の「溪声便是広長舌、山色豈非清浄身。夜来八万四千偈、他日如

何挙似人？」の類の如き、真に愛す可きを覚ゆ、然れどもこの境今日に至るや、又己

に旧世界となる。今日これを易えんと欲すれば、これを欧州に求めざる可からず。欧

州の境地・語句、甚だ繁富にして奇異、これを得ば以て千古を凌駕し、一切を涵蓋す

ることができる。今なおそんな人は有らざるなり。218                     

                                    
「欧州の境地、語句」を会得することが詩界革命の主旨であった。このような運動方針

のもと、梁はそれにふさわしい芸術家の出現を待望した。米田実の『バイロン伝』では、

バイロンのギリシャ独立戦争への参加が重点的に描かれたが、この中に詩は含まれていな

かった。『於母影』にはバイロンの訳詩が収録されていたものの、ギリシャとは無関係の

作品であった。                                  

また梁がバイロンの詩に出会ってたちどころに共鳴したとも限らない。木村は『文界之

大魔王』で断片的に訳した The Giaour は大和田建樹『欧米名家詩集』（下集、明治 27 年 3

月）にも見られる。しかし、大和田が抄訳した部分を見てみると、ギリシャの過去の風景

を謳歌したものだった。現実のギリシャを論じる前置きだと考えてよいだろう219。木村の

『文界之大魔王』では、ギリシャの興亡及び訳詩という二つの要素が同時に存在したこと

は、梁が当時すでに相当の蓄積があった日本のバイロン研究から、木村の著作を選んだ原

因である。        
                                    
３、梁啓超のバイロン受容の独自性 

１） 抄訳という手法 
                                                   
218

 梁啓超「夏威夷遊記」『飲冰室専集』22、中華書局、1989 年、p189。 
219

 大和田建樹輯訳『欧米名家詩集』下巻、博文館、1894 年 3 月、pp．185－190。 
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梁啓超が『新小説』第 2 号でバイロンの写真を掲示し、簡単な紹介を行った一ヶ月後、

『新小説』第 3 号（1902 年 12 月 15 日）に『新中国未来記』第 4 回を発表した。梁はバ

イロンの『ドン・ジュアン』の中、第 3 幕第 86 章にある一間奏曲 The Isles of Greece

（中国語訳名「哀希臘」）を抄訳した。これまでの研究では、なぜ完訳ではなく抄訳なの

かという問いには十分な検討が為されていなかった。なお、梁啓超は第 2 章を訳したにも

かかわらず刊行直前に削除してしまった。その理由を彼は「著者常発心欲、将中国曲本体

翻訳外国文豪詩集。此雖至難之事、然若果有此、真可称文壇革命鉅観（著者は常に、中国

の曲本体を用いて外国文豪の詩集を翻訳することを考えていた。此は至難の事と雖も、然

るに若し果して此があれば、真に文壇の革命鉅観と称すべし。）」220と述べた。梁は外国詩

の翻訳において、自らの直面した困難を述べた。しかし、それは外国詩を訳する際に、普

遍的に遭遇する問題であって、困難をもたらす更なる深刻な原因が実在していたはずであ

る。 

筆者は二つの要因があると考えている。                      

第一に、中国の伝統的な詩の形式に従って西洋詩を翻訳することは難しい。梁啓超の詩

界革命運動で、一つ重要な規定として「須らく古人の風格を以てこれを入るべし」が挙げ

られていた。古人の風格とは、中国伝統の韻文と不可分の規則を遵守することである。こ

れがなければ詩歌ではないと、梁啓超は考えていた。彼はこの詩を訳す際、中国の詩歌の

中で形式が緩い元曲を選んだが、それでも字数、押韻などの規則を守らなければならない。 

しかし、外国の詩を中国の詩歌の風格に一致するように翻訳することは極めて困難であ

る、と梁啓超は考えている。対照的に、木村鷹太郎訳では、漢詩という形を放棄した直訳

で、しかも七五調、五七調などの定型律から脱した自由律で綴られている。明治の知識人

の多くは漢学の知識を備えていて、漢詩を作るのも珍しいことではなかったことに照らし

て、木村の西洋詩の翻訳は特筆すべきであろう。 

木村の経歴からみると、幼少時から西洋の文物に関心が高く、中学時代からキリスト教

に親しみ信者になった。大学は洋学が盛んな明治学院大に進んだ。木村は漢詩であれ、新

体詩であれ、ほとんど手を出さなかった221。当時の代表的評論家である大町桂月に「詩才

なき小バイロン」と評価された222。しかし、近代詩（新体詩）の概念がまだ確立したとは

言いにくい時代では、木村のような翻訳をするのにはかなりの勇気が必要であろう。訳詩

は『文界之大魔王』において重要な部分を占めていないが、木村自身は重視していたよう

で、著書の序文では訳詩についての心境を語った。 

 

 引用せる詩は之を散文に翻訳せり。余の不文、詩人中の大詩人たるバイロンの詩を訳

して、其用字の当を得、其音調の美を伝え、其詩の姿を写すなどは、到底望むべから

ざるのことなり。若し幸にして原詩の意味精神の万一たりとも之を写すことを得ば、

余は之に満足するものなり。223 

     

日中知識人は、漢詩の世界から脱却するという意図で共通している。彼らは、西洋の抒

情長詩に特有の境地に憧れ、その翻訳に果敢に挑戦し、西洋詩の長所を訳詩の中に取り入

れようと試み、文壇に新風を吹き込んだ。                   

なお、梁は西洋詩の受容に積極的な態度を示したが、詩には不適切と思われる要素の処

                                                   
220

 前掲『新中国未来記』p83。 
221

 木村鷹太郎の経歴について、中城恵子「木村鷹太郎」『学苑』191 号、1956 年参照。 
222

 大町桂月『社会訓』文禄社、1903 年、p74。 
223

 前掲『文界之大魔王』前言、p2。 
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理も忘れてはいなかったようである。                      

第六節では、 

 

たとひ名誉を失墜し、又束縛されたる民族中に数へらるゝとも、           

尚ほかづヘも愛国者の耻辱を感じ、                       

我が歌を歌ふ時我をして赤面せしむるは、なほ頼もしきものあるなり。        

あゝ何の為めに詩人は此に残されしか、                      

グレシア人には赤面を與へ、グレシア国には涙を流さんが為めなるのみ。（木村訳） 

 

詩人の口から、ギリシャが奴隷化された歴史を再現している。詩人は愛国者として、国

家が崩壊し、国民が隷属したギリシャの現状に憤慨している。間接的に国王を含む統治階

級がかような屈辱の生活に慣れていることに悲憤を覚える。読者はこれらを読んで感ずる

ことがあろう。それは自分たちが奴隷にされた状態は、統治階級の無能に由来することを

覚醒し、それに対する不満の爆発対象は自国の統治者階級に向き、叛乱を起こすことを促

す。                                       

梁啓超はこの第六節の 後二句を「替希臘人汗流浃背，替希臘国泪流满面。」と訳して

いる。この二句は詩人のギリシャの現状に寄せた感慨にすぎない。ギリシャの悲劇の原因

については述べてはいない。したがって読者は闘争心の矛先を統治者側に向けると思わせ

る文句の翻訳は当時の中国には不適切だと彼は考えたため、省略したと思われる。 

第 11 節、12 節では、国を滅ぼしたギリシャの国王が主題である。木村は、それを「専

制君主、専制王」と訳した。専制が亡国の原因だと考えるのは容易い。1902 年の段階で

は、「開明専制」を唱える、所謂保皇派のリーダー梁啓超と対立していたのは、清朝満族

の専制統治を崩壊させようとした孫文ら革命派である。1902 年秋までは梁啓超を追随し

ていた馬君武が 1905 年にこの詩を訳した時、馬君武はすでに革命派に転向し、何らはば

かるところなく、「本族暴君罪当誅、異族暴君今何如？」と翻訳し、ギリシャの滅亡の原

因は専制君主によると明言した。                               
                                  

２）外国的要素の訳出に困惑                                  

西洋の詩歌にも、人名、地名などの固有名詞はもちろん、典故がふんだんに現れる。そ

れらを訳する際には、訳者の異文化理解能力が問われる。西洋の事物を如何に訳出し、中

国の読書人に理解してもらうのか、梁啓超は苦心を重ねた。当時中国でトップクラスの知

識人である梁啓超でさえも、西洋文学についての知識が実に乏しかった。         

1890 年春、梁啓超は北京で科挙に落第して、広東の実家に帰る途中、上海に寄った。

そこで、『瀛環志略』を手にし、初めて世界には五大洲（五大陸）が存在することを知っ

た224。科挙制度に縛られた知識人の例にもれず、少年時代の梁も国外からの知識を受容し

なかった。だが戊戍変法の失敗による日本亡命後、彼の知的環境は大きく変わった。 

 

自居東以来，広捜日本書而読之，応接不暇。脳質為之改易，思想言論，與前者若出両

人。毎日閲日本報紙，於日本政界学界之事，相習相忘，幾於如己国然。蓋吾之於日本，

真所謂有密接之関係，有許多之習慣印於脳中，欲忘而不能忘者在也。（日本に住み始

めてから、広く日本の書物を捜してそれを読み、あたかも山陰の道を歩くごとく、応

接にいとまあらず。脳質これがために改易し、思想言論、前と比べ、まるで別人のよ

うだった。毎日、日本の新聞を読み、日本の政界、学界のことについてよく学び、ま

                                                   
224

 梁啓超「三十自述」『飲冰室文集』11、p16。 
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るで自分は祖国に居るようだ。多分私にとって日本は密接な関係を持ち、多くの習慣

も頭の中に残され、忘れようにしても忘れられなくなった。225              
                                    
このように、彼は日本で亡命生活を送るうちに外国の情勢について理解できるようになっ

たと言えよう。しかし、この時期の梁啓超の外国理解はまだ浅かったようである。   

梁啓超の重訳にいくつかの誤解が見られる。それは彼の外国語能力、外国文学の知識の

欠如を証明することができる。一つの例を挙げながら、検証してみよう。              

第一節 第 4 句:  

                                 

バイロン原文：Where Delos rose, and Phoebus sprung.                

木村訳：此地はドロス及びフオイボス諸神の栄えたる所。 

梁訳：更有那「徳羅士」，「菲波士」（両神名）栄光常照。 

 

バイロンのこの詩の自筆原稿が残されていて、それを見ると、and の前には、はっきり

とコンマが付されている226。木村の訳はバイロンの原文と比べ、配慮が足りないと言えよ

う。もし、木村は同じく配慮をすれば、すなわち、「神託の島デロスはそびえ、太陽神は

生れでた。」（阿部知二訳）と書かれたら、梁は間違えなかったかもしれない。このような

間違いの原因は、突き詰めて言うと梁啓超のギリシャに関する知識が乏しかったことに求

められる。対照的に、『希臘羅馬神話』『プラトン全集』を上梓したギリシャ研究の専門家

の木村にとって、この種の語句は自家薬籠中にある。ドロスは地名で、神名ではない、そ

の後に出てきたフオイボス（Phoebus、ポイボスとも言う。別名アポロン）の生誕地であ

る227。しかし、梁はそれを神名と間違え、木村の訳にある「諸神」について、梁は不適切

と考え、両神と直した。筆者が数えたところ、この詩には 24 の人名と地名が含まれてお

り、もちろん梁にとってはこれらの固有名詞を完全に理解するのは困難であったに相違な

く、梁が抄訳を行った理由もこれらの翻訳を忌避することにあったと考えられる。外国的

な要素を如何に中国の読者に理解してもらうことに苦労していた。かろうじて抄訳した詩

句について、梁は思わず感慨を漏らした。 

 

本回原擬将『端志安』16 折全行訳出，嗣以太難，迫於時日且亦嫌其冗腫，僅訳 3 折，

遂中止，印刷時，復将第 2 折刪去，僅存両折而己，然其惨澹経営之心力，亦可見矣。

訳成後，頗不自慊，以為不能尽如原意也，顧吾以為訳文家言者宜勿徒求諸字句之間，

惟以不失其精神為第一義。不然，則詰鞫為病，無復成其為文矣（今回もともと『ドン・

ジュアン』の 16 節を全部訳出するつもりだが、難しすぎる上、時間に迫られ、かつ、

その詩は冗長煩雑だと思い、僅か三節しか訳さなかった。遂に中止し、印刷する際、

また第二節を削除し、二節を残したにすぎない。然るに其の苦心を費やし惨澹なる経

営は、また見てわかるだろう。訳了後、頗る自ら慊らず、思えらく、尽くは原意の如

くなる能はずと。顧うにわれ以って訳文家のために言う者は、宜しく徒らにこれを字

句の間に求めることなく、惟、その精神を失わさるを以って第一義と為すべし。然ら

                                                   
225

 前掲梁啓超「夏威夷遊記」p186。 
226 Andrew, Nicholson.Don Juan,Cantos III-IV manuscript:a facsimile of the fair copy manuscripts in the 

University of London Library.New York:Garland publishing,1992,44. 
227 ギリシャ研究の専門家名古屋大学名誉教授有川貫太郎氏の教示による。なお、阿部知二らの訳では、

「神託の島デロスはそびえ、太陽神は生れでた。」（『バイロン詩集』新潮社、1968 年、p160）となっ

ていて、明瞭な訳である。 
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ずんば、則ち詰屈病となり、復その為文を成す無し。）228 

 

以上の分析からわかるように、梁啓超が困難に感じるのは外国の地名、人名、神名の翻

訳である。それを詩の中に十分取りこむことは出来ず、「煩雑」とさえ感じたのである。

訳詩において、彼独自の理論を提示し、すなわち「その精神を失わさるを以って第一義と

為すべし」である。奇しくも、木村もバイロンの詩を訳した際、「若し幸にして原詩の意

味精神の万一たりとも之を写すことを得ば、余は之に満足するものなり。」と記している。

西洋文学の精神を自国の文壇に伝えることが共通していると言えよう。 

 

 

４、結び 

 

 本節では、梁啓超のバイロン受容をめぐって、木村鷹太郎と比較しながら、相互関係を

検証した。 

 梁啓超が初めてバイロンを中国に紹介したことはすでに通説になっていた。だが、これ

まで、梁啓超のバイロン受容をめぐる研究では、もっぱらその詩文自体の紹介と翻訳の問

題点に注目し、比較の観点と相互関係での検討が不足している。梁啓超は日本でバイロン

を初めて知ったので、日本の著作物から受けた影響は看過できない。当時日本ではバイロ

ンの全体像が明らかになっていただけでなく、バイロンの精神を受け継ぎ、文学作品の創

作や、思想界の改造にも活用されており、バイロン受容は百家争鳴の盛況を呈していた。

このような豊饒な日本のバイロン受容の状況下、梁啓超はなぜ木村鷹太郎の著作を選んだ

のか、という問題があった。筆者の検討の結果として、両者のバイロン観は異なるものの、

梁が求めていた「外国の精神を用いて、わが詩に取り入れよう」というバイロンの訳詩が

木村の『文界之大魔王』にあったからである。 

 バイロンの The Isles of Greece の翻訳にあたって、木村は直訳の手法を用い、その

詩を忠実に完訳した。対照的に、梁啓超は意訳と抄訳の手法を応用し、誤訳が目立った。

両訳を検証して判明したことは、梁の外国の知識、殊にギリシャの知識の、明らかな欠如

である。さらに、抄訳は梁にとって重要と思われる詩句を選び出したと同時に、不適切と

思われる部分を省略したのである。この取捨選択は彼の文芸観の表れだけでなく、日中間

の異なるバイロン観の反映でもある。当時、国内外の環境の変化はそれぞれ両国の文壇で

活躍している二人に大きな影響をもたらした。木村鷹太郎は日本主義を掲げ、対外進出を

鼓吹するため、バイロンを用いたが、列強に瓜分される危機にさらされている中国では、

国民の団結、列強の侵略に対抗することが第一義となり、梁啓超は、弱小国を助ける英雄、

正義に富んだ国際主義者としてバイロンを描き出したのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
228

 前掲『新中国未来記』p105。 
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第四章 梁啓超の音楽教育思想、作品創作と明治唱歌 

第一節 梁啓超の音楽教育思想と明治日本 

はじめに 
 

日本の明治維新を手本とした変革運動――戊戌変法が西太后を中心とした保守派によ

る鎮圧のために失敗に終わった。梁啓超はやむをえず日本に亡命し、再起を図った。日本

に到着後、『清議報』『新民叢報』などを相次ぎ創刊し、健筆を振って啓蒙活動に精力的に

取り組み、政治、経済、歴史、地理、文学などさまざまな分野において、先駆的な業績を

残した。自称「音楽の門外漢」の梁啓超だがいくつかの音楽教育に関する論説も発表し、

近代中国における音楽教育の発展に寄与していた229。 

今日、中国近代音楽史を検討する際、梁啓超に言及する時もしばしばある。ただし、梁

啓超の音楽教育思想を究明する際、一つの問題が突きつけられる。それは、系統的な音楽

教育を受けたことのない彼の音楽教育思想がどこから由来したかである。先行研究として、

張前「日本学校唱歌与中国学堂楽歌」が日中両国における学校唱歌が発生する歴史、音楽

の源流及び代表的な作品の三つの面から比較を行い、近代日中音楽交流の歴史動向とその

内実の解明を試みている。これは近代日中両国の音楽交流の全貌を知る上で、極めて有益

な論文であるが、梁啓超を始めとする個々の関係者の日本との関連を中心とした比較研究

が課題となる。 

日本では、榎本泰子『楽人の都・上海：近代中国における西洋音楽の受容』が上梓され

た230。この著書は中国 20 世紀 20 年代から 30 年代まで、蕭友梅を中心とした上海での音

楽事情、とりわけ洋楽の受容を検討している。梁啓超については触られた程度である。高

婙『近代中国における音楽教育思想の成立：留日知識人と日本の唱歌』という著書では曾

志忞、李叔同、沈心工など音楽教育に携わった知識人の音楽教育思想の形成、内実を明ら

かにしようと試みたものである231。梁啓超の音楽教育観については、当該書の第 3 章、第

1 節「『新民叢報』にみる音楽教育論」で、主に『新民叢報』誌上に掲載された文章を中

心に検討している。興味深いのは、梁啓超の音楽思想についての部分は、「『新民叢報』に

見る音楽教育論――梁啓超と曾志忞の音楽教育思想の比較を中心に」という論文の中です

でに検討済みだったことである。そのむすびのところに「梁啓超も曾志忞も、明治日本の

音楽教育言説のなかに身を置いたからこそ、それを手がかりにしながらその学校音楽教育

理論を開花させることが出来たといえよう。ただし、その明治日本 30 年代の音楽言説の

内実を解明する作業については、これを今後の課題としたい。」232と課題を残した。だが、

著書では、この一文を削除している233。すなわち、課題は依然として残されたままである。 

本論は、梁啓超の音楽教育思想と明治日本の唱歌との関連性を探るものである。高氏が

打ち出した課題については筆者と関心点は一致するが、アプローチの方法、視点では、単

にテキストの比較だけでなく、梁啓超の思想的遍歴を中心にして、彼の音楽教育思想と明

                                                   
229 達威「梁啓超、曾志忞対近代音楽文化的貢献」『人民音楽』1983 年第 2 期、p39。 
230 榎本泰子『楽人の都・上海：近代中国における西洋音楽の受容』研文出版、1998 年。 
231 高 『近代中国における音楽教育思想の成立：留日知識人と日本の唱歌』慶応義塾大学出版会、2010
年。 

232 高 「『新民叢報』に見る音楽教育論――梁啓超と曾志忞の音楽教育思想の比較を中心に」『哲学』

115 集、2006 年、p82。 
233 高氏は同じ内容の著作を中国語と日本語二つの版で出している。中国語版はわずか梁啓超と曾志忞と

日 本明治唱歌の関連性を概括的に指摘したが、両者の異同を具体的に比較しなかった。 
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治日本の唱歌教育との関連を考察したい。 

 

１、 梁啓超の音楽教育思想 
来日前、梁啓超が綴った『変法通議』という日本の明治維新を手本とした変革テーゼの

中で音楽について、ごくわずかではあるが、言及している。それは「論師範」「論幼学」

などの論文の中で、日本の学校教育を論ずる際に付随して語られたものであって、特に、

意図的に取り上げて検討したものではなかった。 

日本に亡命してからまもなく、梁啓超は彼の追随者及び華僑の子弟たちに教育を施すた

め、東京大同高等学校を創設し、洋学の導入を試みた234。彼は後援者柏原文太郎に書簡を

出し、日本語教師と体操教師の斡旋を依頼したが235、音楽教師の依頼は見受けられなかっ

た。この点から見れば、梁啓超の心の中では、体操と日本語に比べ、音楽は重視されてい

なかったことがわかる236。このようであるならば、音楽教育の重要性を認識するためには、

如何なる契機が必要であったのかを考えてみる。彼は「中国積弱遡源論」の中で、福沢諭

吉の礼楽批判の内容を引用し、以下のように述べる。 

 

  日本の大学者福沢諭吉が言うには：支那の旧時の教えの中では礼教を も重視する。

礼は、人を柔順にさせ、屈従させるものである。楽は、民間の不平を調和し、民を国

賊に従わせるところがある。これをもって礼楽に罪を科すのは、吾人（梁啓超をさす

――引用者注）がたしかにそうだとは言えないまでも、中国の数千年来、民を教化す

る宗旨に該当するのは確かである。237 

 

梁は福沢の礼教に対する批判には賛同しないものの、礼教の教えは結果として柔弱、順

良な民を養成したことに首肯している。これは国家存亡にかかわる競争時代において、権

力統治機関が依然として「礼学」を援用して民を弱くするのは、もはや時代にそぐわない

ものだと考えたからであろう。1901 年に、梁啓超が執筆した「中国積弱遡源論」は 1902

年の『新民説』と連動し、中国の問題点を探り、解決策として民を一新することに帰結し

たものである。梁は中国人の精神を改造するため、音楽教育に注目したのである。しかし

ただちにこの功利性に富んだ発想が更なる展開を見せなかったのは、彼の音楽教育に関す

る知識が乏しかったからである。ところが、日本の新聞、雑誌にしばしば見られた唱歌の

論説、とりわけ中国人留学生の音楽の専門分野での活躍が彼の視野に入って、彼にヒント

をもたらし、大量の素材を与えたのである。具体的な例を見てみよう。梁啓超は『新民叢

報』40、41 号（1903 年 11 月）の「飲冰室詩話」において、留学生が東京音楽学校に入学

した話をきっかけに、音楽教育について自らの意見を述べた。 

 

 本朝以来、音律に関する学問は、士大夫が口出しせず、先王の楽学を教坊の優伎に委ね

                                                   
234 彭沢周「梁啓超与東京大同高等学校」『大陸雑誌』第 43 巻第 2 期、p86。 
235 「辛亥以前康有為、梁啓超等致柏原文太郎等的十三封信」『辛亥革命史叢刊』中華書局、1980 年第 2 
   輯、p145。 
236 この現象は 1906 年李宝巽『新編唱歌集』序言にも述べられている。「我中国各省学堂，体操非不注意， 
  而音楽一端，視為可有可無之数。（我が中国各省の学堂では、体操が重視されているが、音楽はあって 
  もなくてもよい教科とみなされている。）」張静蔚編『中国近代音楽史料』人民音楽出版社、1998 年、 
  p154。 
237 原文は「日本大儒福沢諭吉曰：支那旧教，莫重於礼教，礼也者，使人柔順屈従者也。楽也者，所以 
   調和民間勃鬱不平之気，使之恭順於民賊之下者也。夫以此科罪於礼楽，吾雖不敢謂然，而要之中国数 
   千年来，所以教民者，其宗旨不外乎此，則断断然矣。」である。梁啓超「中国積弱遡源論」『飲冰室文 
   集』之五、中華書局、1989 年、p29。 
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ていた。泰西の文明史を読み、何れの時代、何れの国にかかわりなく、文学家としての

恩恵は、その国民が文豪を愛し、再敬礼をして、崇拝している。中国の詩人・文人のご

ときは、国民に一体どれほどの影響を及ぼしているのか。その原因を探れば、詩と楽の

分離によるものだと言わなければならない。238 

 

この記述からわかるように、彼が音楽教育に対する重要性を認識したのは、西洋と比較

を通じて生じた結果である。梁啓超が読んでいた西洋文明史では、文学者は国民に与える

影響が大きいという。それに比べて、中国では、詩人や文学者は国民に少しも影響を与え

られないことに梁啓超は気づいた。その原因を探った彼は詩と音楽が分離した結果だと考

えた。更にその解決策を見出したのである。すなわち、文学者が如何なる方法を用いて国

民に影響を与えるかである。すなわち、詩と音楽を如何に結合させるかである。梁啓超が

とった行動は、音楽の重要性を訴えるほか、自ら音楽教育の動向を把握し、音楽専攻の学

生に期待を寄せた。 

 

近頃、雑誌『江蘇』を読んだところ、しばしば中国音楽改良の意義を語る文章を見受け

る。其の第 7 号では已に軍歌や学校唱歌の数曲を載せており、読んで感動せずにはいら

れなかった。これは中国文学復興の先がけである。惜しいことに、私は一門外漢にすぎ

ないので、夾 〔宋代の史学者〕の言ったようにただその文を誦し、その理を習うのみ

である。某君に言葉を寄せるが、これからさらに祖国の文学に精魂を入れ、今学んだこ

とに拠って、奥深く麗しい風格、微妙な言葉の修飾をもって調和させ、シェクスピア、

ミルトンになり、国民に恩返しする者は、多くなるのではなかろうか。239 

 

『江蘇』は江蘇省出身の留学生が 1903 年 4 月に東京で創刊した月刊誌である。全部で 

12 期を出した。雑誌『江蘇』では、音楽関連の記事は以下のようなものが挙げられる。 

 

厳達群「醒国民歌」『江蘇』第 2 期 （1903 年 5 月 1 日） 

曾志忞「楽理大意」『江蘇』第 6 期（1903 年 8 月 1 日） 

曾志忞「唱歌之教授及説明」『江蘇』第 7 期（1903 年 9 月 1 日） 

曾志忞「教授音楽之初歩」『江蘇』第 11、12 期合本（1904 年 4 月 1 日） 

保三「楽歌一斑」『江蘇』第 11、12 期合本（1904 年 4 月 1 日） 

 

関連記事の作者をみると、厳達群の「醒国民歌」、保三の「楽歌一斑」はいずれも唱歌

を載せていた。梁啓超が述べていた音楽改良に関する論文は実は曾志忞によるものである

ことがわかる。 

梁啓超は軍歌、学校唱歌を読んで、中国文学の復興のさきがけをなすものと位置付け、

高く評価した。音楽専攻の学生を激励し、国民改造を担う重要な任務を彼らに託した。こ

のように、梁啓超は音楽の門外漢とはいうものの、音楽に関心を持ち、音楽に関する理論

                                                   
238 原文は「本朝（清朝――引用者注）以来，則音律之学，士大夫無復過問，而先王楽教，乃全委諸教 
   坊優伎之手矣。読太西文明史，無論何代，無論何国，無不食文学家之賜，其国民於諸文豪，亦頂礼而 
   尸祝之。若中国之詞章家，則於国民豈有絲毫之影響耶？推原其故，不得不謂詩与楽分之致也。」であ 
   る。前掲梁啓超『飲冰室詩話』p59。 
239 原文は「頃読雑誌『江蘇』，屡陳中国音楽改良之義，其第 7 号已譜出軍歌，学校歌数闕，読之拍案叫 
   絶，此中国文学復興之先河也。惜余亦一門外漢、僅如夾 所謂誦其文習其理而已。寄語某君，自今以 
   往，更委身於祖国文学，拠今所学，而調和之以淵懿之風格，微妙之辞藻，苟能為索士比亜，彌爾頓， 
   其報国民之恩者，不已多乎？」である。前掲梁啓超『飲冰室詩話』p59。 
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は音楽を専攻する学生の論文に学び、彼らの作品を自分の雑誌に掲載するなど、音楽教育

に積極的に取り組んだのである。絶大な影響力を持つ『新民叢報』に無名に近い学生の論

説を掲載するなど、梁啓超の音楽教育への期待のほどがうかがわれる。また、曾志忞の『楽

典教科書』を梁啓超が経営する上海広智書局によって出版し、梁啓超が創刊した雑誌『新

小説』の第 10 号に曾志忞の訳書の広告を載せるなど、有望な青年に支援の手をさし伸べ

た。 

 以上の検討からわかるように、梁啓超の音楽に関する啓蒙活動の展開は外部からの影響

がきっかけとなっている。しかし、梁の音楽に対する独自の見解は彼が啓蒙家としての本

領を発揮するところであって、より重要である。次節では具体的に梁啓超の音楽教育思想

は如何なる内容が含まれているのか、そのことと日本の明治唱歌とがどんな関係を持つか

について検討してみよう。 

 

２、旋律について 

 中国近代音楽教育は西洋からの模倣を経て、試行錯誤を繰り返しながら、自国の音楽を

創造する過程をたどった。 初は、外国の旋律をそのまま借りて、歌詞を置き換えれば完

成という程度だった。 

 銭仁康氏は言う「早期楽歌作者創作楽歌、以選曲填詞為主（早期の唱歌の作者は創作に

おいては、外国のメロディーを借用し、歌詞を埋めることを主とした）」240。張前『中日

音楽交流史』にて、こう述べている。 

 

「選曲填詞」は、まず必要となる旋律を選択し、それに適合する歌詞を付けることであ

る。これは中国の伝統的な音楽の創作方式である、と同時に、当時日本の学校唱歌にも

採用された主な創作方式の一つでもあった。日本にいた中国留学生の音楽創作も基本的

にこの方式を採用している。この種の創作方式は当時の中国の音楽の発展水準に適応し、

学堂楽歌の普及と発展を推し進めるのに非常に大きな力を発揮した。241 

 

一方、日本の近代音楽教育の中では、作曲はどうなっているのか。近代西洋音楽の導入

の初期段階に、音楽取調掛が取り組んだ三つの主な事項の一つは「東西二洋ノ音楽ヲ折衷

シテ新曲ヲ作ル事」である242。 

同じく早い時期に、作曲に関して、梁啓超はつぎのように述べている。 

 

 そもそも私にはなお一説がある：今日中国のために作曲しようとする場合、全部に西洋

の楽譜を用いる必要はないように思われる。もし我が国の雅、劇、俚の三者を斟酌し、

それらを取捨し調和させ、以て祖国の一種固有の楽声とするならば、また愉快なことで

ある。将来全ての諸楽には西洋の音譜を用いるものは十中の六、七、中国の楽を使用す

るものは十中の三、四、問題になることはないであろう。243 

                                                   
240 銭仁康『学堂楽歌考源』上海音楽出版社、2001 年、p2。 
241 原文は「選曲填詞一般是首先選択需要的旋律然，后配以合適的歌詞。這既是中国伝統的音楽創作方

式，也是当時日本学校歌曲采用的主要創作方式之一，中国赴日留学生的楽歌創作基本上也是采用此種

方式。這種創作方式適応了当時中国音楽的発展水平，対推動学堂楽歌的普及与発展起了很大的作用」

である。張前『中日音楽交流史』近代篇、人民音楽出版社、1999 年、pp.279－280。 
242  伊澤修二編著『音楽取調成績申報書』1884 年、pp.5－9。 
243 原文は「抑吾猶有一説焉：今日欲為中国制楽，似不必全用西譜。若能参酌吾国雅、劇、俚三者而調

和取裁之，以成祖国一種固有之楽声，亦快事也。将来所有諸楽，用西譜者十而六七，用国譜者十而三

四，夫亦不交病焉矣。」である。前掲梁啓超『飲冰室詩話』p59。 
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梁啓超の説明からわかるように、当時の音楽教育界の状況ではほとんど西洋の楽譜を使

用している（日本の楽譜も多くは西洋から借用している）。かくしてもっぱら外国のもの

を借りて、自国の曲譜がないことに梁啓超は不満を感じていたようである。この状況を改

善するため、梁啓超は音楽教育発展への道を提示した。これは長い歴史を有していた雅楽、

民間に広まった劇音楽、庶民に親しまれた俚歌などと調和して、一種の中国特有の音楽を

形成するものである。旋律に関する課題の対策では、音楽取調掛の方針では「和洋折衷」

梁啓超は「中西折衷」、ともに折衷の方法を用いた。伊沢修二を中心とした音楽取調掛の

「和洋折衷」は音楽教育の出発点で、その目的は新曲を創り出すことである。それは『小

学唱歌集』などを出版し、音楽教育の理念と実践と結びついた。また、旋律に占める和洋

の比率は折衷と訴えるものの、実際は洋の方に偏り、その後の日本の音楽教育の発展に大

きく影響を与えた244。一方、梁啓超の中西音楽融合論は終結点で、その目的は祖国に固有

の曲を創り出すことである。系統的に洋楽を学んだ伊沢と比べ、梁は音楽教育の理想を語

るのみに止まり、旋律面での実践はできなかった245。 

梁啓超のこの旋律についての見解を如何に評価すべきか。当時の音楽教育に携わる人間

の楽譜に対する評価をみると、参考になると思う。沈心工は 1912 年に『重編学校唱歌集・

一集』に言う。 

 

私は唱歌を作り始めた時、おおむね日本の曲を選んでいた。しかし近年に至ると、日本

の曲を好まなくなり、西洋の曲を多く選択するようになった。日本の曲の音節は平板で、

美しく聞こえてはいるが、いずれも堂々たる気概に欠けている。西洋の曲の音節は、融

合しあって高く響いており、昇降も速く、高尚な気風がある。246 

 

沈心工の旋律に対する見解は、日本の楽譜から西洋の楽譜へという道筋をたどった。も

ちろん、当時の音楽教育水準の低さから、いきなり独自の旋律を創り出すことが要求され

るのは酷である。加えて、音楽教育の実践者がその本来の様子を知ることは難しいので、

今日の視点で沈心工の道程を批判することはできない。逆に梁啓超が早い段階で音楽発展

の未来図を示すことができたのは、彼の「門外漢」の立場によるものかもしれない。梁の

音楽啓蒙に関する見解は、民国時の沈心工が会得した事実と照らし合わせると、卓見に感

服してやまない。 

 

３、歌詞について 

 歌は歌詞が重要な部分である。梁啓超は「音楽の門外漢」と称していたが、それは曲譜

を知らないのみのことであって、彼が作詞したいくつかの曲が存在する事実から、音楽の

門外漢とは謙遜した言葉にすぎない。そして、梁啓超の音楽教育思想を検討する際に詩人

としての彼の力が存分に発揮できる歌詞は重要な部分である。 

梁啓超は 1904 年「飲冰室詩話」に、学校唱歌の歌詞について、以下のような見解を述

べた。 

 

                                                   
244  竹中亨「伊沢修二における『国楽』と洋楽――明治日本における洋楽受容の論理」『大阪大学大学

院文学研究科紀要』40、2000 年、p7。 
245 梁啓超は『新民叢報』に掲載された学校唱歌はしばしば譜を付しなかった。 
246 原文は「余初学作歌時，多選日本曲。近年則厭之，而多選西洋曲。以日本曲之音節一推一 ，雖然

動聴，終不脱小家気派。若西洋曲之音節，則渾融瀏亮者多。甚或挺接硬転，別有一種高尚之風度也。」

である。沈心工『重編学校唱歌集・一集』文明書局、1912 年、p2。 
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 今は新しい歌を作って、教材に適用するのは、容易なことではない。文学的な表現が多

すぎると適切ではなく、俗すぎると即ち味は出てこないものであると思われる。両者の

間を斟酌し、児童が歌う、暗記の程度にあわせながら、又祖国文学の真髄を失わないよ

うにするのは、真に容易なことではない。247 

 

梁啓超の作詞をめぐる観点は文雅にすぎるのも不適、俗っぽいのも中国文学の味が出ない、

と、俗と雅の間に平衡点を求める見方を打ち出したのである。これを音楽発展の道のりに

照らしてみると、梁啓超の理論批評は実に独特で、今日から見ても、陳腐なものではなく、

生き生きとして新鮮味のある見解と言えよう。しかし、いきなりこのような高明な見解を

表したのでは、おそらくないように思われる。それは日本での試行錯誤と中国側の実行例

を見守りながら、得られた経験と思われる。 

明治 30 年代の日本では、言文一致唱歌の運動が起こり、歌詞の通俗化に傾いた風潮が

見られる。それは、唱歌教育の雅を求める偏重に対する反発である。日本 初の国定音楽

教科書、その後の音楽教育に大きい影響を与えた『小学唱歌集』（1～3 集、1882～1884）

の歌詞は古風な詩が大半を占めていた248。東京芸術大学音楽取調掛研究班は『小学唱歌集』

の作詞者及び旋律について調査を行い、『小学唱歌集』の歌詞の作者、稲垣千頴、柴田清

熈、里見義、加部厳夫はいずれも国文学者であるとの結果をまとめた249。彼らの作詞には、

「『雅』を取り、『俗』を捨象し、『堂々溌剌たる詩精神』と『おおむね東洋道徳に基づい

た新しい国家主義・国権主義的な徳目』との二重性を有する問題性を孕んでいた250。その

ため、これを小学、中学生に理解してもらうのはなかなか難しかった。そこで、教育の現

場において、古風な歌詞を批判する意見が見られた251。日本には、雅を主導する音楽取調

掛と俗を以て対抗する民間の田村虎蔵らがいた。梁啓超と密接な関係にあった中国の音楽

関係者はこのような日本の音楽教育における論争を目にし、その影響を確実に受けたので

ある252。 

さらに、梁啓超のこの歌詞における雅俗調和論は、曾志忞の『教育唱歌集』「告詩人」

（詩人に告げる）という序言からヒントを得ていたと思われる。梁啓超は「飲冰室詩話」

で、「告詩人」全文を掲示していた。以下はその一部を引用する。 

 

  欧米の小学唱歌の歌詞はやさしくて読本に向いている。日本の改良唱歌はだいたい俗

語を用いられている。児童にとって、これを習うには、易しくかつ深い味がある。これ

に対して、今日我が国の所謂学校唱歌は、其の歌詞の難しさは読本の十倍である。さら

に一字一句につき、数十行で解釈しなければ、児童にわかってもらえないものさえある。

これをもって児童に教えるには、どうして唱歌の目的を達成できるであろう。謹んで海

内の詩人に宣伝し、唱歌を改良しようとする者は、他国の小学唱歌を手本に、 も簡単

な文字に、深意を含み、文章を為すことである。253 

                                                   
247 原文は「今欲為新歌，適教科用，大非易易。蓋文太雅則不適，太俗則無味。斟酌両者之間，使合児

童諷誦之程度，而又不失祖国文学之精粋，真非易也」である。前掲梁啓超『飲冰室詩話』p97。 
248 杉田達夫は『小学唱歌集』の歌詞の特徴は「『文語』『雅語』によって作詞されたものが大半を占めて 
  いることである」と指摘している。『学校音楽教育とヘルバルト主義』風間書房、2005 年、pp.27－32。 
249 『音楽教育成立の軌跡』音楽之友社、1976 年、p93。 
250 新島繁「日本の唱歌」『文学』28 巻 12 号、1955 年、p1276。 
251「唱歌編纂に就きての意見」『音楽界』一巻四号、帝国楽事協会、1908 年参照。 
252 高 の研究によれば、曾志忞が東京音楽学校に在学中、田村虎蔵もそこで教鞭を執っており、オルガ 

   ン、唱歌などの科目を担当していたという。前掲『近代中国における音楽教育思想の成立：留日知識  
   人と日本の唱歌』p117。 
253 原文は「欧米小学唱歌，其文浅易於読本。日本改良唱歌，大都通用俗語。童稚習之，浅而有味。今 
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以上の引用からわかるように、曾の音楽教育における俗の強調という見解は、日本の改

良唱歌との比較によって得たことは明らかである。それならば、梁の歌詞の俗の要素は、

間接的に日本の改良唱歌から得たと言える。しかし、曾志忞の「告詩人」（詩人に告げる）

を見ると、伝統的な詩人の詩は「上は恋窮狂怨の態を写し、下は淵博奇特の名を博し、要

は皆教育的、音楽的なものに非ざる也」254と詩人の詩を全面否定の態度を持つ。梁啓超は

曾の見解を受け入れず、詩に中立的な態度を見せていた。もとより、曾志忞は言う「詩人

が微妙で、奥深い語彙をよく使い、つとめて女子供が知らないような表現を使い、文学者

がわかるようであってこそ、その詩が世に伝わることができるのである。」255と、偏って

いるかにも思われる発言である。中国詩史に照らしてみれば、多くの詩は平易な言葉で味

があることを表現することで、人々に親しまれ、今日まで伝わってきたのは事実である。

もちろん、梁啓超はこれに賛成していなかったばかりでなく、梁の独自色として、「祖国

文学の精髄を失わず」は重要だとの見解を打ち出した。つまり、中国詩の重要な芸術特色

として、韻味、境地を作詞に見出すとの意見である。 

日本での唱歌をめぐる雅俗の論説を見てきた梁啓超は、一辺倒ではなかった。この唱歌 

の歌詞にまつわる種々の問題が梁啓超に考えさせる起因となり、決して他人の意見に盲従

せず、自分の経験に基づき、洞察力と感受性に富んだ批評を下すことができたのである。 

梁啓超の言う雅にも偏らず、俗でもない、しかも祖国文学の精髄を失わない唱歌は具体

的に如何なるものか。その例として、梁啓超は『飲冰室詩話』の中に楊度作詞の『黄河』、

『揚子江』を取り上げた。その特徴を分析するため、『黄河』の歌詞を例挙して若干の解

釈を試みる。 

 

 黄河黄河出自昆侖山、  黄河や黄河 昆侖山より出
い

で、 

遠從蒙古地，流入長城關。  遠く蒙古の地より、流れ入
い

る 長城の關。 

古來聖賢，生此河幹。  古來の聖賢、此の河幹に生まれ。 

獨立堤上，心思曠然。  獨り堤上に立ちて、心思は曠然たり。 

長城外，河套邊 ， 長城の外、河套の邊、 

黄沙白草無人煙。  黄沙 白草 人煙 無し 

思得十萬兵，長驅西北邊、   十萬の兵を思ひ得て、長驅す 西北の邊、 

飮酒烏梁海，策馬烏拉山、  酒を飮む 烏梁海、馬を策す 烏拉山、 

誓不戰勝終不還。  誓って戰ひに勝たずんば 終
つひ

に還らず。 

君作鐃吹，觀我凱旋。  君 鐃吹を作して、我が凱旋を觀よ。 

 

この歌詞は平易な語彙によって創られた。表現における俗の方に工夫したが、小学生に

とって理解しにくかった。ゆえに曾志忞が編纂した『教育唱歌集』ではこの『黄河』は

                                                                                                                                                  
   吾国之所謂学校唱歌，其文之高深，十倍於読本，甚有一字一句，即用数十行講義，而幼稚仍不知者。 
   以是教幼稚，其何能達唱歌之目的？謹広告海内詩人之欲改良是挙者，請以他国小学唱歌為標本，然後 
   以 浅之文字，存以深意，発為文章。」である。前掲梁啓超『飲冰室詩話』pp.77－78。 
254 原文は「上者写恋窮狂怨之態，下者博淵博奇特之名，要皆非教育的，音楽的者也。」である。前掲梁

啓超『飲冰室詩話』p77。 
255 原文は「（詩人）好為微妙幽深之語，務使婦孺皆不知，惟詞章家独知之，其詩乃得以伝於世。」であ

る。前掲梁啓超『飲冰室詩話』p77。 
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中学用唱歌欄に置かれていた。雅は言葉上の意味に限らず、国民精神、情操の涵養も含

まれている。この歌詞によれば、黄河が昆侖山に源を発し、モンゴルから長城の関内に

流れ込み、古来の聖賢はこの河辺に生まれる。壮美な風景に英雄が輩出する。そして、

独り堤上に立つ思いは、過去の栄光の追憶と憂い現状への思索が容易に想像される。長

城外に人跡無しのところは、かつて祖国の領土で、今日では帝政ロシアに略奪されたま

まのところである。兵を率いて、外敵を駆逐するため戦場へ赴いた。郷土をふたたび我

がものへ、勝たなければついに帰らないと誓って、必勝の信念を示した。鐃吹をなして、

我が凱旋をみよと、勝利への信念と楽観的な態度も雅の表現である。 

雅と俗との結合だけでなく、この作品の修辞面に注目すれば、この詞には更なる特徴

を認めることができる。それは、歌詞の音楽性に対する配慮である。語尾の「山、関、

賢、幹、然、辺、煙、還」は押韻し、暗記しやすいだけでなく、音声的に美しい響きも

耳に残す。「遠従蒙古地、流入長城関」「飲酒烏梁海、策馬烏拉山」などは、対句の修辞

法が用いられているため、整然としている。朗読するとき、リズムが鮮明で、力強い。

内容は集中し、洗練されて、上下聯は持ちつ持たれつで、双方とも立派である。これは

梁が言う「児童の歌唱能力にあわせながら、又祖国文学の精髄を失わない256」に属する

作詞である。梁が思う祖国文学の精髄という点は、彼の美学の観念が含まれているとこ

ろである。中国古典詩歌の美学は境地、余韻を重んじ、修辞の面では押韻、対偶が典型

的である257。また、曾志忞、沈心工はいずれも詩人ではなく、詩の美学的内容は作詞上

には反映できなかった。曾志忞は「告詩人」の中で、中国詩の美学的な意義を全面否定

している。沈心工は石原重雄『新選小学校唱歌教授法』を訳すとき、唱歌の中にある美

育機能の記述を削除した258。このように、音楽における国民精神の涵養の面では、曾、

沈、梁は一致するが、美学家の一面も持つ梁啓超の美への認識、美の重要性の強調は、

彼が啓蒙知識人として将来への展望と高い識見がある所以である259。これは同一時期の

王国維が『教育雑誌』に発表した一連の美学教育に関する論説と比肩することはできな

いものの、音楽教育における美学の位置を明瞭に見ている。すなわち、民族の特色、伝

統を重んずることである。これは、啓蒙知識人が西洋文化を受け入れる際に、下した価

値判断である。1907 年、王国維は『教育世界』第 148 期「論小学校唱歌科之材料」の

中で、歌詞について「音声の美のほかに、歌詞の美を加えるべきである260」との見解を

表明している。これは梁啓超の言う「祖国文学の精髄を失わず」の具体的な説明ではな

かろうか。 

 作家の茅盾（1896～1981）の小学時代の音楽授業に深い印象を残したのは、この『黄

河』である。「私は音楽が好きである。音楽授業に用いたのは沈心工が編纂した教材で

ある。その中に『黄河』という曲があり、全部で 4 節からなる。わたしは現在に至って

も第一節を覚えている。“黄河や黄河 昆侖山より出
い

で、遠く蒙古の地より、流れ入
い

る 長

城の關。古來の聖賢、此の河幹に生まれる。獨り堤上に立ちて、心思は曠然たり。長城

の外、河套の邊、黄沙、白草、人煙無し。十萬の兵を思ひ得て、長驅す 西北の邊、酒

                                                   
256 原文は「合児童諷誦之程度，而又不失祖国文学之精粋」である。前掲梁啓超『飲冰室詩話』p97。 
257 この点に着目した人物は梁啓超だけではない。例えば、李叔同が作詞した『送別』という唱歌があ

るが、中国古詩の深い味わいを含み、今日まで愛唱される。これは実践面では優れていたかもしれない

が、美学理論の構築には至らなかった。 
258 前掲高 『近代中国における音楽教育思想の成立：留日知識人と日本の唱歌』p226。 
259 梁啓超の美学面での功績について、金雅『梁啓超美学思想研究』（商務印書館、2005 年）が詳しい。 
260 原文は「声音之美外，自当益以歌詞之美」である。王国維「論小学校唱歌科之材料」『教育世界』148、

1907 年、p1。 
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を飮む 烏梁海、馬を策す 烏拉山。”この曲の旋律は悲壮で、私は非常に気にいってい

るが、歌詞の意味が分からず、音楽を教えている徐先生はメロディは教えてくれたが、

歌詞は説明してくれなかった。私は母親に聞いたところ、母は白草の典故を含め詳しく

解釈してくれた。ただし烏梁海、烏拉山については、母もわからない。ただこれは外国

の地名かもしれないと言った。」261のである。 

 

  茅盾は『我が学生時代』を著したとき、遠い昔のことのため、詳細を覚えていなかっ

たのだろうか。この詩は 4 節からの構成ではなく、1 節だけになっている262。また、茅

盾が暗記した歌詞は 後の「誓不戰勝終不還。君作鐃吹、觀我凱旋。」が欠けている。

当時、よく唱われていた梁啓超の『黄帝』、『終業式』、楊度の『楊子江』はいずれも 4

節から構成されていて、茅盾は『黄河』を上記の歌曲と混淆した可能性が高い。茅盾は

曲の旋律が気にいってと語り、歌詞を何十年後にもほぼ暗記することができたのは、歌

詞に工夫があったことが一因であろう。まず、易しい言葉使いで書かれていて、特に、

辞書を引いて判断するような箇所はほとんどないと言える。 

なお、曾志忞が編纂した『教育唱歌集』にも『黄河』が収録されていて、該曲は中学

用唱歌欄に置かれていた。易しい言葉使いで書かれた歌詞とはいうものの、やはり小学

生にとっては難しかったようである。とりわけ難しいのは「烏梁海」、「烏拉山」などの

地名である。これは作詞者楊度のような、世界に活躍する政治家にとっては、身に付い

た地理知識だが、多くの中国人はまだ知らない事実のようである。したがって、歌詞の

難しさは単なる知識の多寡によるものでなく、視野の広狭も一因である。梁啓超が言っ

たように、中国人は従来「ただ家の存在を知っているが、国家が何物なのかは知らない。」

（『新民説』「論国家思想」）世界軍事競争の舞台において、これまでの漠然とした国家

概念がはっきりとした境界に代わった。歌を愛国心の創成に役立てようと考えて、歌詞

に地理用語を付け加えたのである。 

以上がその後高名となった文学者の証言であるが、つぎに当時の音楽家である黄自

（1904～1938）はこの『黄河』を如何に見ているのか見てみよう。 

 

  この唱歌集（『心工唱歌集』を指す――引用者注）の旋律は、おおむね外国の童謡か

らとっているが、わずかながら先生自作のものもある。そのなかで私がとりわけ好き

なのは「黄河」である。この歌の旋律は極めて意気軒昴としており、歌詞の精神にふ

さわしい。我が国の人での自作による学校唱歌では、これほど気魄があるものは、真

に珍しい。263 

 

黄自は「黄河」の旋律が意気軒昴としており、精神性がある歌詞とうまく融合したこと

が、この曲の成功した原因と指摘した。雅には高尚な情操、一種の祖国愛、民族の自尊心

が含まれている。俗は平易な言葉で表現することに帰結している。梁啓超の作詞における

                                                   
261 原文は「対於音楽，我是喜歓的。音楽用的是沈心工編的課本，其中有一首『黄河』，共 4 節，現在還

記得第 1 節是“黄河，黄河，出自昆侖山，遠従蒙古地，流入長城関。古来多少聖賢生，此河幹。独立堤

上，心思曠然。長城外，河套辺，黄沙白草無人煙。思得十万兵，長駆西北辺，飲酒烏梁海，策馬烏拉山。”
這首歌曲調悲壮，我很喜歓，但不 歌詞的意義，教音楽的徐先生，只教歌，不解釈歌詞。我問母親，母

親為我詳細解釈，並及白草的典故，但烏梁海，烏拉山，母親也不 ，只説這大概是外国的地名。」であ

る。茅盾『我的学生時代』新蕾出版社、1982 年、p37。 
262 曾志忞『教育唱歌集』訂正三版、1905 年、pp.58－59。 
263 原文は「這本唱歌集中的曲調，大都采自外国的童謡。但有一小部分系先生自己作的創作。就中我

愛「黄河」一首。這子調子非常的雄渾慷慨，恰歌詞的精神。国人自製学校歌曲有此気迫，実不多見。」

である。黄自「黄今吾先生序」『心工唱歌集』文瑞印書館、1937 年、p4。 
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雅と俗の融合という理論には、その後の中国の音楽界に賛同する声が多く現れた264。 

なお、この曲は、20 世紀華人音楽経典曲のトップに選ばれ、今日まで歌い続けられて

いる265。『黄河』が当時梁啓超の宣伝によって、広く知られたことと無関係ではない。 

 

４、軍歌を鼓吹する 

「飲冰室詩話」（『新民叢報』26 号、1903 年 2 月）では、梁啓超は「中国人無尚武精神

（中国人には尚武の精神がない）」と「中国向無軍歌（中国にはこれまで軍歌がなかった）」

を結びつけ、軍歌の鼓吹によって、中国人の尚武精神を養成する狙いが見られる。 

尚武精神を培う手段として音楽と結びついたことは、彼の霊感によって発したことでは 

なく、かなり長い年月の準備段階を経ていた。両者の結合に辿りつくまでには、いくつか

の段階を経過したと思われる。まず、中国人が尚武の精神の欠如を自覚したのである。 

1899 年、春夏の間、梁啓超は南宋の愛国詩人陸遊の詩集を読んだあと、4 首の詩を作っ

た。その第 1 首の兵魂と国魂が結びついた点に特に注目したい。 

 

  詩界千年靡靡風，  詩界 千年 靡靡たる風 

  兵魂銷尽国魂空。  兵魂 銷け尽くして 国魂 空し 

  集中什九従軍楽，  集中 十に九は 従軍の楽 

  亘古男児一放翁。  亘古の男児は一に放翁 

 

梁啓超はこの詩に註を付し、「中国の詩人で従軍苦を言わない者はいない。ただひとり

放翁は、国のために戦争への参加に期待し、その志は年老いても衰えなかった。」266と書

かれている。陸遊の辞世の詩『示児』（『児に示す』）267を想起すれば、梁啓超の陸遊に対

する評価はけっして過言ではない。梁啓超がここで詩界の不振は、兵魂、国魂の不在が原

因だと指摘し、南宋の実態を描いたことであり、当時の清朝の現状を隠喩していることも

容易に読み取れる。梁は詩人、兵魂、国魂三者を結びつけ、詩人が果たすべき役割を期待

した。このような思想的な認識に達成したあと、足りないのはいかなる手段を用いて、そ

の目的を実現するのかである。それは軍歌を用いて、兵魂を鼓吹することである。それに

踏み込んだのは、日本での衝撃的な見聞が決め手となった。 

1899 年 12 月、梁啓超は上野で以下のような情景に出会って、随筆に書きこんだ。268。 

 

 日本の兵営に兵士が交替するある冬に。余（梁啓超のこと――筆者注）は偶然に上野に

遊び、多くの旗を目に映した。某兵団歩兵某君を歓迎するや、某隊騎兵某君を送るなど

の旗が林立する。中に、二、三の旗は入営者を送るもので、「祈戦死」三字を題した。

                                                   
264 たとえば、陳懋治 1906 年に沈心工の作詞を「所謂質直如話而又神味隽永者，自沈君叔逵所著外，蓋

不多見。（所謂質直は白話の如き、而して味わいがあるものは、沈君叔逵以外には多く見られない。）」

と評価している。『学校唱歌二集』務本女塾、1906 年、p1。黄自は沈心工の作詞を「沈先生的歌詞都浅

而不俗，但意義深長，耐人尋味。（沈先生の歌詞は浅いが俗っぽくない。深い味わいがある。）」と評し

ている。「黄今吾先生序」『心工唱歌集』文瑞印書館、1937 年、p4。 
265 前掲銭仁康『学堂楽歌考源』p9。 
266 原文は「中国詩家無不言従軍苦者、惟放翁則慕為国殤、至老不衰。」である。「読陸放翁集」『梁啓超

詩詞全注』広東高等教育出版社、1998 年、p25。 
267 死去元知万事空， 死し去れば 元と知る 万事空しと 
 但悲不見九州同。 但だ悲しむ 九州の同じきを見ざるを 
 王師北定中原日， 王師 北のかた中原を定むるの日 
 家祭無忘告乃翁。 家祭 忘るる無かれ 乃翁に告ぐるを 
訳詩は一海知義注『陸遊』（岩波書店、1969 年、p159）からの引用である。 

268 『清議報』第 33 冊、1899 年 12 月 23 日 
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余はそれを見て、矍然として、やがて粛然として、長い時間その場から離れられなかっ

た。 

 

梁啓超はこの心を強く打つ風景を見て、中国と対比する気持が芽生えた。彼は杜甫の『兵 

車行』の 1 節を挙げた。 

 

 車  ，馬蕭蕭。 車は   馬は蕭蕭 

 行人弓箭各在腰。 行人の弓箭は各々腰に在り 

 爺娘妻子走相送。 爺嬢 妻子 走りて相い送り 

 塵埃不見咸陽橋。 塵埃に見えず 咸陽の橋 

 牽衣頓足 道哭。 衣を牽き足を頓し道を りて哭し 

 哭声直上干雲霄。 哭声は直ぐに上りて雲霄を干す。269 

 

杜甫の『兵車行』は中国の反戦詩として名高い。しかし、梁啓超は杜甫の意に反して、

これを取り上げた。仇兆鰲『杜詩詳注』では、この詩を三段に分けて分析し、梁啓超が挙

げたのはその冒頭の出征の情景である270。同じ出征の場面であるが、中国では「爺娘妻子

走相送（爺娘妻子走りて相送り）」「牽衣頓足 道哭（衣を牽き足を頓し道を りて哭す）」

と、士兵を見送る家族の悲嘆の姿を捉えた。梁啓超が目撃した日本の兵士を送る場面では、

その家族は「兵卒入営出営之時、親友宗族相與迎送之。以為光 者也（兵士は入営、出営

する際は、親族が迎送して、光栄ある者としている）」との様子である。中国は生き別れ、

それとは対照的に日本側は喜んで兵士を送り出す。一方、当事者である兵士の心情はどう

なっているのか。梁啓超が挙げた出征の情景では、出征に臨む兵士たちは皆各々の弓と矢

を腰につけている様子が描かれているが、当事者の心情を直接に判読する文句はない。し

かし、送り側の切なさから、当事者の心情を推測するのは難くない。加えて、杜甫の詩の

後二段において、兵士は「辺庭流血成海水（辺庭の流血海水を成す）」「古来白骨無人収（古

来白骨、人の収むる無し）」など悲惨な運命が待ちうけている。日本では「本人服兵服。

昂然行於道（兵士本人は兵服を着し、昂然として、道を歩く）」兵士本人は出征すること

を名誉なことと感じ、意気揚々とした姿を描き出している。これは、梁啓超に中国での科

挙に合格したときを想起させた。よって日本の尚武、中国は右文と概括した271。 

 

日本という国の風俗と中国の風俗を比較して、特に異なるものとして挙げられるのは、

尚武と右文である。中国歴代の詩歌は皆従軍の苦を訴え、日本の詩歌は従軍が名誉と詠

わないものはない。私がかつて甲午、乙未（1894、1895 年）の間に見た、日本の新聞、

文章に掲載されていた従軍を送る詩は、どれもが生還しないように祈っていると書かれ

ていた。272 

 

梁啓超は 1894、1895 年、すなわち日清戦争前後の日本の新聞、雑誌で軍歌が掲載され

                                                   
269 訳文は、黒川洋一注『杜甫』（岩波書店、1983 年、pp.193－194）から引用したものである。 
270 仇兆鰲『杜詩詳注』巻二、台北芸文印書館、1971 年、p27。 
271 過去の時代にある事象を抽出し、日本と中国その全体の民族生活を概括して語るのは梁啓超が好ん

で用いた手段である。これは今日の視点から見れば、正しい方策とは言い難いが、啓蒙時代では精密で

ない論述によく見られる典型的な例と言えよう。 
272 原文は「日本国俗与中国国俗有大相異者。一端曰尚武右文是也。中国歴代詩歌皆言従軍苦。日本之

詩歌無不言従軍楽。吾嘗見甲午乙未間。日本報章所載贈人従軍詩。皆祝其勿生還者也。」である。『清議

報』33 冊、中華書局、1991 年、p2127。 



109 
 

た事情を知ったが、実際に日本人の従軍における壮烈な場面を目にすることはなく、感慨

も持たず、日中を比較する考えも生じなかった。ゆえに兵魂、国魂と結びつくこともなか

った。 

日本人の従軍する場面を目撃したことで梁啓超は軍歌を文学的な宣伝の一つの重要な

手段と認識し、国魂と結びついたのである。その後、梁啓超は多くの新聞、雑誌に掲載さ

れた軍歌に注目し、その流行が国民の愛国心を培うことに役立つことに気づき、軍歌の宣

伝に力を入れた。梁啓超は、「飲冰室詩話」では、黄遵憲の『出軍歌』などを掲示し、高

い評価を下した。 

 

 その精神が雄壮、活溌、渾然、深遠なるものはもちろん、その文藻も二千年来未曾有

のものである。詩界革命の 大の力は、ここに極まった。私は一言で概括する。この

詩を読んで、奮起しないものは全く男ではない。273 

 

そのほか、『新民叢報』第 11 号（1902 年 7 月）に梁啓超の高弟、その後護国戦争にて

袁世凱の下野に大きな功績を残した蔡鍔将軍が著した「軍国民篇」には、ドイツの国歌が

収録されていた。「飲冰室詩話」（『新民叢報』42、43 号、1903 年 12 月）に、梁啓超は楊

度作「湖南少年歌」を収録した。この歌の 後に「茲 百戦 英雄の気に凭し、先に湖南

を救い 後に全国を。釜を破り、船を沈み、一戦を期す、生を求め、死地に擲つ。諸君 尽

く国民の兵になり、小子 旗下の卒に当たる。」274が見られるように、国民皆兵を鼓吹す

る狙いが一目瞭然である。1906 年、梁啓超は自ら軍歌を作ったのである。次節では、梁

啓超が作った軍歌と日本との関連について検討する。 

 

５、梁啓超の軍歌に見られる日本的要素 

以上では、梁啓超の音楽教育思想の展開を中心に考察を行い、日本に影響されたことが

多く存在することがあきらかになった。そのうえ、梁啓超は理念の提示のみでなく、実践

も行った。彼が実際に作った軍歌の日本との関係がいかなるものかについて考察する必要

がある。 

4.1 従軍楽 

  

梁啓超は『新民叢報』第 78 号で、「今日では詩はどれも歌えないため、詩の功用を失っ

た。近時教育に志す者は、そこで音楽教育を提倡する。しかし音楽は誰でも学べる学問で

はない。且つ雅楽と俗楽の二者は偏廃してはならない。俗楽は旧社会の嗜好に由来し、勢

力が も大きい。士大夫はそれを蔑視する。しかし習俗を転移する権限は悉く俗伶に委ね

る。社会の腐敗は益々甚しくなる。これも察しなければならない。昨年横浜大同学校の生

徒が音楽会を開くのに、俗劇一本を上演して余興にしたいと思い、私に頼んだ。そのため

私は「班定遠平西域」6 幕を書いた。俗劇の中に新たな天地を開いたと自ら謂う。中には

「従軍楽」12 章がある。俗調の十杯酒（又梳粧台と言う）を用い、遊戯に属すると雖も、

自分も喜んで、その詞と曲譜を収録した。」275と記している。梁啓超は自ら劇本を製作し、

                                                   
273 原文は「其精神之雄壮活溌 渾深遠不必論，即文藻亦二千年所未有也。詩界革命之能事，至斯而極 
   矣。吾為一言以蔽之曰，読此詩而不起舞者必非男子。」である。前掲梁啓超『飲冰室詩話』p43。 
274 楊度「湖南少年歌」原詩は「凭茲百戦英雄気，先救湖南後全国。破釜沈船期一戦，求生死地成孤擲。 
   諸君尽作国民兵，小子当為旗下卒。」である。前掲梁啓超『飲冰室詩話』p69。 
275 原文は「今詩皆不能歌，失詩之用矣。近世有志教育者，於是提倡楽学，然楽己非尽人能学，且雅楽 
  与俗学二者亦不可偏廃。俗楽縁旧社会之嗜好，勢力 大，士大夫鄙夷之，而転移風化之権。悉委諸俗 
  伶，而社会之腐敗益甚。此亦不可不察也。客歳横浜大同学校生徒。開音楽会，欲演俗劇一本以為余興。 
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その中に軍歌を挿入したのである。「班定遠平西域」劇 6 幕のタイトルは以下のようであ

る。 

 

  第 1 幕 言志  第 2 幕 出師 （『新小説』第 2 年第 7 号） 

  第 3 幕 平虜  第 4 幕 上書 （『新小説』第 2 年第 8 号） 

  第 5 幕 軍談  第 6 幕 凱旋 （『新小説』第 2 年第 9 号） 

 

冒頭の例言では「国家の成立にとって も重要なものは尚武の精神である。」「この劇の

意図は尚武の精神を提唱することにあり、特に、重んじたのは対外的名誉であった。故に

班定遠を主人公に選んだ。」と、国民国家の創成に必要とする尚武の精神を提唱する目的

が明白である。 

その重要な方法は、劇の中に軍歌を挿入することである。冒頭の班超の出場には、雄渾

な歌が伴っていた276。第 2 幕の『出軍歌』、第 5 幕では兵士甲が『龍舟歌』を歌い、その

後、軍楽隊が『従軍楽』を演奏する。『従軍楽』の芸術性をめぐる探究、とりわけ、学校

唱歌、日中比較の視点からの検討は見られなかったので、以下全編を引用し、分析する。 

 

從軍の樂、國民に告ぐ：世界上、國は竝立し、生存を競う、身を獻
ささ

げ、國を護ること

誰
たれ

か   無からん？ 

好男兒、退讓する莫れ、軍人を發願せよ。 

從軍の樂、初めて營に進む。樂隊を排し、萬歳を唱え、我が行くを送り、爺娘 慷慨

して、嚴命を申す。 

弧矢を懸け、四方の志、今日 生平を慰む。 

從軍の樂、樂 且つ和。營里に在りては、一家の如し、鬢は厮磨して、生死を同じう

す 
なんじ

と我
われ

と。 

前進 有れども、後退 無し、行き得
え

たりや哥哥。 

從軍の樂、野營を樂しむ。平沙は白く、竃煙は細し、月華は明るく、令は嚴しく 夜

は寂として 人は靜まる。 

劃然として嘯せば、天地は肅
みちび

く、奇氣と雲平とを。 

從軍の樂、前敵の時。槍は林立して、硝雲 湧き、彈星 馳して、我が軍 一鼓に進行

したり。 

敵營を望めば、白一色、片片たるは是
こ

れ 降旗なり。 

從軍の樂、樂は如何？雪夜に乘りて、敵騎を追ひ、交河を渡り、名王 頸を して 帳

前に坐す。 

                                                                                                                                                  
  請諸余。余為「班定遠平西域」六幕。自謂在俗劇中開一新天地也。中有従軍楽 12 章。乃用俗調十杯酒 
 （又名梳粧台），所譜雖属遊戯，亦殊自憙。乃録其詞與其譜」である。梁啓超『新民叢報』78 号、190 
  6 年 4 月、pp．103-104。 
276 冒頭の詩は「万里封侯未足多，天教重整漢山河。何当雪恥酬千古，高立崑崙奏国歌。（万里に王侯を

冊封するにも未だ多く足らず、天は漢の山河をもう一度整えるを教える。何を持って恥を雪ぎ 千古

に酬す、崑崙に聳え、国歌を奏える。）」となっている。『新小説』第 2 年第 7 号、1904 年、p13。 
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征鞍を下り、無事に了えたれば、酒を呼びて、軍歌を唱す。 

從軍の樂、樂 且つ奇。決死隊、敵壘を摩し、國旗を樹
た

てれば、黄龍の光影 空際に

蟠る。 

十萬の軍、齊
ひと

しく拍手せば、嘖嘖たり 好男兒。 

從軍の樂、樂は無窮なり。人は一世、死は一遍、再び逢い難し、男兒の死は 泰山の

重み有り。 

國民の爲、生命を捨て、笑みを含みて、鬼雄と爲
な

る。 

從軍の樂、功 成るを樂しむ。北に追逐し、絶漠を横ぎり、王庭を掃して、敵人の城

下に盟を初めて定む。 

載書を守りて、約束を遵
まも

り、漢の威靈を拜む。 

從軍の樂、國仇に報いん。瓜分の論、保全の説、何ぞ紛として 呶
かまびす

しき、睡獅 一た

び吼ゆれば 羣獸を驚かす。 

六七の強、走りて相い告ぐ、黄禍 正に横流すと。 

從軍の樂、太平を樂しむ。弱の肉、強の食、歳に靡
びねい

寧し、堂堂一戰して 全球を定

む。 

齊盟を主として、兵甲を洗わば、世界 永
とこし

へに文明ならん。 

從軍の樂、凱旋を樂しむ。華燈を張りて、綵勝を結び、國旗を懸け、國門十里 歓迎

の宴。天は自ら長く、地は自ら久し、中國 萬斯年。 

 

従軍楽，前敵時。槍林立，硝雲湧，弾星馳，我軍一鼓進行矣。 

望敵営，白一色，片片是降旗。 

従軍楽，楽如何？乗雪夜，追敵騎，渡交河，名王 頸帳前坐。 

下征鞍，了無事，呼酒唱軍歌。 

従軍楽，楽且奇。決死隊，摩敵壘，樹国旗，黄龍光影蟠空際。 

十万軍，斉拍手，嘖嘖好男児。 

従軍楽，楽無窮。人一世，死一遍，難再逢，男児死有泰山重。 

為国民，捨生命，含笑為鬼雄。 

従軍楽，楽功成。追逐北，横絶漠，掃王庭，敵人城下盟初定。 

守載書，遵約束，羅拜漢威霊。 

従軍楽，報国仇。瓜分論，保全説，何紛呶，睡獅一吼驚群獣。 

六七強，走相告，黄禍正横流。 

従軍楽，楽太平。弱之肉，強之食，歳靡寧，堂堂一戦全球定。 

主斉盟，洗兵甲，世界永文明。 

従軍楽，楽凱旋。華灯張，綵勝結，国旗懸，国門十里歓迎宴。 

天自長，地自久，中国万斯年。277 

                                                   
277 前掲『新民叢報』78 号、pp104-105。 
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この歌は、日本の「祈戦死」の影響を受け、杜甫の『兵車行』に反して、作られたもの

である。杜甫の『兵車行』は従軍の苦を訴え、ここでは従軍の楽をテーマにした。梁の『従

軍楽』では『兵車行』の「爺娘妻子走相送」は「爺娘慷慨申厳命」に変わった。「排楽隊、

唱万歳」はいずれも日本の風習を中国に導入したものである。 

ほかに、「従軍楽」は大同学校の学生たちのために、作られたものであるため、音楽性

と教育性、通俗性を備えている特徴が見られる。曲の音楽性では、まず、歌詞はほとんど

三字一句となって、リズムが揃い、中国の啓蒙教科書の『三字経』のように、児童に覚え

やすい。「劃然嘯」「行得也哥哥」など擬声詞の使用は、読者に臨場感を伝える。 

次に、標記していた毎首の歌は整然としてはいないものの、およそすべての行では、押

韻を心がけている。軍営の雰囲気を醸し出し、歌の感染力を増す。押韻に心がけただけで

なく、韻の中にも、発音が大きく朗朗としていることもあって、柔和にするはたらきがあ

るものもある。第一首の「 」と「人」が en 韻を踏み、これは比較的に声高である278。

これは軍歌の激昂の調子に合致するところである。 

歌詞の教育性は、歌詞の内容が国家、軍隊、生死など荘重な事項であるため、児童の幼

い心の中に、国家理念、悠揚迫らぬ生死観を植え付ける狙いがある。「従軍楽、告国民」

の冒頭にも見られるように、学生のために作った曲というものの、彼らに国民と呼びかけ

ていた。具体的に、梁啓超は対照の修辞法を用いた。彼は劇の中で、兵士たちの会話の形

で、中国の俗語「好男不当兵、好鉄不打釘（良い男は兵にならない、良い鉄は釘にせず）」

の批判に具体的に反発して「好男児，莫退譲，発願作軍人（好男兒、退讓する莫れ、軍人

を發願せよ。）」をあげている。「為国民、舎生命、含笑為鬼雄（國民の爲、生命を捨て、

笑みを含みて、鬼雄と爲
な

る。）」などの語句からみれば、この歌は生命に対する豪邁・奔放

な気風に富んでいる。これは戦死を誇りとする日本兵士の武士道精神に影響されて生まれ

たものと思われる。両国の対象比較によって、梁啓超が描いた国民像が鮮明に映し出され、

読者に深い印象を残した。さらに、通俗性では、この歌は口語で作成したため、典故など

ほとんど用いず、注釈もほとんど不要である。第 3 首の「哥哥」、第 5 首の「片片」、第 7

首「嘖嘖」、第 11 首の「堂堂」など畳字の使用が見られる。文語で作られた中国古典詩歌

では畳字の使用、および字の重複を忌避する傾向がある279。畳字が詩文の中に不適合と見

なされる原因は雅にならないからである。「従軍楽」はあえて、畳字を多用したため、雅

を求めずに、通俗で、分かりやすさを意図的に求めた芸術性が鮮明である。 

 

 

３、結び 
 
上述の如く、本節は、梁啓超の音楽教育思想をめぐって、特に日本との関わりを中心に

検討してきた。音楽教育家ではないにもかかわらず梁啓超は、実に音楽について卓見を表

                                                   
278 王希傑『漢語修辞学』のまとめによれば、ang 韻、eng 韻、 en 韻、a 韻が比較的に声高、 ao 韻、ai
韻、ou 韻が比較的柔和である。北京出版社、1983 年、p190。  

279 『詩』には畳字がよく見られるが、それは口語によるものが特徴で、後世の文言詩と区別すべき。た 
  とえば、王船山の詩話では「畳字不可析用。如詩賦“悠悠”而云“悠” ，“迢迢”而云“迢” ，“渺渺” 
  而云“渺”。皆不成語。“兢兢業業”旧有此文，亦不甚雅。(畳字は析きて用ゆべからず。詩賦の悠々 
  としてを悠と云い、迢々としてを迢をと云い、渺々としてを渺と言うが如し。皆語成さず。兢々業々 
  旧と此の文有り。また甚だ雅ならず。」王船山「夕堂永日緒論外編」24、『船山遺書』第 8 巻、北京出 
  版社、1999 年、p4638。 
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し、近代中国の音楽教育思想を語る際には欠かせない人物である。今日われわれが彼の音

楽に関する理論を振り返ってみても、新鮮味を感じ、成功を収めた論説と認められる。こ

れは彼の詩人としての立場と自身の勤勉、博学に大いに負うことは否定しないが、日本で

の知見の借用も も重要な因素の一つに数えられると筆者は考えた。彼は外国の文学史を

読んでいるうちに、文学者が音楽教育に果たすべき役割に気づき、文学者の音楽への積極

的な関与を訴えた。旋律については、当時、多くの中国音楽の旋律は西洋音楽、日本音楽

から直接借りたものだが、将来的には、梁啓超は中国の雅楽、劇曲、民間の俚調などと調

和した案を出し、独自の旋律を作り出すことを望んだ。歌詞の制作では、梁啓超は雅と俗

の間の調和を求めた。彼が高く評価した『黄河』が、今日まで歌い続けられていることは、

彼の音楽に対する豊かな感受性と鋭敏な直感力の格好の証明になる。そして、音楽と国民

性の涵養を結びつけ、国民の尚武の精神の養成には軍歌に着目した。しかし、彼が軍歌の

鼓吹に至るまでには長い道のりを経て、ようやく辿り着いたのである。中国人が尚武の精

神に欠けることは日本での実体験で中国との比較によって悟ったことである。中国人の文

を尊ぶ、武を蔑む性格を変える手段として、当時、日本で流行していた軍歌に着目し、梁

啓超は劇曲、詩話などにおいて、軍歌を鼓吹し、 終的に自らその製作までに踏み込んだ

のである。かくして理念と実践とが密接につながって、日中比較の視点を用いた、縦横数

千年に亘った深さと広さのある論説は、今日の時点から見ても決して色あせていないであ

ろう。 

後に、梁啓超自作の軍歌を分析した結果、日本的要素が鮮明であるという結論に至っ

たのである。以上のように、梁啓超の音楽教育思想における日本側の役割をあらためて認

識すべきである。 
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第二節 梁啓超が作詞した「黄帝」と明治日本唱歌「皇御国」 

 

はじめに 
 
 西学東漸の歴史的潮流の只中、清末中国と明治日本では、ある現象が同じような軌跡を

辿った。実学教育の充実と、それらよりやや遅れて音楽を含めた学芸教育が啓蒙家に注目

され始めたのである。 

 日本経由で西洋近代音楽理論を受容したのは中国近代音楽の誕生における一つ重要な

経路である。中国の学堂楽歌280の多くが日本の学校唱歌の影響を受け、作られたという事

実は、先行研究がすでに証明した281。今日、中国の近代音楽の成立に言及する際、避けて

は通れない曾志忞（1879～1929）、沈心工（1870～1947）、李叔同（1880～1942）らは皆日

本留学経験者である。しかし、より注目すべきは、彼らの功績を論じる研究者は梁啓超に

も言及する場合が多いという事実である。梁啓超は音楽教育家として一家を成したわけで

はないが、理論面で先駆的な論説を発表し、近代中国音楽教育の発展に貢献していた。さ

らに彼は西洋の理論を紹介するだけで事足りるとせず、作詞にも取り組んだ282。梁啓超は

自らが主編する『新民叢報』第 57 号（1904 年 10 月 15）の「飲冰室詩話」で「演孔歌」、

「黄帝」、「愛国歌」、「終業式」など唱歌四曲を発表した。「演孔歌」は彼の恩師康有為（1858

～1927）作詞だが、他の三曲はすべて梁啓超作詞である。目下、梁啓超作詞の学堂楽歌が

日本の明治唱歌と如何なる関わりを持つかを明らかにした先行研究は未見である。本節で

は、梁啓超作詞の唱歌「黄帝」が日本の唱歌と如何なる関係にあるかを考察する。 

 

１、 梁啓超の唱歌「黄帝」と明治日本 
 

 先行研究では、中国の学堂楽歌は明治日本の唱歌と密接に関連していることを明らかに

していた。学堂楽歌の源流を探った銭仁康は「早期の唱歌の作者は創作において、メロデ

ィーを借用し、歌詞をそれにあわせて作ることを主にした」283と指摘する。「選曲填詞」

について、張前は次のように述べている。      

                                         

「選曲填詞」とはふつう、まず必要となる旋律を選び、そして適当な歌詞を配置する、

これは中国の伝統音楽における創作方式であると同時に、当時の日本の学校唱歌にも採

用された主な創作方式の一つでもあった。日本に行った中国留学生の唱歌創作も基本的

にこの方式を採用している。この種の創作方式は当時中国の音楽の発展水準に適応し、

学堂楽歌の普及と発展を大きく推進した。284 

 

                                                   
280 「所謂学堂楽歌，通常是指清季末叶和民国初年的学校歌曲。（学堂楽歌とは、通常、清朝末期、民国

初年の学校歌曲を指す）」（銭仁康『学堂楽歌考源』上海音楽出版社、2001 年、p 2。 
281 張前「日本学校唱歌与中国学堂楽歌的比較研究」（『音楽研究』、1999 年）、及び馬達『20 世紀中国学

校音楽』（上海教育出版社、2002 年）。 
282 たとえば、彼は政治小説を中国に導入した功労者でもあり、中国初の政治小説『新中国未来記』の創

作も行ったことでも知られる。 
283 原文は「早期楽歌作者創作楽歌，以選曲填詞為主」である。前掲銭仁康『学堂楽歌考源』p2。 
284 原文は「選曲填詞一般是首先選択需要的旋律，然后配以合適的歌詞。這既是中国伝統的音楽創作方

式，也是当時日本学校歌曲采用的主要創作方式之一，中国赴日留学生的楽歌創作基本上也是采用此種

方式。這種創作方式適応了当時中国音楽的発展水平，対推動学堂楽歌的普及与発展起了很大的作用」

である。張前『中日音楽交流史』近代篇、人民音楽出版社、1999 年、pp.279－280。 
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この時期に作られた梁啓超の「黄帝」も「選曲填詞」の可能性が高い。しかし、誰のど

の曲を選んだのかは現在において全く不明である。銭仁康は『学堂楽歌考源』で唱歌 392

曲の旋律の源流を辿ったが、「黄帝」を含めた梁啓超が携わった音楽作品は一切言及しな

かった。梁啓超の「黄帝」が日本人の楽曲に影響を受けたと判断するには「黄帝」に先行

して発表され、かつ同じ旋律を有する曲が存在しなくてはならない。筆者の調査した結果、

1904 年に発表された「黄帝」の旋律は日本の唱歌「皇御国」（1883）と完全に一致してい

る。以下はその比較である。 

黄帝 皇御国 

 

 

２２２１｜２－３３｜５５６５｜３－－－｜ 

赫赫我祖 名―軒轅，降自昆侖 山， 

３３５３｜６６５３｜２２２１｜２－－－｜ 

北逐 鬻 南―苗蛮，馳駆戎馬 間。 

６６７７｜５－３５｜６６５３｜６－－－｜ 

掃攘異族 定―主権，以貽我子 孫。 

７－７６｜５５３５｜６６５３｜２－－－｜｜ 

嗟我子孫 無忘無忘 乃祖之光 栄！ 

 

 

（４／４）ニ調四拍子 

｜２２２１｜２－３３｜５５６５｜３－－－｜ 

 ス メラ ミクニノ モノノフ ハ 

 ｜３３５３｜６６５３｜２２２１｜２－－－｜ 

 イカナル コトヲカ ツトムベ キ 

 ｜６６７７｜５－３５｜６６５３｜６－－－｜ 

 タダミニ モ テル マゴコロ ヲ 

 ７－７６｜５５３５｜６６５３｜２－－－｜｜ 

 キ ミト オヤトニ ツクスマ デ 

 

 

「皇御国」は 初に 1883 年 3 月に『小学唱歌集』第 2 冊で掲載されており、1904 年 10

月に発表された「黄帝」より 21 年も早い。よって、「黄帝」は「皇御国」の旋律を借りた

ものであることがわかる。よく知られているように、『小学唱歌集』は五線譜を採用して

いるが、「黄帝」は数字譜のことを考え、「黄帝」の曲譜は必ずしも『小学唱歌集』から借

用ではない。梁啓超が「黄帝」を掲載した段階では、「皇御国」のメロディーは学校唱歌、

軍歌に広範に採用された。多くの唱歌集は五線譜ではなく、数字譜で表示していた。もと

もと五線譜で書かれたこの曲は、それを普及するため、数字譜に書き換えたことが多い。

中国の西洋音楽受容の初級段階では、数字譜の便宜性、速効性が注目され、広く利用され

ていた。梁啓超は「黄帝」曲を掲示するには、複雑にも見える五線譜ではなく、数字譜を

使用したのはこのような背景にあった。ともあれ、「黄帝」は早く世に問った「皇御国」

の旋律を借りたものであることがわかる。しかし、日本での数多くの唱歌の中から、「黄

帝」のメロディーはわざわざ「皇御国」を選んだのはおそらくなんらかの必然性も存在し

ていると筆者が思う。周知のように、激越、軒昂の歌はそのメロディーは早くて、うきう

きさせるものが多い、センチメンタルな曲はゆっくりして、低くて沈んでいるほうが多い。

「黄帝」の作曲はなぜ「皇御国」を選んだのかには究明する必要があろう。 

以下は作曲、タイトル設定、作詞者の面から二曲を比較していきたい。 

 

２、作曲について 
 

「黄帝」は梁啓超が亜雅音楽会285のメンバーの要請に答え、作詞したものである。梁啓

                                                   
285 『音楽之友』第７巻、第 3 号（1905 年 1 月、p23）に「亜雅音楽会」と題した記事がある。「光緒 28
年 11 月、沈君叔逵等は同時数人を集め、江戸留学生会館において講習会を開いた。開講して二ヶ月、

沈君は用事のため帰国してしまい、講習会も一旦中止となり、会員の曾志忞もまた帰国した。しばら

く経ってから、曾志忞は東京に戻り、音楽の研究に没頭した。沈君は上海にて学校音楽に尽力し、今
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超は音楽の門外漢と謙遜し286、選曲は依頼者側の音楽専攻者だと思われる。この亜雅音楽

会の創始者のひとりで、その中心であった曾志忞は梁啓超と交流があった。『新民叢報』

では、3 回にわたり、曾志忞に関する記事を掲載した。曾志忞は 1903 年東京音楽学校に

入学、近代音楽を専攻した初めての中国人である。曾志忞が編纂した『教育唱歌集』の旋

律は、ほぼ全てが日本で出版された唱歌集由来である287。梁啓超が『新民叢報』編集長を

務めたという事情を考慮すれば、「黄帝」の旋律を選択したのは曾志忞である可能性が大

きい。 

 一方、金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌』（上、明治編）で、「皇御国」は次のよう

に解釈される。「これは珍しく日本人の作詞・作曲（中略）曲は伊澤自身が付けたものと

され、「君が代」と「紀元節」の歌をまぜて作ったような感じの出来である288」。金田一ら

は「皇御国」の作曲は伊澤修二だと述べている。 

 西洋近代音楽における受容では、日本は中国と相似し、旋律は完全模倣から段階的な試

作、そして創作との過程を辿った。「皇御国」はまさしくその試作段階にあった曲であろ

う。 

 では、「皇御国」はいったいどんな感じの曲か。金田一は「「皇御国」は「君が代」と「紀

元節」の歌をまぜて作ったような感じであると指摘する289。「君が代」は日本の国歌で、

よく耳にするが、その曲風には雅楽の要素が含まれていて、緩慢で神聖感がただよう290。

梁啓超は「黄帝」の演奏を聞いて、「和平雄壮、深可聴（平和的で雄壮で、深く聴く価値

がある）」と評価した。「黄帝」と「皇御国」は同じ旋律のゆえ、雰囲気も相似するのはも

はや当然のことである。「皇御国」が表現した雰囲気はまさしく「黄帝」が求めるもので

ある。そのゆえ、「黄帝」は数多く唱歌の中から「皇御国」を選んだと思われる。しかし、

メロディーの決定はその曲のテーマと内容も関連するため、そのゆえ、なぜ「黄帝」とい

う曲は「皇御国」のメロディーを選んだのかを考える際に、その題名と歌詞の分析も必要

となる。 

 
３、タイトルから見る両者の異同 
 まず、「黄帝」と「皇御国」はタイトルから類似性があるように見える。黄帝は中国神

話中の人物である。梁啓超の「黄帝」が『新民叢報』に掲載された時期、日本在住の中国

人の間で黄帝熱が盛んであった291。在日中国人たちは黄帝に中国の悠久な歴史、神聖なる

伝統というイメージを見いだしていた。のみならず黄帝は漢民族の象徴として、「排満主

義」者（清朝の統治者満洲族を排除する）に利用され、国家統一のシンボルとして崇めら

れた292。 

                                                                                                                                                  
日に至っている。上海の一隅において音楽が隆盛を極めているのは、皆沈君の努力によるものであり、

また講習会の功績である。30 年 5 月、曾君は同好の士 50 余名を集めて再び音楽会を立ち上げ、これ

を亜雅音楽会と名づけた。同会は 30 年 5 月に成立したのであるが、実はその起点は 28 年の 11 月に遡

ることができる」。 
286 梁啓超『飲冰室詩話』人民文学出版社、1982 年、p59。 
287 前掲、張前『中日音楽交流史』p287。 
288 金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌』上、明治編、講談社、1977 年、p43。 
289 前掲、金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌』p97。 
290 今日歌われている国歌『君が代』は正式な旋律が採用されるまでは、複数の異なる旋律が存在した。

金田一春彦の『日本の唱歌』に収録された『君が代』は現今の日本国歌と同じ旋律である。 
291 石川禎浩は、1903 年東京在住の清国知識人の間で黄帝ブームが起きたと指摘している。「20 世紀初頭

の中国における“黄帝”熱」『20 世紀研究』第 3 号、2002 年、p3。 
292 黄帝と漢民族および国家の関係について、沈松僑「我以我血薦軒轅――黄帝神話与晩清的国族建構」

（『台湾社会研究季刊』28、1997 年）孫隆基「清季民族主義与黄帝崇拝発明」（『歴史研究』2000 年）

石川禎浩「20 世紀初頭の中国における“黄帝”熱」（『20 世紀研究』第 3 号、2002 年）などが挙げられる。 
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 「皇御国」では万世一系の思想が強調され、天皇と国家は同一関係という前提に立って、

日本男子が祖国の発展に尽力するという主張が含まれている。なお、「皇御国」は伊澤修

二編纂『小学唱歌集』（全 3 冊）の第二冊に収録されて、新島繁は『小学唱歌集』に収録

された唱歌は「堂々、溌剌たる詩精神を流露させていた」と肯定的な評価を与えつつも『小

学唱歌集』の歌詞に「概ね東洋道徳に基いた新しい国家主義、国権主義的な徳目が露骨な

までの教訓調をもって歌われているところには、何かチグハグな二重性の如きものが感じ

られないだろうか」293と批判する。ここで伊澤の当時の動静を見てみると、彼は明治 23

年 2 月 11 日、国家教育社を創立し、大いに教育社会を奮励せしめようとした。其趣旨は

国家教育の本義を証明し、忠君愛国の精神を発揮するにあった294。この国家教育社から伊

澤は『国家教育』という雑誌を創刊した。創刊号から天皇賛美を中心とした記事を巻頭に

置き、国家教育に天皇が果たす役割を強調していることが見て取れる。 

「黄帝」は中華民族の象徴を崇拝し、「皇御国」は日本の天皇を称揚する唱歌である。

黄帝像は日本天皇の写真“御真影”の影響を受けて創造されたものだと指摘した学者もい

るが295、その是非はともかく、少なくとも「黄帝」と「皇御国」にはいずれも近代国民国

家の建設において、国民を結束させようとした動機が如実に読み取れる。ただし、この意

図には当時音楽教育に携わった沈心工がすでに疑念を発表していた。 

 

日本は万世一系と自負しているが、これは我国の政府と異なるところである。而して

また立憲政権が立てられ、日本の全国民にこの歌を唱えと布告した。それは宜しいが、

我国の児童にこれを適用することはできない。また、敬神と聖人崇拝に関しても、適切

に行われるならば、愛国心が喚起され、自立心も培われるが、不適切に用いられたら、

ただ迷信と古人崇拝にすぎない。これは教育者が注意を払わなくてはならないところで

ある。296 

 

沈心工は、日中両国の政治基盤が異なるため、日本の音楽教育が果たした功能は中国に

も同様な効果を見込むことはできないと警鐘を鳴らした。このように、伝説の人物をテー

マにした唱歌は青年たちの愛国心を養い、自立精神を培うことは期待できるのか。巧みに

処理できなければ、沈心工の言うように、迷信、古人崇拝に陥るのではないか、という懸

念が残る。はたして、梁啓超は「黄帝」という困難な主題を扱うにあたり、作詞の面で如

何なる工夫を凝らしたか。 

 

４、作詞について 
 旋律が同一で、題名にも類似性が見られる「黄帝」と「皇御国」の相違は歌詞にある。

まず、「皇御国」の歌詞は、二人の合作と言われている297。第 1 節は加藤司書（1830～1865）

の作である。加藤は本名徳成といい、幕末の勤王家で、福岡藩士。慶応元年に私党を結び

不軌を謀るなどの嫌疑を蒙り、切腹を命じられ、司書これを聞いて神色変ぜず、自若とし

                                                   
293 新島繁「日本の唱歌」『文学』23 巻 12 号、1955 年）p1276。 
294 伊澤修二『楽石自伝 教界周遊前記』国会刊行会、1980 年、p172。 
295 石川禎浩「20 世紀初頭の中国における“黄帝”熱」『20 世紀研究』第 3 号、2002 年、p7。 
296 原文は「日本則以万世一系自夸，与我国政府不同，而又改為立憲政治，下達民隠。為日本国民者，

歌之咏之，固其宜也。而謂我国小児，能茹苦如飴乎。又敬神咏聖之事，用之適当，可使愛国，可使自

立，否則惟有迷信及崇拜古人而己，是在教育家之注意也。」である。沈心工訳『小学唱歌教授法』文

明書局、1905 年、p21。 
297 前掲『音楽之友』p42。 
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て命を拝し、博多の天福寺に至り、潔よく自刃したという298。つまり、「皇御国」の第 1

節は、勤王家の作詞で、その内容も作詞者の特殊な身分と境遇を反映している。本文の上

節では、沈心工が日中両国の唱歌教育の相違点を語る際、立憲君主制の日本でこのような

政治性に富んだ歌詞を教授してもよろしいと見解を表した。しかし、沈が注目しなかった

別の問題が発生する。 

 第 1 節の歌詞を見てみよう。 

 

皇御国の、武士は、 

いかなる事をか、つとむべき、 

ただ身にもてる、真心を、 

君と親とに、尽すまで。 

 

この歌はもともと『古今今様集』（加藤桜老編、聚星館、1878 年）に「武夫」という題

で掲載されていた。七五調の歌詞が表現するのは、日本の武士である。「真心を君と親に

尽くす」とは、即ち忠と孝である。明治期の近代国家建設には、儒教の教えが利用されて

いたことが歌詞創作をみてもわかる。 

「皇御国」の第 2 節は里見義（1824～1886）作詞による。 

 

皇御国の、男子らは、 

たわまず、折れぬ、心もて、 

世の生業を、つとめなし、 

国と民とを、富ますべし。 

 

「皇御国」を作曲した時点の伊澤は、文部省音楽取調係長を務めるかたわら『小学唱歌

集』を編纂していた。作詞は稲垣千頴、加部厳夫、里見義ら当時国学の大家に求めた。伊

澤が「皇御国」を作る際に、作詞者加藤司書はすでに逝去していたため、里見義に依頼し

た。伊澤は里見について「此人は世の中に前の両氏（稲垣千頴、加部厳夫――引用者注）

程知れなかったが、作歌については余程の有力者であって、氏の著作に成れる文法書など

もあり、又謡も上手であったからして、小学唱歌集中の謡には氏の作に係る者が多くある。
299」と評価している。 

里見の作詞は加藤司書の手法を援用している。歌詞中の「武士」が「男子」に変わった

ことによって、加藤司書の勤王志士の風格が読めなくなる。これは平民の世になって武家

階級そのものが消滅したからと思われる。加藤司書は武士の忠孝など精神性を重視する一

方、里見は「国と民とを富ますべし」のように経済、産業面を重んじているように映る。 

かような天皇と両親に尽くすという教訓、富国富民という崇高な理想は誰を相手に語っ

ているのか。実は、前述した通り、「皇御国」は『小学唱歌集』に収録されている。『小学

唱歌集』は題名通り小学生のための唱歌集であるが、果たして小学生らは意味内容をきち

んと理解できただろうか。答えは否である。「皇御国」も含めた『小学唱歌集』の歌詞は、

難解な文語で書かれていたからである。 

このような作詞法は教育現場ではどのような反応があるのか、ふたつの例を挙げてみよ

う。 

福島県が提出した意見書では「（『小学唱歌集』の）歌詞は古語雅語多くして中学程度の

                                                   
298 大橋微笑編『勤王家百傑伝』嵩山堂、1911 年、pp.315－317。 
299 前掲石川禎浩「20 世紀初頭の中国における“黄帝”熱」p75。 
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生徒にも解し難く小学児童には勿論適応するもの少し。題目も亦小学児童の実際生活に接

近せざるもの多し、曲節は平易快活なるもの及び勇壮活 なるもの少い。」300と述べてい

る。古典の用語が多く、小学生の実生活と関わりが薄い作品ばかりで、わかりやすく、活

溌で勇壮な曲がすくない、というのがその主旨である。 

また、山梨のある師範学校は「本校に於て採用せざる音楽学校藏版の唱歌集多々ありと

雖も、之等の多くは時勢の推移と共に陳腐の観を呈したると他に優良のもの出版せられた

るとに依り採用せざるなれば、之に對する意見を止め現に使用しつゝある唱歌集に對して

意見を述ぶる處あらんとす。本校に採用せる前期三種の唱歌集につきても往々不適當と認

めらるゝものあり左に之れを述ぶべし。小学唱歌集第二編、『鏡なす』『皇御国』『天津日

嗣』」301である」と意見書を提出している。時勢の流れに遅れた陳腐な作品として「皇御

国」を名指しで批判している。 

一方、梁啓超が作詞した「黄帝」の歌詞は「皇御国」より 2 節多い。なお、漢字三字の

「皇御国」にしても、日本語では「すめらみくに」の六音節となる。漢語は基本的に一字

一音が対応するので、同じく七五調の歌詞であっても「黄帝」が表現しようとする内容量

は「皇御国」よりはるかに豊富である。以下「黄帝」四章を列挙し、作詞の特徴を見てゆ

く。 

 

第 1 章 

赫赫我祖名軒轅，  赫赫たる我が祖は軒轅と名のり， 

降自昆侖山，    崑崙山より降
くだ

り， 

北逐 鬻南苗蛮，  北に 鬻を逐ひ 南に苗蠻， 

馳駆戎馬間。    戎馬の間を馳驅す。 

掃攘異族定主権，  異族を掃攘して 主權を定め， 

以貽我子孫。    以て我が子孫に貽
のこ

さん。 

嗟我子孫無忘無忘乃祖之光栄！  嗟
ああ

 我が子孫 乃祖の光榮を 忘るる無かれ 忘る

る無かれ！ 

 

第 2 章 

温温我祖名軒轅，  温温たる我が祖は軒轅と名のり， 

世界文明先，    世界文明に先んじ， 

考文教算明暦元，  文教を考へ、暦元を明らかに算し， 

還将医薬伝。    還
さら

に醫藥を傳ふ。 

科学思想尋厥源，  科學思想の厥源を尋ぬれば，  

文明吾 先。    文明 吾
われ

も先んず。 

嗟我子孫遺伝継続乃祖之光栄！  嗟
ああ

 我が子孫 乃祖の光榮を 遺し傳へて 繼續せ

よ！ 

                                                   
300「唱歌集編纂に就きての意見」其の 1、『音楽界』1 巻 4 号、帝国楽事協会、1908 年、p25。 
301 前掲「唱歌集編纂に就きての意見」其の 1、p26。 
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第 3 章、 

巍巍我祖名軒轅，  巍巍たる我が祖は軒轅と名のり， 

明徳一何遠，    明德 一
いつ

に何ぞ遠き， 

手辟亜洲第一国，  手は辟く 亞洲 第一の國を， 

布地金盈寸。    地に布く 金は寸に盈
あま

る。 

山河錦 爛其明，  山河錦繍 其の明を爛
かがや

かし 

処処皆遺念。    處處 皆な念を遺す。 

嗟我子孫保持勿堕乃祖之光栄！ 嗟
ああ

 我が子孫 乃祖の光榮を保持して 墮つる勿

れ！ 

 

第 4 章、 

縄縄我祖名軒轅，  繩繩たる我が祖は軒轅と名のり， 

血胤多豪傑，    血胤 豪傑は多し， 

秦皇漢武、唐太宗， 秦皇 漢武、唐の太宗， 

寰宇威 震。    寰宇に威  震ふ。 

至今白人説黄禍，  今に至り 白人 黄禍を説き， 

聞者顔為変。    聞く者 顏 爲に變る。 

嗟我子孫発揚蹈厲乃祖之光栄！ 嗟
ああ

 我が子孫 乃祖の光榮を蹈厲して發揚せよ！ 

 

各章は「黄帝」ではじまるが、その内容はけっして黄帝そのものを語るものだけではな

く、黄帝を漢民族の代表と見なして、漢民族の歴史を語っている。第 1 章では黄帝が周囲

の異民族を駆逐し、中原の主権を確定した人物だと語る。第 2 章では、古代中国の高度な

文明を讃え、科学思想の源流を遡れば、中国は世界の先駆けだったという。第 3 章では、

中国の豊饒な国土を歌い、第 4 章では、中国古代の名君を列挙し、今日の人々の発奮を促

す。そして、すべての章の 終句では、嗟という感嘆詞を使い、読者および歌う人の注意

を促し効果がある。この嗟という感嘆詞の有無の違いは、感情表現では大いに差が見られ

るからである。梁啓超の民衆を喚起する狙いがあり、その思いが強く働かせた原因だと思

われる。また、単にこの一箇所に限って「嗟」を使用したわけではなく、梁啓超は他の韻

文作品でも好んで使用した。たとえば、梁啓超はバイロンの The Giaour を抄訳した際に

も「嗟」を大量に使用した302。しかし、梁は自らの作詞に如何なる評価を下したのか。答

えは否定的だった。 

 梁啓超の紹介によれば、「亜雅音楽会の成立にあたって、わたくしは嘗て会員諸君の依

頼に応じ、『黄帝』の歌詞を作った。この会の初めての演奏会の、しかも 初にこの曲は

合唱された。平和雄壮で、深く聴くに値する、但し其の歌詞は精巧ではない303。 

「黄帝」はすでに曲が完成されていたため、それに合わせて詞を作る必要があった。加

えて、中国語は一字一音のため、同じ 13 の音素では、中国語が表現する内容が多くなる

                                                   
302 本論第三章第三節「梁啓超が訳した『弔希臘』と木村鷹太郎」を参照されたい。 
303 原文は「亜雅音楽会之成立，鄙人嘗応会員諸君之命，撰『黄帝』四章，該会第一次演奏，即首唱之，

和平雄壮，深可聴，但其詞弗能工也。」である。前掲梁啓超『飲冰室詩話』p97。 
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一方、詩句を如何に洗練するかは作詞者の手腕が問われるところである。しかし、実際に

梁啓超の歌詞を見てみると、きわめて豊かな古典的教養が盛り込まれた労作であることが

わかる。 

5 世紀の文芸理論書として著名な劉 『文心雕龍』「物色」篇に、すぐれた描写として

『詩経』の例を挙げて「故に灼 灼
しゃくしゃく

は桃花の鮮かなるを状
の

べ、依依は楊柳の貌を盡くし、

杲杲は出日の容を為し、瀌瀌は雪を雨らすの状に擬し、  
かいかい

は黄鳥の聲を逐ひ、  は草

蟲の韻を学び。」304とある。これはいずれも、 字で物の様子、状態を読者にいきいきと

伝える佳句として知られている。この詩句の優れたところはどこにあるのか？劉 は「少

を以て多を總べ、情貌遺す無し」305と述べている。つまり、わずかな言葉で多様な要素を

総合し、感情も形態も余す所なく表現できる。梁啓超も黄帝を形容するにあたり、 字を

用いた。たとえば、各章の首句は「赫赫我祖名軒轅、温温我祖名軒轅、巍巍我祖名軒轅、

縄縄我祖名軒轅」になっている。赫赫、巍巍、温温、縄縄などの 字の使用、音楽性に富

み、滑らかな調子を醸すのに功を奏した。 

一方、赫赫、巍巍、温温など古来よく偉人の風貌を形容する言葉を黄帝一身に集め、こ

れら黄帝の性格描写は、いずれも根拠のない想像にすぎず、詩句とリズムを合わせるため

に無理やり付け加えたという感もある。各章の結尾ではこの問題が顕著になる。「嗟我子

孫無忘無忘乃祖之光栄！嗟我子孫遺伝継続乃祖之光栄！嗟我子孫保持勿堕乃祖之光栄！

嗟我子孫発揚蹈厲乃祖之光栄！」の下線部はすべて同意重複である。これは、曲があらか

じめ用意されていたため、旋律と音節数を調和させる過程で生まれた問題である。同じく

梁啓超が作詞し、その後曲が付された「愛国歌」と比較すれば、修辞の違いは一目瞭然で

ある。その歌詞を「黄帝」と対照してみてみよう。 

 

泱泱哉我中華，   泱泱たる哉！ 吾が 中華。 

大洲中 大国。  大の洲中  大の國， 

廿二行省為一家。  廿二行省 一家と 爲す。 

物産腴沃甲大地 ， 物産 腴沃にして  大地に 甲
ひい

で， 

天府雄国言非夸。  天府の 雄國  言
ここ

に 誇りを 非
そし

らず。 

君不見，     君 見ずや， 

英日区区三島尚堀起，英日 區區たる三島より  尚ほ 崛起し， 

況乃堂堂吾中華。  況んや 乃ち  堂たる 吾が中華。 

結我団体，振我精神，我らが團體に 結ばれ，我らが精神を 振はし， 

二十世紀新世界 ， 二十世紀の 新世界， 

雄飛宇内疇与倫？  宇内に 雄飛し 疇
たれ

と倫
とも

にかせん。 

可愛哉我国民！   愛す可
べ

き哉！ 吾が國民。 

                                                   
304 原文は「故灼灼，状桃花之鮮，依依盡楊柳之貌，杲杲為初日之容，瀌瀌擬雨雪之状，  逐黄鳥之 

聲，  学草蟲之韻」である。日本語訳は戸田浩暁『文心雕龍』下、明治書院、1978 年、p620 か

ら引用。  
305 原文は「以少總多，情貌無遺矣」である。日本語訳は戸田浩暁『文心雕龍』下、明治書院、1978 年、

p620 から引用。 
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可愛哉我国民！   愛す可
べ

き哉！ 吾が國民。 

 

「愛国歌」は結尾を除き、重複は見られず、自由な形式の作品である。比較すれば「黄帝」

の作詞は中国古典から修辞の工夫を凝らしたものの、メロディに合わせるため、避けられ

がたい修辞上の問題がいくつ見られた。梁啓超の「其詞弗能工」（その歌詞は精巧ではな

い）という自己批判は各章の末尾に現れた同意重複に由来するからだと思われる。 

 

５、「黄帝」と「皇御国」の創作目的 
 「黄帝」と「皇御国」はいずれも当時日中両国きっての知識人の手による唱歌であるが、

如何なる目的で作られたものか。 

「皇御国」は日本国の天皇の神聖なる要素が挙げられることに鑑みた、訓戒調の唱歌の好

例である。ただし、なぜ伊澤は音楽教育を国家と結びつけたのか。 

この問題に解答を与えるには、彼の経歴および「皇御国」の創作経緯を分析する必要が

あろう。 

 

  伊澤修二、号楽石、嘉永四年（1852）6 月 29 日信濃（長野）国伊那郡高遠藩士の家

生まれる。6、7 歳の頃藩の進徳館に入学し、読書算の普通学を学び、12、3 歳の頃には、

四書五経の素読を終わり、八家文の無点本を読破し詩文を能くした。明治 7 年 3 月、同

郷の先輩辻新次の推挽によって、弱冠廿四歳にして、官立愛知師範学校長に任ぜられた。

明治維新後、高遠藩貢進生に選抜されて大学南校に入学した。明治 8 年（1875）師範学

科取調べのためアメリカに留学。マサチューセッツ州立プリッジウォートル師範学校で

は、ボイデン校長は特別に音楽を免除しようという恩典が出た。これは、かえって、負

けん気の伊澤を刺激し、その恩典を潔しとしなかった。当時ボストン市における有名な

る音楽教育家メーソンに音楽を学んだ。1878 年帰国、以後文部官僚として近代公教育

体制の確立に努めた。とくに、師範教育、特殊教育、体操教育の創始、発展に多大の貢

献をなし、教科書の編纂にも尽力した。また、国家教育の実現を主唱し、1890 年国家

教育社を創設し、翌 1891 年文部省を退官したが、以後国立教育期成同盟会（1892）、学

制研究会（1894）を次々と組織、民間教育運動の中心人物として活躍した。306 

 

 伊澤の履歴を見ればわかるように、彼は音楽教育を近代国家教育の一環として位置づけ

た。そのため、彼が編纂した文部省審定の『小学唱歌集』では、「五常の歌」（五常は仁、

義、礼、智、信）、「五常五倫の歌」（五倫は父子親あり、君臣義あり、夫婦別あり、長幼

序あり、朋友信あり。）など、儒教的な徳目を強調する歌が多く含まれている。「皇御国」

は「君が代」や「天長節」などと同様、忠君愛国の精神が込められていた歌の代表と言え

る。 

 伊澤は、『音楽取調成績申報書』にて国家主導の音楽教育の成果を報告し「音楽と教育

との関係」なる一文で、「長短二音階の関係」、「健康上の関係」、「道徳上の関係」など三

つの側面から唱歌教育の目的を語った。「道徳上の関係」については、音楽は人間の本性

に深く関わっていると主張し、次のように述べている。 

 

 音楽は人性の自然に基き、其心情を感動激触するものにして、喜悦の歌曲は人心を喜

                                                   
306 伊澤修二の経歴については上沼八郎『伊澤修二』吉川弘文館、1962 年参照。 
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ばしめ、悲哀の歌曲は人心を悲歎せしむ等の如く、一も心情の感動を生ぜざるものなし。

故に正雅の歌を歌うときは、心自ら正し、和楽の音を聞くときは、心自ら和らぐ。心和

ぎ正しきときは、邪悪の念、外より入る能わず。心に邪悪の念なきときは、善を好し悪

を避くるは人の常なり。是を以て心を正し、身を修め俗を易うるは、音楽に如くものな

し。古語に曰く「礼楽不可以須臾去身」と。聖賢の礼楽を重んずる、其れ斯の如し。307 

 

伊澤は外国で近代西洋音楽を修得したにも関わらず、音楽と道徳上の関係を論証するに

あたって、その根拠を中国の古典に求めた。「礼楽不可以須臾去身」の出処は『禮記・樂

記』第 19 節にある308。伊澤は自伝で、「12、3 歳の時既に四書五経の素読及講義を了り、

それより和漢歴史唐宋八大家文の無点読誦を為し、余暇には詩を作り文を属し、又和歌俳

諧の道にも心を寄せた。309」という。彼の音楽理論も幼少期に培った漢学の素養に基づい

ている。しかし、中国の古典は個人の教養に重点を置く傾向にあり、道徳と国家に結びつ

けようとする伊澤は、その理論を強固にするため、西洋にも目を向けた。 

伊澤はナポレオンの「音楽は人情上に至大の感化を興し、人心上に非常の勢力を及ぼす

ものなり。故に政府は、音楽の一学術に就ては、他の諸学術に於けるよりも一層奨励する

を勉むべし。名家の作に係る道徳上の歌曲は、深く人心を感動せしむること、道徳を論ず

る書の、唯智力に訴うるものの比にあらざるなり310」を引用し、『小学唱歌集』中の曲を

分類し、「尊王愛国の赤心を喚発せしむるものには、「君が代」「皇御国」等の如く311」と

述べている。 

翻って「黄帝」は如何なる目的でつくられたのか。西学東漸という歴史転換点に立ち、

啓蒙主義風潮の社会環境の中で、中国の学校唱歌は新しい国民の創設に一役を担った。当

時の唱歌集を翻って見ると、歌詞に道徳性を盛り込んだ作品は少なくない312。日本に留学

した中国人留学生らは、盛んに行われている日本の音楽教育に触発され、唱歌の中国バー

ジョンすなわち学堂楽歌の創作を始めた。そして彼らは当時在日中国人社会で絶大な影響

を持っていた梁啓超に作詞を依頼した。梁啓超自身は詩人で、作詞は彼にとって、必ずし

も無理な要求ではなかった。実際に横浜大同学校、亜雅音楽会に作詞が梁啓超に依頼され

る前、彼は『20 世紀太平洋歌』（1900 年）などの歌を作った先例があるから、後進からの

依頼に喜んで応じた。かつ、音楽教育の意義を闡明する論説を『新民叢報』の「飲冰室詩

話」に掲載し、中国の音楽教育の進歩に期待した。 

梁啓超は「国民の品質を改造しようとするならば、則ち詩歌、音楽が精神教育の一要件

                                                   
307 伊澤修二編著、山住正己校注『洋楽事始 音楽取調成績申報書』平凡社、1971 年、pp.110－111。 
308 その一節「君子曰、禮楽不可斯須去身。致楽以治心，則易直子諒之心油然生矣。易直子諒之心生則楽，

楽則安，安則久，久則天，天則神，天則不言而信，神則不怒而威。致楽以治心者也。致禮以治躬，則

莊敬。莊敬則厳威。心中斯須不知不楽、而鄙詐之心入之矣。外貌斯須不莊不敬，而易慢之心入之矣。（君

子曰く、禮楽は斯須も身を去る可からず。楽を致して以て心を治むれば、則ち易直子諒の心油然とし

て生ず。易直子諒の心生ずれば則ち楽む。楽めば則ち安し。安ければ則ち久し。久しければ則ち天な

り。天なれば則ち神なり。天は則ち言はずして信じ、神は則ち怒らずして威る。楽を致して以て心を

治むる者なり。禮を致して以て躬を治むれば則ち莊敬なり。莊敬なれば則ち厳威なり。心中斯須も知

せず楽まずして、鄙詐の心之に入る。外貌斯須も莊ならず敬ならずして、易慢の心之に入る）」日本語

訳は『禮記』中、pp.598－599 から引用。 
309 前掲伊澤修二編著、山住正己校注『洋楽事始 音楽取調成績申報書』p3。 
310 前掲伊澤修二編著、山住正己校注『洋楽事始 音楽取調成績申報書』p112。 
311 前掲伊澤修二編著、山住正己校注『洋楽事始 音楽取調成績申報書』p113。 
312 曾志忞『教育唱歌集』（訂正三版、国立民族学博物館蔵本、奥付がないため、出版社不明、1905 年、）

の「老鴉」（龍毓 作詞）「馬蟻」（曾志忞作詞）はその典型である。平凡な動物の歌であるが、烏の返哺

の恩、蟻の団結の精神を強調した。 
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となる。此れは有識者であれば誰でも知っていることである。」313と述べている。これは

音楽の国民精神改造のみを視野に入れ、音楽の美学意義を無視した教育観と言えよう。音

楽の道徳性の涵養を重視する点、そして、音楽は国民の品質を改造する面では、梁は伊澤

との理論構成が同じである。かつ、梁啓超の音楽理論成立の根拠は伊澤と同様に古代中国

の楽学に求めた。 

 梁啓超は、中国の礼楽の発達は早く、『詩経』、『楚辞』の「招魂」、「九歌」、漢代楽府の

「大風歌」、「柏梁」、唐の絶句、宋詞、元曲などの例を挙げ、とりわけ古代では、詩と歌

は密接に関連していたと説いた。「凡そ文章は律があれば、それを詩と謂う、詩を声に出

せば、歌を謂う、詩は歌わない者はない」、韻文の大半は作曲ができるという。しかし、

清朝以来、「音律の学は、士大夫が皆見向きもしなくなり、先王の音楽の教えは全て諸教

坊や優伎の手に委ねた」314音楽を教坊優伎に委ねた結果、音楽が衰靡し、俗謡が蔓延った

と梁啓超は嘆く。彼によれば現時点の中国の文学者が国民には何の影響も与えられない現

状は「不得不謂詩与楽分之致也（詩と楽の離れに起因すると謂わざるを得ない）」という。

そのため、梁啓超は人民を啓蒙する責任を感じ取り、作詞の依頼を快諾し、詩人として社

会に果たすべき責務に乗り出したのである。 

  

結び 
 
 以上のように梁啓超は、学堂楽歌の制作に乗り出し、「黄帝」の作詞を関連する事情に

ついて検討を行った。梁啓超は中国近代啓蒙思想家という人物像がかなり定着したが、し

かしながら彼は実践者としての一面、特に日本との関わりを視野に入れた論考は決して多

くはない。その故、梁啓超が置かれた明治日本というコンテクストの下に、理論と実践の

両方面を考察する必要がある。 

 また、唱歌における創作の問題を考える際、曲譜、歌詞を分析するだけでなく、それら

に関わる受容した作曲者、作詞者の個人体験、およびその曲の背景にあった形成要因と受

容した曲を比較しながら、総合的に鑑みて分析することによって、受容した曲の形成に対

する理解も深くなり、有効な視点を提供することができるといえるのではなかろうか。こ

の方面において『学堂楽歌考源』は疑いなく先駆と見なされるが、この著作は中国の学校

音楽における曲譜の源流を明らかにしただけにとどまり、原曲は如何に形成され、中国の

学校音楽は如何に受容したのか、この方面に関する研究課題はなお残されている。そのた

め、今回扱った梁啓超が作詞した「黄帝」は、彼の音楽実践の中において、 も代表的な

もので、その時代性、彼の創作理念を如実に反映したものと言えるだろう。本論において、

梁啓超の音楽作品創作における「黄帝」と「皇御国」の比較を中心に、その受容した点を

述べつつ、梁啓超が作詞の中で、「皇御国」とは異なる表現手法を用いて、修辞の独自性、

国民国家の建設における思想の啓蒙性を音楽という表現形式の実践に通じて示したので

ある。 

 

 

 

 

                                                   
313 原文は「蓋欲改造国民之品質，則詩歌音楽為精神教育之一要件，此稍有識者所能知也。」である。前

掲梁啓超『飲冰室詩話』p59。 
314 原文は「凡律其辞則謂之詩，声其詩則謂之歌，詩未有不歌者也。」「音律之学，士大夫無復過問，而

先王楽教，乃全委諸教坊優伎之手矣。」である。梁啓超『飲冰室詩話』p59。 
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終章 結論 
 
 本論文は梁啓超の日本滞在期における文筆活動を中心に、日本を媒体とした西洋文明の

受容の状況について二部に分けて論じたものである。 

 第一部では、渡日時の梁啓超が直面した問題とその解決法について考察した。日本に亡

命した梁啓超にとって、西洋文明を受け入れるには、まず日本語の習得が必要とされた。

来日してまもなくの梁啓超が直面した問題は、いかに早い段階で日本語を修得するかであ

った。そこで、彼は『和文漢読法』を世に広めた。『和文漢読法』はその誕生から今日ま

での百年間、様々な評価を受けてきたが、総じて中国人が日本語を学ぶ入門書の一つとし

て注目されてきた。第一章では、『和文漢読法』を実際に用いた人物の狙いとその活動の

内面を明らかにすることで、『和文漢読法』の評価が分かれた原因について分析を行った。

その結果、当時の中国の社会状況、日本語を学ぶ人々の心理、明治時代の日本語表記の特

徴などに原因があることを見出した。 

『和文漢読法』の発売当時には、蔡元培（1868～1940）が教育の現場で用い、大きな成

果をもたらした315。1930 年代に至ると、周作人（1885～1967）は大衆文学という文学理

念を主張し、日本文化の独自性を強調するため、『和文漢読法』を評価する文章を書いた316。

周作人は、発売当時に比べて、日本語に変化が見られ、すでに『和文漢読法』を適用でき

なくなっていたと強調している317。 

 90 年代に入ると、『和文漢読法』に関して、様々な分野の研究者により異なる視点から

の評価がなされた。夏暁虹氏は文学・史学の視点、徐一平氏は日本語教育史の視点、陳力

衛氏は言語学の視点からそれぞれ評価を下している318。 

また、古田島氏は、これまで日本人による『和文漢読法』の評価はなかったと発言した

が、筆者はこれに疑問を抱き、関連資料を調べたところ、『和文漢読法』の発売当時書か

れた日本人による評価文を発見した319。第一章第二節では、無窮会図書館が収蔵している

『和文漢読法』と今回筆者が発見した船津蔵本との関係を考察した。無窮会本はこれまで

発見された も古い版の『和文漢読法』とされていたが、船津本と比較した結果、船津本

の方がもっと古いことが明らかになった。それだけではなく、船津本の所有者、船津輸助

は梁啓超の創立した東亜商業学校の日本人教師であり、中国人に対する日本語教育の現場

で『和文漢読法』を使用していたことも重要である。また、船津は実践的な観点から『和

文漢読法』を評釈しており、漢字語習得の難しさに理解を示し、『和文漢読法』が清国人

の日本語学習に効果があると証言している。つまり、船津のように、梁と同時代に身を置

く人には、『和文漢読法』が実践面で速効性があることが証明されていたのである。 

『和文漢読法』などの日本語学習速成本の流行により、日本語の習得が容易になったた

                                                   
315 本論第一章第一節を参照されたい。 
316 周作人「和文漢読法」『苦竹雑記』実用書局、1972 年。 
317周作人「和文漢読法」『苦竹雑記』実用書局、1972 年、ｐ260。 
318 本論第一章第三節を参照されたい。 
319 「船津輸助蔵『和文漢読法』と梁啓超」『東洋文化』107 巻、2011 年。 
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め、自ら翻訳に取り組む人が増加し、質の悪い翻訳が多く出まわるようになった。訳書の

質の問題は西洋文明とその思想の受容に直接関わる重要な問題であるため、梁啓超は打開

策を求め、日本側に協力を求めた。第二章では、明治期に日本書の漢訳に手がけた日本側

の団体を取り上げ、日本書の漢訳問題をめぐる議論を考察した。 

日本書の漢訳問題をめぐっては日中双方に先行研究があった。中国の先行研究には、一

方的に中国が弱国と考え、欧米と日本から版権を迫られたため対抗措置を取る、という視

点での研究が多く見られる320。 

一方、日本の先行研究では、翻訳にまつわる権利の問題について、海賊版図書や、条例

の不備、法制度整備の遅れなどを取り上げ、中国側に内在する難点に重きが置かれてきた

感が否めない321。 

そのため、本論文では、日本人が日本書を漢訳して中国側に提供する「協力者」となっ

た事例を提示した上で、明治期における漢訳日本書をめぐる日中間の議論を手がかりに日

本書の翻訳問題について考察した。結論としては、日本書の漢訳は、単にどちらか一国の

問題ではなく、日中協同で行った活動と考えるべきである。しかし、これでもなお、訳書

の版権問題が残される。第二章第二、三節では、梁啓超と天野為之の間でなされた版権問

題についての交渉を中心に検討した。梁啓超が『清議報』第 13 冊に天野為之の論文「支

那に版権制度を布くの策」の漢訳を掲載し、それについての評論文を発表した。 

梁啓超と天野為之の間の版権問題についての交渉の発端となる「支那に版権制度を布く

の策」の漢訳と評論を中心に検討したところ、梁啓超が『清議報』に掲載した天野為之の

文章には改訳、削除された箇所があることが判明した322。それらの箇所からは、梁啓超が

版権問題について抱いていた見解が読み取れる。梁啓超は皇帝中央集権の下に改革変法を

実施してきたいわゆる“改良派”に属していたため、“改良”という信念が終始念頭にあり、

変法失敗後、日本に亡命してもその信念は変わらなかった。当時日本では、一部の日本人

が日中連結を唱え、中国の近代化を助ける活動に乗り出しており、その一環として日本書

の漢訳があった。天野為之は、版権の頒布によって質の良い訳書を提供するという主旨の

版権論を発表し、梁啓超はそれを歓迎する意思を表明した。 

梁啓超は版権の導入における訳書の重要性を繰り返し強調した。どのような書物を翻訳

すべきかについては、天野為之が提示した教科書類には、梁啓超は異議を呈し、国家・社

会の理論書の翻訳を筆頭に挙げて優先すべきと反論した。当時の日本と中国は、同じく西

洋文明を受容する立場に立ってはいたが、それぞれの発展段階に差があったたため、版権

についての受容の仕方も異なっていたのである。 

梁啓超は早い段階で版権の導入に積極的な態度を示した323。梁啓超の版権論には、質の

                                                   
320 本論第二章第一節の序言を参照されたい。 
321本論第二章第一節の序言を参照されたい。 
322本論第二章第二節を参照されたい。 
323 「在 1902 年中日修訂商約談判期間，大清朝野包括中国文教出版界都対加入版権保護条款諱莫如深，

一片反対之声。包括朝臣張百煕，劉坤一，在野人士蔡元培，張元済都表示出了堅決的反対意見。但在

此前，梁啓超『清議報』的文章却対中日訂立版権条約表示賛同，並顕示出了一定程度的熱心。還唯恐

日本当局在這個問題上動作遅緩，主張日本速提此議」李明山「梁啓超：近代中国倡導版権第一人」『編

輯学刊』2003 年第一期、ｐ37。 
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良い国家・社会類の訳書を通じ、社会変革と民衆啓蒙を推進する狙いがあった。 

梁啓超の版権論をめぐっては、これまでは「梁啓超は版権制度に賛成していた」という

李明山氏の見解があったが、筆者はこれに疑義を感じ、考察を行った。 

1899 年 3 月末に天野為之が『東洋経済新報』に「支那の版権を布くの策」を掲載して

日清共同の洋書翻訳事業を論じると、戊戌の変法に失敗し日本亡命中の梁啓超も即座に

『清議報』誌上で賛同し、天野と面会した際も、彼を師と仰ぎ、その理論を実現するため

に奔走する旨を表明した。だが、同年 5 月に発表された天野の「再度支那に版権を布くの

策を論ずる」では、清国人民へ政治経済などに関する小冊子を発行する、といった主旨に

変わっていた。これに対し、梁啓超は「優秀な知識人に高度な専門書を提供する制度を、

長期的かつ段階的に施行すべし」と望んでいたため、これ以降、両者の見解は徐々に乖離

するようになった。 

1900 年の義和団事件と辛丑和約の締結以降、日本を含む列強諸国が清国分割政策を推

進すると、1901 年 10 月 25 日、天野が実名で「支那に版権を布くの策」という覇権主義

的色彩を帯びた論文を発表した324。この後、1904 年の「日清（両国間）追加通商航海条

約」締結に至るまで、天野は日本の貿易業界と出版業界の利益を確保するための版権制度

を世論に訴える。さらに逡巡する日本の外務省を批判し、日本語の書籍を清国に直輸出し、

長期的には中国の青年知識人の考えを変えるべきだと主張していた。 

1902 年 1 月 25 日に天野が自国の実業界に向けて「日清版権同盟が日本の実業に及ぼす

永遠洪汎の利益を論ず」を発表すると、梁啓超は翌月発行の『新民叢報』2 号で天野を名

指しで非難した。梁は清国人による、清国人のための洋書翻訳事業を訴え、ついで日本側

のスローガン「保全支那」、「開発支那」の虚偽を暴き、 後に「日本人の漢訳西書は効果

がない」325と結論づけた。 

以上の議論を踏まえると、筆者は先述の李明山の見解には同意できない。梁啓超は、日

本の経済学者天野為之が唱えた「清国知識人を啓蒙するために日清共同で洋書翻訳を行う」

旨の版権制度論に賛同したが、天野が日本の東アジア制覇を側面支援するかのような版権

制度論を訴えると、これを激しく非難する方向へと改めた、との結論に至った。 

以上の経緯を通じて、梁啓超にとっては、日本経由による西洋思想受容の困難さが浮き

彫りになった。そのため、日本側の協力を求める一方で、自らの手による翻訳の探求も日

本滞在期における梁啓超の文筆活動の重要な側面となった。 

第二部では、梁啓超自身が西洋思想をいかに受容していったかの解明を試みたものであ

る。これまであまり注目されてこなかった梁啓超の訳詩と日本詩壇の関連、及び梁啓超の

音楽教育思想と明治期の日本唱歌の関係を考察した。 

第三章第一節では梁啓超が訳したバイロンの名詩 The Isles of Greece と日本人との

関連を解明した。筆者は「梁啓超の訳は日本語訳からの重訳だ」という魯迅の推測にヒン

トを得て326、明治期日本のバイロン作品の関係資料の中から、今日ではほとんど注目され

ていない木村鷹太郎の作品『文界之大魔王』に「哀希臘」という訳詩を見つけた。そして

両訳を比較検討した結果、梁啓超は木村鷹太郎のこの訳詩を参照したことが判明したので

ある327。 

これにより、魯迅の推測について確実な論拠が得られた。木村鷹太郎の訳詩の存在が確

                                                   
324 天野為之「支那に版権を布くの策」『東洋経済新報』第 211 号、1901 年 10 月 25 日。 
325 梁啓超「是何誠心」『新民叢報』第 2 号、1902 年 2 月 22 日。 
326魯迅「雑憶」「『新羅馬伝記』中的訳文也嘗伝誦一時，雖然用的是詞調，又訳 Sappho 為「薩 波」証

明這是根拠日文訳本的重訳」『魯迅全集』第 1 巻、人民文学出版社、2005 年、pp233-234。 
327 本論第三章第一節を参照されたい。 
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認されたことで梁啓超の訳詩と比較することができ、梁啓超が単に木村訳を参照しただけ

ではなく、相当に書き直したことも明らかとなった。梁啓超は木村の作品中の The Isles 

of Greece(中国語訳名「哀希臘」)に注目し、その詩に含まれた「奴隷性から脱却」、「国

民の自立が国家の独立へとつながる」という思想性の存在を読み取り、それを訳した。 

また、筆者は、梁啓超が訳したバイロンの長編叙事詩 The Giaour の断片と木村鷹太郎

の翻訳を比較しながら、梁訳の独自性について論じた。梁啓超の翻訳には、原作の正確な

理解には不十分な点があることは事実であるが、本論文で検討した結果、詩の全体の雰囲

気、修辞の改変、省略の補足など、読者を意識して改訳した箇所が数多くあることが判明

した。つまり、詩人でもあった梁啓超は、自身のもつ豊かな感性を生かして詩の再構成を

行った。翻訳とは原著者の意図の伝達が第一義である、とすれば、梁訳は明らかに欠陥が

あると言わざるをえないが、救国を第一とした文芸理念を抱いていた彼は、中国語の表現

力を十分に生かし、人々の感動を誘う詩へと訳し直したのである。 

ここで個々の作品の検討から総論に戻り、梁啓超と木村鷹太郎の双方のバイロン観を比

較した。明治期の日本ではバイロンの全体像が明らかになっていただけでなく、バイロン

の精神を受け継ぎ、文学作品の創作や思想界の改造にも活用され、バイロンの受容は百家

争鳴の活発な様相を呈していた。このようなバラエティに富んだ日本のバイロン受容の状

況の中で、梁はなぜ木村鷹太郎のバイロン作品を選んだのか、という根本的な問題があっ

た。筆者の検討の結果として、両者のバイロン観は異なるものの、梁が求めていた「外国

の精神をわが詩に取り入れよう」328という理念が木村の『文界之大魔王』中のバイロンの

訳詩が明らかになった。 

 バイロンの「The Isles of Greece」の翻訳にあたって、木村は直訳の手法を用い、そ

の詩を忠実に完訳した。対照的に、梁啓超は意訳と抄訳の手法を用い、誤訳が目立ってい

る329。両者を検証して判明したのは、梁に外国の知識、とりわけギリシャに関する知識の

欠如していたことである。さらに、抄訳の手法により、梁にとって重要と思われる詩句を

選び出したと同時に、不適切と思われる部分を省略していた。この取捨選択は彼の文芸観

の表れだけでなく、異なるバイロン観の反映でもある。当時、国内外の環境の変化はそれ

ぞれ両国の文壇で活躍していた二人に大きな影響をもたらした。木村鷹太郎は日本主義を

掲げ、対外進出の歩みを加速するため、バイロンを用いた。これに対して、列強による分

割の危機にさらされていた中国では、国民の団結、外国の侵略に対抗することが第一義と

なり、梁啓超は、弱小国を助ける英雄、正義に満ちた国際主義者としてバイロンを用いた

のである。 

梁啓超の訳詩についての分析からわかるように、彼の西洋受容の独自性は詩の芸術性を

捨象し、その精神性を重視したところにある。同様に、音楽教育の面でもこの傾向が見ら

れる。彼が作詞した学校唱歌には日本の旋律が取り入れられ、歌詞には中国人に欠けてい

た愛国心や尚武の精神を付与し、音楽教育における徳性の涵養を重視している点が特徴的

である。梁啓超は音楽と国民性の涵養を結びつけ、国民の尚武精神の養成には軍歌がふさ

わしいとして着目した。しかし、彼が軍歌の鼓吹するに至るまでには長い道のりを経てお

り、試行錯誤の末に辿り着いたのである。それは、中国人が尚武精神に欠けることを日本

での実体験で中国との比較によって悟ったことである。中国人の「文を尊ぶ、武を蔑む」

性格を変える手段として、当時、日本で流行していた軍歌に着目した。劇曲や詩話などに

おいて、軍歌を鼓吹し、創作に取り入れた。 

                                                   
328 「詩界革命，謂必取泰西文豪之意境，之風格，鎔鋳之以入我詩」『新中国未来記』第四回、『中国近代

珍稀本小説』春風文芸出版社、1997 年、p542。 
329 本論第三章第一節を参照されたい。 
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本論文では、具体的には、梁啓超作詞の唱歌「黄帝」が日本の唱歌といかなる関係にあ

るかを考察した。梁啓超の音楽作品創作における「黄帝」と日本の学校唱歌「皇御国」の

比較を中心に、どの点を受容したかを検討した結果、梁啓超が作詞中で「皇御国」とは異

なる表現手法を用いており、修辞の独自性、国民国家の建設における思想の啓蒙性を音楽

という表現形式を通じて示していることが明かになった330。 

 梁啓超は 14 年間にも及ぶ亡命生活を日本で送った。その経歴からして日本との関係が

極めて深かったが、今日までの梁啓超と日本の関連をめぐる研究はその実態に沿うものと

は言えなかった。日本での先行研究は京都大学人文科学研究所が 1999 年に出版した『共

同研究：梁啓超―西洋近代思想受容と明治日本』があるのみである。これは梁啓超の政治

思想を中心に論を展開しており、日本的要素を積極的に取り入れるという梁啓超像の一側

面しか描けなかった。日本の役割を強調しすぎる傾向が見られ、梁啓超自身のことや、中

国文学から彼が受けた影響は十分に考慮されていないように思われる。本論文はこのよう

な先行研究の問題点に注意を払いつつ、社会環境と個人の主観的能動性に注目し、彼の日

本語教育観、版権論、訳詩、音楽（作詞）など多方面に論考の範囲を広げ、より立体的な

梁啓超像を築きあげようと試みたものである。これによって得られた結論では、梁啓超の

西洋思想の受容においては、日本からの影響が確実にあったが、日本側が果たした役割を

過大に評価してはならない。彼自身の主観性と中国文学の素養がより大きな役割を果たし

たことを見逃してはならない。梁啓超、日本、西洋の三者の関係で言うと、日本側は素材、

題材の提供を中心に役割を果たしたことにとどまり、梁啓超自身は受容した西洋の思想を、

中国の現状を十分に考慮した上で、彼の考える中国の近代化に適合するような思想に再構

成したのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
330 本論第四章第二節を参照されたい。 
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付録一 
 

梁啓超は『墓中呼声』を訳したか 

－リサールの絶命詞をめぐって－ 

 

はじめに 
 

 人民文学出版社 1981 年版『魯迅全集』第一巻、雑文集「墳」を見ると、「雑憶」と言

う文章の中で、次のような注釈が付されている。 

 

  リサール（Ｊ.Rizal.1861～1896）ふつう、漢訳「黎薩」。フィリピンの作家、民族

独立運動の指導者。1892 年、「フィリピン連盟」を結成し同年逮捕された。1896 年、

再度の逮捕の後、スペインの植民政府に殺された。著作に、長編小説『我に触るる

なかれ』、『蜂起する者』がある。彼の辞世の詩「わが 後の別れ」は、梁啓超によ

って中国語に訳され、「墓中の呼び声」と題された。331 

 

注目すべきことは「リサールの辞世の詩」は梁啓超によって初めて中国語に訳され、

その題目は『墓中呼声』である。 

梁啓超の訳詩はごく少数だが、この注釈は貴重な情報を提供している。ただ、筆者の

管見の限りでは、梁のこのリサールの絶命詞の訳詩はどこにも見当たらない。また魯迅

が書いた「雑憶」にて「フィリピンの文学者でスペイン政府に殺されたリサールがいた。

彼の祖父は中国人であり、中国でも彼の辞世の詩が訳されていた。」332という証言から、

魯迅の日本留学（1902 から 1909 まで）当時、その訳詩はすでに存在していた。結局、

その詩の訳者は誰かについて魯迅は明言せず、疑問を残した。 

 しかし、この注釈では、はっきりとリサールの絶命詞は梁啓超によって訳されたと書

かれている。現在までにその訳詩は発見されていない。梁啓超の訳詩は、魯迅にも言及

されたように清末において、多くの中国人に感動を与えた。そのため研究する価値も大

きく、関係する研究者の注目を集めている。 

 筆者は 初 2005 年版の注を見て、その疑問を抱き、関連資料収集の過程の中、いくつ

かの事実を明らかにできた。小論ではそれを公表し、関係研究者と検討していきたい。 

 

 

１、リサールの経歴と彼の絶命詞 
 

 リサールの絶命詞は梁啓超が訳したかどうかという事実を検討する前に、リサールお

                                                   
331 『魯迅全集』第 1 巻、人民文学出版社、1981 年、p227。訳文は『魯迅全集』第 1 巻（学習研究社、

1986 年）pp.294－295 を参照した。 
332 『魯迅全集』第 1 巻、人民文学出版社、1981 年、p221。 
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よび彼の絶命詞について簡単に触れる必要があると思われる。 

 安井祐一氏の著作『ホセ・リサールの生涯』によれば、次のとおりである。 

 

  ホセ・リサールは 1861 年 6 月 19 日、フィリピンのルソン島、マニラ市南東郊外に

あるラグナ県カランバ村で生まれた。サント・トマス大学医学部を修了して後、スペ

インにわたり、マドリート大学で医学と哲文学を学んだ。マドリードでの学業を修了

し、医師、社会学者、語学者となったリサールは、学問への情烈はやみがたく、ひき

つづき、パリー大学で眼科学とフランス語を研究した。1886 年 2 月から 1887 年 5 月

まで、ドイツのハイデルベルグ、ライプッイヒ、ベルリンの各大学で、医学、社会学、

言語学を研究した。ヨーロッパの自由主義思想に触れ、留学中の 1887 年にフィリピン

でのスペイン悪政をあばき、フィリピンの将来の向上を目指した小説『われに触れる

な』を出版して大きな反響を呼び起こした。帰国後郷里で、小作料値上げ反対運動を

組織してスペイン当局から弾圧を受けた。やむなく国外脱出したリサールは急進的な

思想をこめた『反逆』（1891）を発表し、フィリピンの改革運動に勢いを与えた。香港

で医者となったあと 1892 年マニラに戻り、フィリピン民族同盟を結成して、社会改革

を目指したが、スペイン当局は彼をダピタンに流刑した。1896 年にフィリピン革命が

おきると、その責任者はリサールであるとしてとらえられ、12 月に処刑された。333 

 

  魯迅は 1925 年 6 月 16 日に書いた「雑憶」一文の中で、中国ではリサールの絶命詞

を訳したことに言及していた。その処刑される前に書かれた絶命詞は彼の代表作となり、

それは、中国語に訳され、中国では大きな反響を呼び起こした。魯迅は二回にわたり、

彼の文章の中でリサールを取り上げた。 

 

  このごろには、また、一つの偏見があって、皮膚の色が黄色でさえあれば、特別に

強い関心を寄せたものだった。現在の某国は当時はまだ亡びていなかったので、私が

も注意したのはフィンランド、フィリピン、ベトナムの事と、往時のハンガリーの

事であった。ハンガリーとフィンランドには文人も多く、声も も大きかったが、フ

ィリピンについてはリサールの小説一冊が手に入っただけだった。334 

 

 また、『墳』「雑憶」の中で引用していることは先述した。 

 

２、先行研究を吟味する 
 

 梁啓超がリサールの絶命詩を訳したかどうかさえ判定できない状況の中で、先行研究

では、すでに梁がその詩を訳したという見解が定着したかのように見える。 

 『国外文学』1983 年第 4 期に掲載した凌彰氏の論文「東海的壮歌――論黎薩爾的絶命

詩」では、こう記述している。 

 

初にそれ（リサールの絶命詞）を中国語に訳したのは中国近代作家の梁啓超である。

                                                   
333 安井祐一『ホセ・リサールの生涯』芸林書房社、1994 年。 
334 「随感録」『集外集拾遺補編』『魯迅全集』第 8 巻、人民文学出版社、1981 年、p79。訳文は学習研究

社、1986 年翻訳した『魯迅全集』第 10 巻、p126 から引いたものである。 



132 
 

彼はこの詩の題目を『墓中呼声』と訳した。335 

 

 『外国文学欣賞』1987 年第 1 期に同じく凌彰氏の論文「論黎薩爾的詩歌」では「 初

にそれ（リサールの絶命詞）を中国語に訳したのは中国近代作家の梁啓超であり、訳さ

れた題目は『墓中呼声』である。」336と記している。 

 厳萍、 勲両氏は「評凌彰訳『我 後的告別』」の中で、「梁啓超は も早い段階で、

それを中国語に訳し、『墓中呼声』と名づけた。」337と述べている。 

 以上の先行研究の結論は人民文学出版社 1981 年版の注釈と比較すれば、人民文学出版

社の結論を援用したことがわかる。 

人民文学出版社は中国において文学作品を出版する権威的な存在である。多くの読者

を有していて、その影響力は中国ではもちろんのこと、遠く海外にも及んでいる。リサ

ールの故国フィリピンにおいても、華人を中心に、梁啓超は初めてリサールの絶命詞を

漢訳した者としてその見解が定着していた。例えば、1985 年 5 月 2 日および 6 月 6 日フ

ィリピン『連合日報』で掲載された施頴洲氏の文章「黎薩名詩『我的決別』」の中では次

のように言う。「私が知っている限り、リサールの名詩『我的決別』は、これまで 15 種

類の漢訳があり、発表の前後順に、15 名の訳者は、梁啓超、林健民、文戈止、林林、周

振民、施頴洲、李明堂、林沢、静銘、王世昭、易風、李霁野、緑萍、凌彰、陳天懐であ

る。」338 

 2000 年５月 16 日フィリピン『世界日報』第 21 版で掲載した邦帰氏の文章「魯迅談黎

薩名詩『我的決別』」中では、「『雑憶』の中にあるリサールに関する解釈によれば、われ

われに興奮を感じさせるのは、当時、リサールの絶命詞を漢訳したのは、意外にも清末

戊戌維新の改良主義者、大学者の梁啓超であるということだ。」339と記している。 

 2000 年 5 月 16 日フィリピン『商報』第二一版で掲載された梅楠氏の文章「黎刹・梁

啓超・魯迅――読『魯迅談黎刹 梁啓超訳詩』大作」の中で、「早くも 70、80 年前、「黎

刹精神」はすでに国境を越え、中国に伝えられて、影響は極めて深く、中国近代の二人

の偉大なる思想家、大学者、大文人である魯迅と梁啓超さえも深く感動を受けた。そし

て、一代一代の中国人と外国人に影響を与えた。（中略）『魯迅談黎刹 梁啓超訳詩』は

                                                   
335 「雑憶」『墳』『魯迅全集』第 1 巻、人民文学出版社、1981 年、p79。訳文は『魯迅全集』第 1 巻（学

習研究社、1986 年）p 288 から引いたものである。 
336 原文は「 早把它訳成中文的是中国近代作家梁啓超，訳題為『墓中呼声』」。原載『国外文学』北京

大学、1983 年第 4 期。本文は周南京主編『黎薩爾与中国』（南島出版社、2001 年）p314 から引用した

ものである。 
337 原文は「梁啓超 先把它訳成漢語，名為『墓中呼声』」である。原載『外国文学欣賞』湖南省外国文

学研究会、1987 年第 1 期。本文は前掲『黎薩爾与中国』p298 から引用したものである。 
338 原文は「拠我所知，黎刹名詩『我的決別』，至今有中文訳本 15 種、照発表的先後，15 個訳者為，梁 
  啓超，林健民，文戈止，林林，周振民，施頴洲，李明堂，林沢，静銘，王世昭，易風，李 野，緑萍， 
  凌彰，陳天懐。」である。原載『世界名詩鑑賞詞典』北京大学出版社、1990 年。本文は前掲『黎薩爾 
  与中国』P439 から引用したものである。 
339 原文は「魯迅談黎薩名詩『我的決別』」中写道，譲我感到興奮的是，我意外地在這篇『雑憶』中有関

厘沙路的注釈中発見，原来当年把黎刹的絶命詩訳成中文的，競是清末戊戌維新的改良主義大学者梁啓

超。」である。前掲周南京主編『黎薩爾与中国』p343。 
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『魯迅全集』にて発見されたものである。」340と述べている。  

類似する記述はまだ多く見られる。このような判断の依拠としては、人民文学出版社

が出版した『魯迅全集』の中のリサールに関する注釈に由来している。 

だが、疑問を持つ研究者も存在する。例えば、『黎薩爾与中国』一書の編集者である周

南京氏は人民文学出版社が出版した 1981 年版の『魯迅全集』の注釈を引用した際、「し

かし、残念ながら、いろんな手段を使って探したが、いままで、われわれは依然として、

梁啓超の中国語訳を見つけていない。」341このように留保している。 

疑問を持つのはただ梁啓超の漢訳が見つからないことであって、さらにその詩が存在

するか、もし存在するとすれば、はたして梁啓超の訳なのか。こうした点に筆者は疑問

を持っている。 

このような梁啓超がリサールの絶命詞を訳したという認識の根源はどこにあるだろう

か。この問題解決の糸口は該当する人民文学出版社の注の変遷にあるのではなかろうか。

おそらく、これまで発行された『魯迅全集』を通覧すれば、その答えが見つかるかもし

れない。2005 年版『魯迅全集』の編集委員である朱正氏によると、これまで五つの版の

『魯迅全集』が発行された。 初の版は 1938 年に発行したものであって、リサールにつ

いての注釈は付されなかった。1973 年 20 巻版も人民文学出版社から出されていたが、

その第 1 巻の扉頁のところに、1973 年版は 1938 年版の重印だと説明している。 初に

リサールの項目に注をつけたのは 1956 年から 1958 年にかけて、人民文学出版社が出版

した『魯迅全集』（以下 1956 年版とする）である。1981 年人民文学出版社が出版した『魯

迅全集』第 1 巻の注は 2005 年出版したものとほぼ同じ注釈である342。1956 年版と 1981

年版及び 2005 年版と比較することにする。 

「リサール（J・Rizal、1861～1896）あるいはホセ・リサールと訳し、フィリピンの愛

国詩人。当時フィリピンを占領した外国侵略者スペイン人に殺害され、彼の絶命詞『墓

中呼声』はかつて梁啓超によって漢訳された。（「雑憶」『魯迅全集』人民文学出版社、1956

年、p549）。」 

「リサール（Ｊ.Rizal.1861～1896）ふつう、漢訳『黎薩』。フィリピンの作家、民族独

立運動の指導者。1892 年、『フィリピン連盟』を結成し同年逮捕された。1896 年、再度

の逮捕の後、スペインの植民政府に殺された。著作に、長編小説『我に触るるなかれ』、

『蜂起する者』等がある。彼の辞世の詩『わが 後の別れ』は、梁啓超によって中国語

に訳され、『墓中の呼び声』と題された。（「雑憶」『魯迅全集』人民文学出版社、2005 年、

p240）。」 

以上の比較から分かるように、1981 年版（2005 年版）のほうが 1956 年版の解釈より

詳細になっているが、梁啓超がリサールの絶命詞を漢訳した記述に変わりがない、ゆえ

                                                   
340 原文は「早在 70、80 多年前、「黎刹精神」己経超越了国界，也伝到了中国，影響至深，連中国近代

両位偉大的思想家大学者大文人――魯迅和梁啓超也深受感動感染感召，従而影響了一代一代中国人与

外国人。（中略）『魯迅談黎刹 梁啓超訳詩』是在『魯迅全集』被発見的。」である。前掲『黎薩爾与

中国』pp.432－433。 
341 原文は「遺憾的是雖経多方設法査找，至今尚未找到梁氏的中訳文」である。前掲『黎薩爾与中国』 
   p435。 
342 朱正「略説『魯迅全集』的五種版本」『中国図書評論』2006 年、pp4－7。 
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に 1956 年版から、リサールの絶命詞を漢訳したのは梁啓超であるという見解はすでに見

られていた。 

この 1956 年版の解釈をよく吟味すればわかるように、『墓中呼声』と命名したのは梁

啓超という意味ではない。『墓中呼声』はただリサールの絶命詞の漢訳の一つに過ぎず、

梁啓超の訳名とは別に考えるべきである。もしこの注釈に疑問を持つならば、その題目

とは関係なく、梁の訳詩を探し出せば問題の解決の糸口となる。しかし、1981 年版と 2005

年版の注では、主語を梁啓超とし、『墓中呼声』の題名は梁啓超によって命名したことを

付け加えた。このような解釈によれば、梁の訳詩は『墓中呼声』となる。しかし、その

証拠がどこにあるのか疑問である。筆者の考えでは、このような具体的な証拠がない場

合、 初のこの解釈のところに着目すべきである。つまり、1956 年版の注釈を参照して、

単純に梁はその詩を訳したかどうかを追求することである。 

 

３、訳者は梁啓超なのか 
 

魯迅も証言したように、清末の「救亡図存」（滅亡から救い生存を求める）とも言える

社会状況においては、リサールの絶命詞は思想面での意義が大きい、影響のある訳詩で

ある。だが今前述の問題解決のために、重要なのは、梁がそれを訳したかどうかを検討

することである。 

 いくつかの可能性がある。 

① 梁啓超が訳したが、その詩は未発見である。 

② 梁啓超がその詩を訳しておらず、他の人が訳していた。 

 筆者は関連する資料を収集し、以下にその材料を論じつつ、その可能性について追求

して行く。 

 梁啓超の訳詩は未発見のため、可能性として梁啓超がその詩を訳してないことが考え

られる。梁啓超がこの詩を訳していない場合、誰がその詩を訳したのか。筆者がこれま

でに知っている中国語に訳されたリサールの絶命詞は、1903 年 3 月 17 日『新民叢報』

第 27 号に掲載された馬君武（1881～1940）が訳したものである。 

読者が馬君武の訳を梁啓超の訳だと誤認したのではないかと筆者は考えている。理由

は次の二つである。一つは当時、馬君武が梁啓超と緊密な関係を持っていた。馬君武は、

1901 年日本に留学し、同郷の湯覚頓の紹介で、梁啓超を知った。しかし、来日前、馬君

武はすでに梁啓超の師である康有為とは付き合いがあった。馬君武は来日前、シンガポ

ールにて、流亡中の康有為及び彼の弟子である徐勤に会い、正式に康の弟子となった。

また、馬は康有為の命令を受けて帰国し、唐才常の自立蜂起に連携することに当たった343。

同じく康有為の弟子である梁啓超が来日した弱冠 20 歳の馬君武と密接な関係を持つの

は、自然の成り行きであろう。 

1902 年 2 月から、梁啓超は『新民叢報』にて、かの有名な「新民説」を発表し始め、

「新民理念」を鼓吹するようになった。当時、無名である馬君武は梁啓超の崇拝者とな

                                                   
343 馬君武と梁啓超、康有為の関係については、莫世祥編『馬君武集』（華中師範大学出版社、1991 年）

が詳しい。 
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り、かつ梁の信頼を得て、梁が 1903 年に米州を外遊する際にも、『新民叢報』の編集を

担当し、馬君武は『新民叢報』においても、この時期に特に多くの文章を発表していた。

本論で取り上げたリサールの絶命詞は 1903 年 3 月 12 日に出版した『新民叢報』第 27 号

に掲載されている。馬君武はその詩を掲載するに前に、訳詩の理由とリサールのことに

ついて紹介している。 

 

フィリピン革命史を読んで、そして、ひそかにわがアジアはなお愛国の豪傑がいる

ことを幸運に思う。その豪傑の名前はリサールである。D.J.Rizal。リサールは実に失

敗の愛国者である。一つのことも達成できないまま、すでにスペインの悪政政権の銃

殺刑を受けた。リサールは実に文学の才能を持つ愛国者である。彼の一生の事業は、

ただ新聞、著作で革命を鼓吹したに過ぎない。リサールは実にフィリピンの大詩人で

ある。日本に滞在しているフィリピンの自由を愛する学生たちは、私と頻繁な交流を

していた。酒が入って、ほろ酔い状態では、彼らは私にリサールの名作「臨終の感想」

を大声で歌ってくれる。「臨終の感想」は、リサールが処刑される数日前に作られた

絶命詞である。344 

 

馬君武は紹介したあと、全詩を引用した。念のため、本論でも、その全詩を挙げておこ

う。 

 

  去矣，我所 愛之国，別離兮在须臾。国乎，汝为亜洲 乐之埃田兮，太平洋之新真珠，

惨憺兮捨汝而远逝我心傷悲。我命甚短兮，不能見汝光栄之前途。(一解) 

 

    不遅疑，不彷徨，我国民奮勇兮赴生存競争之戦場。人苟为本国而流血兮，消柏桂之

木影，暴原野之严霜，固不辞也。(二解) 

 

  夜色暗澹，如悲我之将逝兮。风萧萧而不长，晓日何时而复出兮。将洒我一腔之郁血

以添其曙光也。(三解) 

 

  我年渐壮兮我心渐遠，我愿未酬兮我命将斬，我 愛之国乎，太平洋之新真珠乎。我

雖死不瞑目兮，以観汝揚光輝於六区也。(四解) 

 

  去矣，我 愛之国兮。我满腔之热情，与我身而永化，国乎，汝而终能得飞躍之自由

兮。我戴汝之天以死，遂永托霊于此土，我何憂兮。(五解) 

 

                                                   
344 原文は「読菲律賓革命史而窃幸運吾亜洲尚有一愛国之豪傑焉。曰黎沙児。D.J.Rizal 黎沙児実失敗之

愛国者也。一事未成，己受西班牙暴政府之銃刑。黎沙児実能文之愛国者也。其一生之事業，止於撰著

書報也，以鼓吹革命。黎沙児実菲律賓之大詩人也。菲律賓愛自由之学生。有旅居日本者，与予過従甚

密。酒酣耳熱，則為予放声歌黎沙児之名著「臨終之感想」。「臨終之感想」者，黎沙児臨刑前数日所作

之絶命詞。」『新民叢報』第 27 号、1903 年 3 月 12 日、p89。 
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  死矣，他日我坟墓之上，長一丛丛荒草兮、开数枝可怜之花。国乎，汝之親愛热情与

我永不相遺，时往往于我墓上吹嘘其花草兮。我之神霊何有乎叹嗟也。(六解) 

 

  委我骨于我所 愛之国之原野。我心已足兮，况有安静之月，来相照映兮。温柔之風，

来相披拂兮。 好之鸟，来栖我之墓，唱和平之曲兮，此皆我国之慰我於死后者也。(七

解) 

 

  男儿誠愛国死則已矣。亦何為此嚣嚣，任我墓之荒废兮，以我墓十字之石標兮。飽农

夫之锄犁、任我遗体之 烬兮、混入本国之杂草兮、为田野之肥料。(八解) 

 

  我 愛之本国、我 愛之同胞、哀矣怨矣、其一聴我臨終之辞、留満幅之愛情于此

土我，其逝矣，逆主乎，刽夫乎，贼吏乎，奴隶乎，其将以此真理之安宅为窟穴矣。(九

解) 

 

  諸友乎，慈親乎，兄弟乎，愛児乎，我何忍離汝。我何忍離此 可愛之国。我何忍離

此 可哀怜之国。我生也労。我死也楽。我人世之工已尽于此日兮。我同胞其勉尽未

来之責任兮。我 愛之国方幼稚。我 愛之同胞方幼稚。前途之命運，尚未定兮。(十

解)345 

 

さきほど述べたように馬君武と梁啓超は同じ康門の弟子で、梁はすでに有名人である

ため、読者の中に絶大な影響力を発揮している。もしこのことを読者にリサールの訳詩

は梁啓超が訳したと誤認させる客観的な原因とすれば、もう一つは馬君武自身の主観的

な原因もあると思う。 

 それは、思想と文章スタイルの両方ともが梁啓超に影響を受け、馬は自らそれを模倣

したからである。 

思想の面では、馬君武は梁啓超の「民智を開き」の主張に賛同した。『馬君武集』で、

彼が梁に追随する時期の様子を見ることができる。ここでは中の二つの例を引用する。

馬君武は『新民叢報』第 7 号（1902 年 3 月 17 日発行）『女士張竹君伝』の中で次のよう

に言う。「今世において、革命を主張する者は、もっぱら予想した効果を求めることに過

ぎず、その原因を検討する者はいない。みんなワシントン、ナポレオンになりたいが、

ボルテール、ルソーのような人にはなりたくない。これは成果がないゆえである。」346こ

の観点は梁啓超の「新民説」の重要理念である「民智を開き」の論点に似ている。 

また、彼はリサールの訳詩を掲載した『新民叢報』第 27 号の 15 日後、『新民叢報』第

28 号にて、「論中国国民道徳頹落之原因及其救治之法」という文章を発表し、冒頭に「中

国を改革しようとすれば、必ず中国の道徳から改革し始めるべき。」347という主張を打ち

                                                   
345 『新民叢報』第 27 号、1903 年 3 月 12 日、pp.89－91。 
346 原文は「今世之革命者，徒求効念而己，無造原因者。皆求為華盛頓拿破侖，無為福禄特爾盧梭者，

此所以無功。」である。『新民叢報』第 7 号、1902 年 3 月 17 日、p118。 
347 原文は「欲改革中国，則必自改革中国之道徳始矣。」である。『新民叢報』第 28 号、1903 年 3 月 27
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出し、これは彼が梁啓超と同じ「改良主義」の陣営に立つことがわかる。 

陳春香氏は論文「馬君武的外国文学訳介与日本影響」の中で、馬君武が『新民叢報』

に発表した論文は梁啓超の文章スタイルの影響を受けたと推測している348。たとえば、

リサールの絶命詞を紹介する文章のタイトルは「フィリピンの愛国者」となっているが、

論題に入る前に、馬君武は愛国者を弁才のある愛国者、文才のある愛国者、失敗の愛国

者、成功の愛国者に分類し、ワシントン・クロムウェル・ユーゴー・ガンベッタら一連

の愛国者を列挙していた。このような論拠を列挙した後で、論を展開する仕方は梁啓超

論文の一つ特徴である。 

このリサールの訳詩は「茶余随筆」の三つの記事の中の一つであって、君武という著

者の署名がある。 

しかし、読者の視点から見れば、これを君武という署名で発表していた文章としても、

明らかに梁啓超の文章スタイルであって、たとえ梁啓超の手によるものでないにしても、

編集長である梁によって添削されたものと考えるのは不思議ではないだろう。 

重要なのは、梁はいつも時代の先端を走り、馬君武の著作、訳業は多くはその後塵を

拝していたにすぎない。例えば、梁啓超は 1902 年 11 月 15 日第 2 期の『新小説』雑誌

にて、ユーゴーとバイロンの肖像画を掲載し、像の後ろには簡単な紹介文字を付してい

た。この紹介は馬君武が 1903 年 3 月 27 日『新民叢報』第 28 期に掲載した『欧学之片

影』より四ヶ月早い。また、梁は 1902 年 12 月 15 日『新小説』雑誌にて『新中国未来

記』第 4 回の中で、バイロンの詩「希臘の島々」（中国語訳は「哀希臘」）を断片的に訳

した。馬君武は 2 年後の 1905 年に同詩を全訳した。以上のように、高名な梁啓超を模

倣した作品は、読者に認められるのは難しく、それを梁啓超の作だと誤認されても不思

議なことではない。 

また、上記馬が訳したリサールの絶命詞は『新民叢報』に掲載されたため、『新民叢

報』の主筆が梁啓超であることにより、多くの読者はその文章を彼が書いたものと誤認

した可能性が大きい。それがもう一つの誤認した理由である。 

当時の実例を見てみよう。 

日本留学の経験者である周作人の日記では、『新民叢報』に掲載された文章はイコー

ル梁啓超の作だという認識が現れていた。彼の日記の中に、次のような記述がある。 

 

 夜、同窓黄明弟から 6 月出版した『新民叢報』第 11 号を借り、これを読んだ。中

には、良い本が甚だ多い、皆飲冰子（梁啓超のこと）が著したものである。夜中まで

読み、就寝に忍びない。いいぞ、いいぞ。私を仰ぎ慕わせる。（1902 年７月 3 日記す）
349 

 

                                                                                                                                                  
日、p109。 

348 陳春香「馬君武的外国文学訳介与日本影響」『広西大学学報』（哲学社会科学版）2007 年、p102。 
349 原文は「夜向同学黄君明弟借得『新民叢報』11 号、6 月溯出。閲之。内好書甚多，卒皆飲冰子所著。

看至半夜，不忍就枕。善哉！善哉！令我有余慕。」である。『周作人日記』上、大象出版社、1996 年、

p344。 



138 
 

今日でも、『新民叢報』と言えば、まず、梁啓超の名を思い出すだろう。確かに、『新

民叢報』は、署名からの判断では、圧倒的に梁啓超の文章で占められていた。しかし、

『新民叢報』は彼一人の新聞ではない、同じく改良主義陣営の人の言論を発表する場で

もある。『魯迅雑文辞典』の『新民叢報』を解釈している欄では、「辛亥革命以前、資産

階級改良はの重要な刊行物である。隔週発行。1902 年 2 月日本横浜で創刊し、梁啓超

は編集長で、原稿を執筆した人は韓文挙、蒋智由、馬君武らがいる。」350と、馬君武は

『新民叢報』に原稿を提供した主要な一員であった。馬君武は数多く文章を発表してい

た。彼の存在は無視できない。例えば、『新民叢報』27 号では、馬君武は「黒智児学説」、

「論賦税」を発表しており、28 号では「欧学之片影」、「論中国国民道徳頹落之原因及

其救治之法」などの文章を発表している。馬君武のリサールの訳詩が掲載された当時

（1903 年 3 月 17 日）、梁啓超は米州に外遊のため（1903 年正月から 1903 年 10 月 23 日

横浜に戻るまで）、日本にはいない。 

 

４、「墓中呼声」の正体 
 

後に、『魯迅全集』（1981 年、2005 年版）ははっきりとリサールの絶命詞の題名を

梁啓超の「墓中呼声」と断定したのはなぜだろうか。 

梁啓超がリサールの絶命詞を訳していないことは、先ほどすでに論議した。しかし別

の問題として「墓中呼声」は誰の作なのか。 

「墓中呼声」が存在するかどうか、また、存在する場合、どんな詩なのかという疑問

がある。実はこれこそ、この問題を解決するもう一つの鍵だと筆者は考えている。つま

りこの問題を究明できれば、『魯迅全集』の注の間違いの原因が明らかになるだろう。

このため、「墓中呼声」はいかなる詩であったのか、明らかにしなければならない。 

実は、「墓中呼声」はペンネームを真吾という詩人が訳した、同じリサールの絶命詞

の題目である。 

 『崔真吾伝略』によれば、崔真吾は、本名崔功河、（1902～1937）ペンネームは真吾、

采石、史東。1902 年 12 月 5 日生まれ、浙江省 県の人。1925 年秋、厦門大学文科外語

系に合格。1926 年初秋、魯迅先生は厦門大学に赴任。崔真吾の提案により、泱泱社が成

立し、編集長に選ばれた。魯迅先生は、泱泱社の機関誌『波艇』を査読修訂し、かつ『波

艇』の編集、設計も自ら指導した。1928 年春、崔真吾は上海復旦大学文科 4 年に編入し、

半年後卒業し、その間、崔真吾は常に景雲里にある魯迅先生の住所を訪ね、先生の教え

を拝聴する。1928 年冬、魯迅、柔石、崔真吾、王方仁らと朝花社を組織。さらに、崔真

吾の詩集『忘川の水』は魯迅が編集、校閲したという351。 

 真吾はリサールの絶命詞を訳し、魯迅が長い時間関わり、深く関係した雑誌『語絲』

（1929 年 4 月 1 日出版、第 5 巻 4 期）に発表している。真吾の詩は 1928 年 6 月 26 日に

訳了し、この時期に魯迅は雑誌『語絲』の編集主幹を務めている。 

                                                   
350 原文は「辛亥革命前資産階級改良的重要刊物。半月刊隔。1902 年 2 月在日本横浜創刊。由梁啓超は

主編。撰稿人有韓文挙、蒋智由、馬君武等」である。『魯迅雑文辞典』山東教育出版社、1986 年、p261。 
351 王文達「崔真吾伝略」『広西師範大学学報』（哲学社会科学版）1986 年、pp.81－86。 
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真吾は「墓中呼声」という題名を訳詩につけた。さらに、訳詩の 後では、次のよう

な訳注を付している。 

 

 Jose・Rizal はフィリピン革命家である。彼の祖先は福建省の人である。当時スペイ

ンの暴政に反抗するため、1896 年 12 月 30 日にバグンバヤンで銃殺された。現在フィ

リピン人は彼が犠牲となった場所にお墓を建て、彼の銅像も高く立てられている。こ

の「墓中呼声」は彼が銃刑を受ける前 18 日に、法廷から監獄へ戻る時に書いたもの

である。 

 彼の胸いっぱいの熱情は、これによってはっきり読み取れるだろう。原文はスペイ

ン語である。今回は英語版から重訳した。この一篇は梁啓超がかつて古文を用いて訳

していたと聞いたことがあるが、残念ながら、私は見たことはない。1928 年 6 月 26

日、訳者。352（下線は筆者） 

 

後の一句に注目してみよう。つまり真吾の記憶によれば、他の人から、梁啓超もそ

の詩を訳していたと聞くが、しかし彼は実際にその詩を見たことがない。その詩を目に

したこともないとすれば、その題名を知るすべもないはずである。 

さらに、魯迅の真吾との付き合いに関してかなりの記録が残されている。韋啓良氏は

「魯迅和崔真吾」一文の中に、以下のような記載がある。 

 

魯迅は 1926 年から 1936 年の日記では、崔真吾との付き合いの記録は 104 条ある。『魯

迅日記』の記載によれば、魯迅と崔真吾の面会は少なくとも 80 回にのぼり、崔真吾が

魯迅に送った手紙は 16 通で、魯迅の返信は 8 通である。353 

 

これほどに真吾は魯迅との交流があって、『魯迅全集』を編集する魯迅研究者たちは、

真吾の名はよく知っていたはずである。リサールの注を付けた『魯迅全集』の編集者た

ちは、真吾が聞いた話を事実とし、リサールの絶命詞の以前の中国語訳者は梁啓超と誤

認したであろう。 

 

結び 
 

 人民文学出版社の一つの注釈に注目し、それと関連する資料を収集した結果、意外な

展開が見られた。まず、リサールに関する注釈は早くも 1956 年人民文学出版社版の『魯

迅全集』に見られ、その後、版を重ね、日本でも人民文学出版社 1981 年版『魯迅全集』

                                                   
352 原文は「Jose・Rizal 是菲列賓革命家。他的祖先是福建人。因反抗当時西班牙的暴政，於 1896 年 12
月 30 日在白根勃耶場槍決断。現在菲列賓人就在他就義的地方建築陵墓，他的銅像兀然立在那児。這篇

「墓中呼声」是他就刑前 18 日由法廷回到獄中時所写的。満腔熱血，於此可見。原文為西班牙文。今由

英文本重訳。聴説這一篇梁啓超曾用文言訳過，惜我未見到。1928 年 6 月 26 日，訳者」である。『中国

資料叢書四 語絲』第 9 冊、大安、1965 年、p218。 
353 原文は「従魯迅 1926 年至 1936 年的日記里面，記載与崔真吾交往的，凡 104 条。拠『魯迅日記』記

載，魯迅与崔真吾会面会，至少 80 次。崔真吾寄給魯迅的信 16 封，魯迅復信 8 封」である。韋啓良「魯

迅和崔真吾」『学術論壇』第 5 期、広西社会科学院、1983 年、p90。 
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（1986 年学習研究社により発行）を全訳し、梁啓超はリサールの絶命詞を「墓中呼声」

と題して訳されたとの記述は変わりがない。 

 しかし筆者の研究では、これまで発見された も早い段階でのリサールの絶命詞の訳

詩は、1903 年梁啓超が主筆を務めていた『新民叢報』に掲載された馬君武のものである
354。この資料の提示によって、これまで間違った、もしくは不明と記されたものを訂正

することができるだろう。例えば、胡従経氏は「愛国強音 革命暁角――作新社版『学

生歌』」一文の中で「リサールのこの深遠なる影響を及ぼした詩は、遅くとも 1904 年に

は、漢訳され、中国の若者に捧げた。」355と記している。1991 年上海書店出版した施蟄

存が編集した『中国近代文学大系』第 11 集・第 28 巻翻訳文学集三にも、同じくリサー

ルの絶命詞が掲載されていた。訳者は未署名と書かれていた。2001 年出版した『黎薩爾

与中国』一書にも、その詩が転載され、訳者については未署名となっている。以上で取

り上げた訳詩は、1903 年 3 月 17 日『新民叢報』に署名君武の訳詩と同一物であるため、

胡氏の判断は、一年前倒し、1903 年の段階で、リサールの絶命詞が中国語に訳され、そ

の訳者は馬君武であるという結論が確定できる。 

 当時馬君武による梁啓超の文体の模倣や、当時の人による『新民叢報』と梁の関係の

認識から総合的に判断すれば、馬君武が訳したリサールの絶命詞が梁啓超の作と誤認さ

れた可能性が十分にあると思う。さらに、筆者は「墓中呼声」と梁啓超の関連として、

これまで『魯迅全集』の注の変遷に注目し、「墓中呼声」は別の詩人が訳した同じくリサ

ールの絶命詞の題名であることが分かった。しかも、魯迅と真吾は緊密な関係のゆえ、

『魯迅全集』の編集者は魯迅の雑文の中に言及してきたリサールの絶命詞に関わる認識

について、真吾の推測を根拠として、梁啓超がリサールの絶命詞の訳者であると認定し

ていたのではないか、という可能性を指摘した。『魯迅全集』の編集者は注を付ける際、

真吾の訳注を参考にしたと考え、それを考証することなく、リサールの絶命詞をかつて

訳したものが梁啓超であると書いたのではなかろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
354 本文の脱稿後、筆者は『飛律賓志士独立伝』（1902 年 10 月 10 日発行）という呉超が翻訳した書籍の

中に、リサールの絶命詩を発見した。ただし、この訳作は訳者の日本語能力が不十分であったため、

意味すら満足に伝わなかった。 
355 原文は「這篇影響遐邇的愛国詩章，至遅在八年之後即 1904 年就有了中訳，貢献於中華少年之前」で

ある。胡従経『胡従経書話』北京出版社、1998 年、pp.317－318。 
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付録二 
 

船津輸助が収蔵した梁啓超資料について 

 

はじめに 
 

拙論「梁啓超と船津輸助――『和文漢読法』の評価をめぐって」（Autures 第 3 号、2010

年 3 月）脱稿後まもなく幸運にも、船津輸助の孫娘の夫君伊澤隆男氏からご連絡をいただ

いた。伊澤氏は筆者に船津の末子で中国詩話研究の第一人者船津富彦氏がご健在であるこ

とを教えてくださった。2010 年 6 月、学会発表のため東京へ行く機会を利用して、筆者

は当時 95 歳になられる船津富彦先生のご自宅を訪ね、船津輸助が収蔵していた『和文漢

読法』のコピーを頂いた356。 

同年 10 月、筆者は埼玉県鳩ケ谷市にある船津本家に取材し、船津家を継いた船津愉一

郎氏から貴重な資料を頂いた。本論では、梁啓超と船津輸助に関するこれらの資料の紹介

と分析をする。 

 資料の公開に先立ち、梁啓超と船津輸助との関係について述べておく。 

小川博氏は「明治 34 年 4 月 28 日に東京商業学校（旧大同高等学校）という中国人留学

生教育機関が開設した。[中略]成田山史料館に所蔵される柏原文太郎文書の中に校長犬養

毅、監督兼教習柏原文太郎、教頭梁啓超、支那学支那文学教習麦孟華、政治財政法学博士

教習松崎蔵之助、英語歴史教習重田友介、経済法学博士天野為之、哲学歴史文学士教習川

田鉄也、教育文学士教習真岡湛海、言語学文学士教習藤岡勝治、数理理学士教習広瀬芳唏、

日本語教習金井保三、歴史英語米国文学士教習神谷卓男、政治経済法学士上野貞正、教習

範、教習麦仲華、日本語日本文教習船津輸助」と書いている357。梁啓超は華僑の子弟教育

を目的とした学校の教頭である、船津はその学校に招かれた日本語及び日本文教師であり、

この時期に梁啓超が船津に贈った品々は船津家で丁重に保管されていた。これら貴重な資

料を筆者が拝見できたのはこのためである。 

 

１、資料解説 

                                                   
356

 本論第 1 章第 2 節「船津輸助が収蔵した『和文漢読法』と梁啓超」を参照されたい。 
357

 船津喜助編『燕京佳信――船津輸助の北京通信』私家版、1978 年、p240。 
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 図 1 

日本の明治維新を手本にした康有為、梁啓超らの戊戍変法は 1898 年 8 月 6 日に西太后ら

保守派の弾圧によって、失敗に終わった。光緒皇帝は瀛台に幽閉され、8 月 13 日には譚

嗣同らいわゆる戊戍六君子が処刑された。梁啓超は 8 月 6 日に日本公使館に避難し、日本

の軍艦大島号で日本に亡命し、10 月 20 日に東京に到着した358。康有為は 8 月 5 日に北京 

を逃れ、9 日に上海に到着、14 日にイギリスの軍艦に護送されて香港に至り、9 月 5 日、

日本に渡った。 

図 2 

図 1 は柏原文太郎の借家にて撮影された、異国での再会を果たした康有為と梁啓超を捉え

た貴重な写真である。この写真は柏原文太郎が船津輸助に大同高等学校の日本語教師とし

て招聘のため明治 33 年 4 月 9 日に送った書簡に同封されていた。    

図 2 は写真中の人物の配置表であり、左辺に「光緒戊戍西太后為攝政廃皇帝親政皇帝所

親近之維新党諸人痛蒙壓迫譚嗣同等六人被斬梁（啓超）王二人逃于日本康有為為英国所救

先避難於香港次亦来日本因師弟相會冩其像即是也」と記されている。 

                                                   
358

 梁啓超脱出の経過について、増田渉「梁啓超の日本亡命について」『東京支那学報』（13 号、1967
年）参照。 
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柏原文太郎は号東畝、千葉県成田の人。明治 26 年東京専門学校英語政治科を卒業し、

学術優等を以て大隈賞を受賞した。当該校が明治 35 年早稲田大学に名称変更すると柏原

は評議員になった。明治 31 年 11 月 2 日、東亜同文会が設立されると、幹事に就任した。

日本に亡命してきた梁啓超らの世話にあたっていた359。梁の門人楊維新は丁文江宛書簡で、

柏原文太郎について「この人は任公先生と親密であり、このころ兄弟の契りを結んでいた」

と記している360。梁啓超は 1899 年 11 月 17 日、柏原文太郎の名前と旅券を借りて、ホノ

ルルを経由で、サンフランシスコへ、保皇派宣伝、募金活動の旅に出た。出発の 5 日前、

「柏原東畝が箱根の環翠楼で送別の宴を開いてくれ、席上絹紙を出して揮毫を求めたので

「壮哉此別」（壮なる哉 此の別れ）の四字を書き、さらに小詩一首を添えた」のである。

小詩とは『壮別 26 首』の第 1 首である361。 

丈夫有壮別， 丈夫 壮別有り 

不作児女顔。 児女の顔を作さず 

風塵孤剣在， 風塵 孤剣在り、 

湖海一身単。 湖海 一身  単なり 

天下正多事， 天下 正に事多し、 

年華殊未闌。 年華 殊に未だ闌きず 

高楼一揮手， 高楼 一たび手を揮えば、 

来去我何難。 来去 我何ぞ難からん 

 

また、第十四首には  

 

我昔靈山會， 我 昔 靈山に會
くゎい

し、 

與君為兄弟。 君と兄弟と為れり。 

千刧不相遇， 千刧 相ひ遇せざるも、 

一見若為情。 一見して 情を為すが如し。 

許國同憂樂， 許國 憂樂を同じうし 

論交託死生。 論交 死生を託す。 

如何別容易， 如何
い か ん

ぞ 別るることの容易なる、 

無語只惺惺。 語
ことば

無くして 只だ惺惺たり。 

 

この詩には「別柏原東畝一首、余与東畝為兄弟之交。」と注が付されている。梁啓超はハ

ワイ滞在時、柏原に近況報告をしている。そのときの書簡には、二人の友情を語ったこの

第 14 首が同封された362。 

                                                   
359

 柏原文太郎の経歴については「列伝 柏原文太郎」を参照した。『続対支回顧録』下巻、原書房、

1973 年、pp.647－671。  
360

 丁文江、趙豊田編、島田虔次編訳『梁啓超年譜長編』岩波書店、第 1 巻、2004 年、p289。 
361

 『飲冰室文集』45、中華書局、1989 年、p5。 
362

 『続対支回顧録』下巻、p656。汪松涛編注、梁 江審訂『梁啓超詩詞全注』（広東高等教育出版社、

1998 年、p19）では、首句は「我昔露山会」になっていて、注釈では「露山、応是日本地名」となっ

ている。『飲冰室文集』（p45、6）でも同じ露山になっている。 
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図 1 の写真には、康有為、梁啓超、柏原文太郎のほか、中国近代史に名を残した人物も

居るので、少し触れておきたい。 

韓文挙、葉湘南は、梁啓超が時務学堂の総教習を務める時、分教習に薦めた人物である。 

王照は戊戍変法失敗後、梁啓超と共に日本に亡命した。1900 年、彼は日本の仮名を参

考に漢字の偏と旁から作成した「官話合成字母」という北京語表記用の文字を発表し、清

末の文字改革家として知られている。梁鉄君は康有為の友人で、西太后暗殺活動に従事し

たが、1906 年 7 月 13 日に袁世凱によって毒殺された人物である。 

羅孝高（名は普）は康有為の弟子で、同門の梁啓超より一年早く来日し、東京専門学校

で学んでいた。梁啓超と合同で日本語速成書『和文漢読法』を編纂したことで知られてい

る363。彼はまた、ヴェルヌの Deux Ans de Vacances（梁啓超の訳名『十五小豪傑』、森田思

軒の訳名『十五少年』）の後半九回の訳者でもある。他にも数多くの西洋文学作品を日本

語訳から重訳するなど、多くの業績を残した364。 

図 3 

図 3 は、明治 34 年 7 月の末、柏原文太郎は暹羅（今のタイ）旅行前、東亜商業学校庭

前で撮られた記念写真である。図 4 は写真裏里に記載された人物配置表である。 

大橋虎雄はこの時日本新聞記者で、後に京都大学で中国文学を講じた鈴木虎雄のことで

                                                   
363 羅普「任公記事」「己亥（1899 年）の春、任公（梁啓超）は羅孝高、名は普、と箱根へ行って読書

にいそしんだ。（中略）当時、任公は日本書を読もうとしたのだが、仮名文字を諳していないことに苦

しみ、孝高がもともと深く中国語の語法に通じている上に、今では日本語もできることから、両者を

一体化すれば速成法を得られると考え、そこで互いに検討を重ねて、若干の通例（全四二節）を定め、

初めて日本語を習う者に、いきなり中国語の語法に従って返り読みをさせてみたところ、十中八九、

それで通じたので、『和文漢読法』を著して出版した。完璧とは言えないものの、学習者がこの方法を

習得すれば、ほぼ日本語を読めることになり、その効果はなかなか大きかった。」島田虔次編訳『梁啓

超年譜長編』第 1 巻、岩波書店、2004 年、pp.293－294。 
364 羅普の業績はもっと評価すべきだと筆者は考える。多くの研究者は梁啓超には関心を示すが、梁啓

超の周辺にいる人物があまり重視せず、羅普についての論文もないのが実情である。山田敬三氏は「『佳

人奇遇』の訳者は、『清議報』掲載分に関する限り、疑いもなく羅普である。」と、羅普は訳者である

との見解を表明した。その可能性はあるが、確かな根拠はない。すなわち、羅普に関する資料は少な

いため、それに関する研究は今のところ進展が見られない。山田敬三「漢訳『佳人奇遇』の周辺――

中国政治小説研究札記」『神戸大学文学部紀要』9 号、1981 年、p55 参照。 
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ある。一時大橋と名乗ったのは、徴兵を遁れるためであったという365。ちなみに、京都大

学文学部図書室収蔵『和文漢読法』には「鈴木抱軒」の蔵書印があり、鈴木虎雄の 

 図 4 

蔵書という366。彼は梁啓超と交流があり、その縁で『和文漢読法』を収蔵したと筆者は

考えている。 

重田友介は梁啓超が大同学校を開設する前に、梁の信奉者および学生たちに日本語を教

えていた367。重田は柏原文太郎の同期生で、成田山史料館が所蔵している明治 37 年 4 月

の東亜商業学校の学則では、講師として、英語、歴史の授業を担当していた。 

重田は漢詩も能くし、梁啓超の『清議報』第 50 冊（光緒 26 年 6 月 11 日）の詩文辞随録

欄に「環翠楼晩望」を、ついで第 51 号（光緒 26 年 6 月 21 日）に「蘆湖泛舟」と題する

漢詩を発表した。 

桂湖村は越後で生まれ、柏原文太郎の同期生で、明治 25 年に早大卒業と同時に、日本

新聞社の客員社友として招かれる。日刊紙『日本』（明治 22 年創刊、陸羯南主宰）短歌欄

担当者は湖村であった（後任は正岡子規）368。桂湖村と梁啓超の交流は、主に詩文の贈答

であったと考えられる。1899 年春、梁啓超、康有為らは、羯南、湖村に招かれ、上野の

鶯亭で詩文会を開いた。このとき梁啓超は「羯南湖村招飲上野鶯亭以詩為令強成一章」を

作った369。『清議報』第 13 冊（光緒 25 年 3 月 21 日）の詩文辞随録で梁は、桂湖村への献

呈作「雷庵行 贈湖村小隠」を掲載した370。通常の贈答詩と異なり、梁啓超は故国を改革

しようとする熱意をこれらの詩に盛り込んでいたのである。 

この写真中にも、中国近代史上有名な人物が数多く写っており、彼らの多くは革命家に

なった。 

                                                   
365 小川博「船津輸助の燕京佳信後聞」『郷土はどがや』7 号、1981 年、p24。 
366 夏暁虹「梁啓超与『和文漢読法』」『閲読梁啓超』生活・読書・新知三聯書店、2006 年、p282。 
367 小川博「柏原文太郎と中島裁之――中国留日学生史の一駒」『社会科学討究』1989 年、p5。 
368 村山広吉『漢学者はいかに生きたか：近代日本と漢学』大修館書店、1999 年、p139。 
369 『清議報』第 10 冊、1899 年 2 月 21 日、p636。ちなみに、北京大学中文系文学専門化 1955 級近代詩

選小組選注『近代詩選』（人民文学出版社、1963 年）では「湖村，未詳」と書かれている。汪松涛編

注、梁 江審訂『梁啓超詩詞全注』（p19）では、「羯南湖村，日本隠者，漢学家，籍里事跡不祥」と記

し、羯南湖村を一人の日本人と間違った。 
370 『清議報』第 13 冊、1899 年 3 月 21 日、p828。 
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秦鼎彜（力山）（1877～1906）は『国民報』の創刊者の一人で、『国民報』の発行人は船

津輸助となっている371。当時、日本の新聞紙条例第六条の規定では「内国人ニシテ満二十

歳以上ノ男子ニ非レハ発行人、印刷人トナルコトヲ得ス。公權ヲ剥奪セラレタル者及公權

ヲ停止セラレタル者其停止間発行人、編輯人、印刷人トナル事ヲス」372と、外国人が日本

で出版活動を行うには日本人の協力が不可欠であった。彼らのために船津が尽力していた

ことがわかる。 

範源廉（1874～1927）は、字静生、号は静山、静川、湖南湘陰の人。湖南時務学堂に学

び、のちに戊戌政変で日本に逃れた梁啓超を追慕し、蔡鍔とともに来日、以来長きにわた

って梁啓超と近しい関係にあった。1904 年に帰国後、学部の主事、参事、清華学堂副監

督などを歴任し、辛亥革命後は国民協進会や共和党、進歩党の結成に参与し、いわゆる研

究系の幹部となった。教育行政にも明るく、1912 年、唐紹儀内閣の教育部次長に任命さ

れ、同年 7 月、蔡元培に代わり総長に昇格。梁啓超らとともに護国運動に参加した後、1916

年には段祺瑞内閣の教育総長兼内務総長に就任した。その後訪米視察に赴き、帰国後は北

京政府の教育総長や北京高等師範学校校長などを歴任した。船津宛の手紙は二通が残され

ている。写真に写った範旭東は範源廉の弟で、辛亥革命後、南京臨時政府の財務部に奉職、

1914 年には天津塘沽で久大塩業公司を創設するなど、民国実業界の大物であった。 

蒋尊 （1882～1931）は、字は百器、伯器、浙江省諸曁の人。蒋智由（蒋観雲）の息子。

光緒 31 年（1905 年）に日本の陸軍士官学校を卒業、翌年に光復会、中国同盟会に加入。

帰国後、浙江や広西で軍事教育に携わり、宣統元年に広東で新軍の協統に任ぜられる。武

昌蜂起後、広東軍務部長、宣統 3 年 11 月 28 日に浙江都督となった。護国戦争の際には浙

江で挙兵し、護法戦争では護法軍政府側にいた。1921 年に広州国民政府軍政部次長、1926

年に浙江省政府委員などを務めた。 

梁仲策（1876～1965）は梁啓超の弟である。本名啓勲、室号は曼殊室、広東省新会の人。

17 歳の時、兄に従って康有為の弟子となり、1896 年以後、梁仲策は上海で『時務報』編

輯となった。その後さらにアメリカに留学、コロンビア大学で経済学を学んだ。民国初年

に帰国した後、北京の南長街に住居（曼殊室）を構え、文筆業やいくつかの大学の教師を

つとめた。社交、学術、家事（一族の世話）などさまざまな面で多忙な兄の補佐をつとめ、

その生涯を通じてつねに良き理解者にして相談相手であった。兄ほど著名ではないが、中

国詩歌の研究で知られ、『詞学』『稼軒詞疎証』『中国韻文概論』などの著書を残した373。 

                                                   
371 実藤恵秀『中国人日本留学史』増補版、くろしお社、1970 年、p91。 
372 『新聞紙条例』（勅令第 75 号、明治 20 年 12 月 28 日）奥平康弘監修、高野義夫発行『言論統制文献

資料集成』１、日本図書センタ―、1991 年、p39。 
373 羅検秋『新会梁氏：梁啓超家族的文化史』中国人民大学出版社、1999 年、pp.214－245。 
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図 5 

図 5 は梁啓超の有名な写真である。右側に「支那維新党名士粤之梁啓超之肖像也於布哇

所写其後皈東余初識之 明治 33 年 10 月 日本雄峯生識」と書かれている。雄峰は船津の

雅号である。 

船津が記すようにこの写真は梁啓超が康有為の命令を受け、ハワイへ向い、保皇党の募金

活動を行った期間中に撮影したものである 

図 6 

図 6 は梁啓超と羅普が共著した日本語学習本である。1935 年に周作人が「和文漢読法」

という随筆を書く際、中国ではすでに希観書になっていた。 
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図 7 

図 7 は右に小文字で「支那ノ名刺 大臣ニナリシ事アリ又有名ナル著述家 昭和四年没」

と書かれている。これは赤い紙に書かれていて、名刺とは異なるのではないかと思われる。

船津は中国人による初の日本語教科書『東語正規』の著者 翼 や麦孟華などの名刺を所

蔵していた。それは、厚めの白い紙で、寸法は今日に使われている名刺とはほぼ同じであ

る。名前のみ記された図 7 の紙片は新年の挨拶に使われたのではないかと筆者は推測して

いる。船津は「文光」（孫文を指す）と書かれていた名刺も所蔵していた。当時の孫文、

梁啓超はともに清朝政府に狙われていたため、名刺を配ることを控えたのではないかと思

う374。  

 

図 8   

図 8 は梁啓超が自作「澳亜帰舟雑興」4 首の第 2 首を写して、船津に贈った扇子である
375。 

 

拍拍羣鴎相送迎、  拍拍たる羣鴎は相ひ送迎し、 

珊瑚灣港夕陽明。  珊瑚灣港 夕暮
せ き ぼ

 明るし。 

                                                   
374

 よく知られているのは、梁啓超は吉田晋という日本名を使用していた。（『梁啓超年譜長編』第 1 巻、

p296。）孫中山は中山樵の日本名を使用していた。さらに、梁啓超は 1899 年 11 月 17 日にハワイを経

由し、米州へ赴く途中、壮別に 26 首を書いた。その第 20 首、詩末自註には「諸子相従，多逃家艱辛

而来，今皆自隠其名。」と、彼の門人たちさえ、名を隠したことが分かる。（『飲冰室文集』45、p7）。 
375

 『飲冰室文集』45、p15。 
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遠波淡似裡湖水、  遠波は 淡きこと 裡湖の水の似
ごと

く、 

列島繁於初夜星。  列島は 初夜の星より繁
しげ

し。 

蕩胸海風和露吸、  胸を蕩かす海風は 露を和して吸ひ、 

洗心天樂帶濤聽。  心を洗ふ天樂は 濤を帶びて聽く。 

此遊也算人間福、  此の遊
ゆう

 また算す 人間の福と、 

敢道潮平意未平。  敢
あ

へて道
い

ふ 潮は平けくも 意 未だ平かならずと。 

           

    

1901 年 3 月下旬、オーストラリアを離れた梁啓超が、フィリピン経由で日本に戻る途

上、船上における感興を詠んだ七言律詩である。首聯では、群 を擬人化し、拍拍という

擬態語を用いてその躍動感を高めている。豪洲から帰還する私（梁啓超）を送り、そして、

目的地日本へと導くとも読み取れる。率直に喜びを表現した場面である。詩人は自ら「澳

洲の南沿い太平洋海岸、珊瑚島が も多い、亦珊瑚海とも言われてる」376と注釈している。

1981 年に世界自然遺産に登録されたこの地の美しい夕暮れに、百年前の梁啓超も陶酔し、

静謐、平和な姿を描き出している。遠くからの波も内陸の湖のように穏やかで377、列島は

夕暮れの星のように輝く。船上の詩人は露混じりのさわやかな海風を胸いっぱいに吸い込

み、波音と渾然一体となって天上の音楽に変じた海風に耳を傾け、心を清める。 

 このように、よい日のよき情景につつまれた今回の遊歴は、人間の幸福と言ってよかろ

う。しかし、静かな潮流を目の前にしても、詩人の心情は決して海波のような静謐になら

なかった。その穏やかならざる心の淵源が、如何なるものかを明言せず、読者の想像に委

ねるのは作詩における要諦である。政治改革の失敗で、日本に亡命を余議なくされ、啓蒙

運動に奔走する梁啓超の経歴を想起すれば、彼の内心が穏やかにならぬ理由は容易に推察

されよう。内憂外患の情勢は詩人の心を安らかにしなかった。この美しい景色と憂国の心

情と強烈なコントラストを為している。筆者が思うに、梁啓超は船津に自らの思いをより

強く共感してほしいと願いをこの扇子に込めたではないか。 

 

                                                   
376

 原文は「澳洲沿南太平洋岸，珊瑚島 多，亦名珊瑚海」である。汪松涛編注、梁 江審訂『梁啓超

詩詞全注』p87。 
377

 方志欽、劉斯奮編注『梁啓超詩文選』（p549）の該詩の注釈では、「裏湖：指珊瑚環礁中的潟湖。湖

中水浅波平，只有一些缺口与太洋相通」となっている。 
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図 9 

図９は梁啓超が己亥太平洋舟中で作った『壮別二六首』の第 25 首を筆写した掛け軸で

ある378。 

 

極目覽八荒、 極目して 八荒を覽れば、 

淋漓幾戰場。 淋漓たり 幾
いくばく

の戰場ぞ。 

虎皮蒙鬼 、 虎皮 鬼 
き い き

に蒙
は

り、 

龍血混玄黄。 龍血 玄黄に混ず。 

世紀開新幕、 世紀 新しき幕を開けば、 

風潮集遠洋。 風潮 遠洋に集
つど

ふ。 

欲閑閑未得、 閑を欲
ほっ

すれども 閑未だ得ず、 

横槊數興亡。 槊
ほこ

横ざまにして興亡を數ふ。 

 

詩人は視野を極限まで拡大して全世界を俯瞰し、血が滴り落ちる悲愴な戦場と、水と天

が渾然となったいささか不気味な雰囲気を醸し出した。この詩は一見した限り、祖国の運

命への言及は見出しがたいが、龍血は新と旧の戦い、正義と邪悪、変革と保守、進歩と遅

延の戦いを意味しており、救国への情熱が感じられる379。この詩が詠われたのは、20 世

紀という新紀元がはじまるわずか 3 日前である380。梁は「歴史の流れはこの太平洋に集ま

るであろう」と予想している。梁自身は「泰西の人は太平洋を遠洋と呼び、作者今日は滞

在している舟は、明日が居るこの海洋、即ち 20 世紀第一の戦場である。」381と注釈を施し

ている。 

                                                   
378 『飲冰室文集』45、p7。  
379 汪松涛編注、梁 江審訂『梁啓超詩詞全注』p37。 
380 この句に自註が付されている。「此詩成於西歴 1899 年 12 月 27 日，去 20 世紀僅 3 日矣。」『飲冰室文

集』45、p7。 
381 原文は「泰西人呼太平洋為遠洋。作者今日所居之舟，来日所在之洋，即二十世紀第一戦場也」であ

る。汪松涛編注、梁 江審訂『梁啓超詩詞全注』p37。 
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図 10 

図 10 は辛丑 7 月、梁啓超は船津に贈った掛け軸である。掛け軸に筆写された詩も著名

である。梁啓超は『飲冰室詩話』十八則（『新民叢報』第 26 号、1903 年）も以下のよう

に述べていた。 

 

  譚瀏陽獄中の絶筆詩は多くの新聞に掲載された。日本人はそれを曲に譜し歌にした。

全国で伝えることは言うまでもない。但しその詩中の人物は誰を指しているのかはまだ

よく知られていない。今原詩を抄録し、少し案語を加える。詩曰く：「門を望みて投止

するは、張儉に思い、死を忍ぶこと須臾なるは、杜根に待つ。我れは自ら刀を横たえ、

天に向いて笑う、肝胆を去留するも、両つながら崑崙。」382 

 

梁啓超は、改革のために命を捧げた志士の心情及び、日本での再起を図ろうとする自ら

の志を船津に共感してほしいと考え、この詩を掛け軸に筆写して託したのだろう。 

 

３、結び 
 

以上、筆者が入手した船津輸助が収蔵している梁啓超資料について、その周辺問題も含

めて考察した。図 1～5 の資料はすでに小川博氏が『燕京佳信』で言及していたが、本稿

で再度論じたのは多くの梁啓超研究者がこの『燕京佳信』に注目すべきだと思われたから

である。『燕京佳信』は船津が北京東文学社に勤めていた時、北京の見聞を綴った手紙で

あり、清末北京の風俗を理解するにもたいへん有用である。解説の「船津輸助のこと」に、

船津と清末の中国人との交流関係を論じた箇所があるが、残念ながら中国近代史研究者に

はあまり注目されていなかったようである。また船津輸助という人物自体は梁啓超研究者

によく知られていないのも現状である383。研究者により資料活用を促すため、あえてこれ

                                                   
382 原文は「譚瀏陽獄絶筆詩，各報多登之。日本人至譜為楽歌，海宇伝誦，不待述矣。但其詩中所指之

人，或未能知之。今録原文，略加案語。詩曰：「望門投止思張儉，忍死須臾待杜根。我自横刀向天笑，

去留肝胆両崑崙。」である。前掲梁啓超『飲冰室詩話』p14。 
383 たとえば、陳立新『梁啓超とジャナーリズム』（芙蓉書房、2009 年、p137）『清議報』投稿者身元不
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らの資料を本論で再録した。また、図 6～10 は管見の限り、梁啓超に関する新資料である。

それは文物としての価値はもちろんのこと、学術の価値も高いため、この場を借りて公開

し、拙見を付け加えた。内外の諸賢の教示を乞う次第である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
詳のリストに、船津輸助の名前があげられていた。劉建雲『中国人の日本語学習史――清末の東文学

堂』（学術出版会、2005 年、p205）北京東文学社教員の入退社状況には、船津輸助の名が挙げられた

が、退社後の状況や、入社前の身分、出身は空白だった。 
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あとがき 
筆者は学部の時、梁啓超が積極的に和製漢語を中国に導入したことを知った。修士の段

階では中国近代知識人における和製漢語の認識を研究しようという時期もあったが、それ

は研究の深さを知らなかったためである。結局一人の知識人に絞ってくださいと先生に言

われた。わたしは梁啓超を選んだ。修士の二年間では梁啓超研究になんらかの結論を出す

ことは到底できなくて、未練を残した。よって、博士後期課程に進学し、梁啓超研究に専

念した。 
 振りかえれば、五年間は昨日のように短かった。先生方、ともに奮闘した学友に感謝の

気持ちはいっぱいである。主たる指導教官楊暁文先生は学問上では私の研究に見られる問

題点を鋭く、厳しく指摘した。教務、研究で多忙にもかかわらず、私事にいつも迅速、親

切に対応してくださった。学問だけでなく、これから社会人になるわたしに注意すべき点

を告げた。散漫なわたしはいつも感服している。田所光男先生の好意で、先生が編集した

雑誌に投稿し、その陰で、新資料を発見につながった。星野幸代先生は北京大学留学する

際、梁啓超研究の大家夏暁虹先生の教えを受けたことがある。また、先生との談話で、論

文のヒントを頂いた。飯田秀敏先生は言語学の専門で、法律を専攻した私は日本語の表現

が独断なところがあると指摘した。中国近代史研究会の菊池一隆先生、工藤貴正先生をは

じめ、諸先生にお世話になった。櫻井龍彦先生はわたしの名古屋大学中国語学文学会の入

会を勧め、そこでいくつかの論文を発表することができた。笠井直美先生の少人数の授業

を参加し、内容の濃い勉強、有益な討論ができた。当時先生の教えにはおよそ二、三割し

かわからないが、実にきわめて重要なことだと初めて分かった。また、森時彦先生、森川

登美江先生、武田雅哉先生、船津富彦先生、陳立新先生など諸先生から貴重な資料、助言

を頂いた。香川大学時代の石井一也先生、修士一年時の中井政喜先生もわたしの研究を見

守ってくださったことに感謝する。 
 煩を厭わずにわたしの拙い日本語を修正してくれた山村正憲さん、米沢孝子さん、牛田

正治さん、田辺悠子さんにお礼を言いたい。 
 博士後期にロータリー米山奨学金を二年間いただいて、アルバイトをせず研究に専念す

ることができた。もし、この奨学金がなければ、博士論文の完成はさらに年月が必要に違

いない。私を世話する名古屋栄ロータリークラブの三浦幸治さんに感謝の気持ちを表した

い。三浦さんは親切で、勉学ばかりしているわたしにジャズ、歌舞伎、鵜飼いなどを案内

した。今では、美しい記憶となった。 
 後、遠いふるさとにわたしの勉学を見守る両親、親友に感謝する。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


