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近代中日交流の風景―清末の漢詩にある日本語 

                       遼寧師範大学 劉凡夫 

 

1899 年 12 月、梁啓超は政治資金を集めるため、日本の横浜港からハワイへ赴き、太平

洋を渡る船の中で、『汗漫録』（のち『ハワイ游記』と名付けた）を書き、「詩界革命」を提

唱した。その内容は主に次の通りである。 

故今日不作詩則已, 若作詩必為詩界之哥倫布瑪賽郎。不可不備三長, 第一要新意境,

第二要新語句, 而又須以古人之風格入之, 然後成其為詩。〔１〕 

（故に今日詩を作らなければ別として、作るなら必ず詩壇のコロンブス、マゼランに

なろうとする。それには三つの長所を備えなければならない。まずはヨーロッパの新

しい境地を持つこと、次は新しい語句を用いること、また、古人の審美形式を詩に入

れること、これで詩になることができるのである。） 

「詩界革命」という言葉は、梁啓超によって初めて使われたが、同じ時代の多くの知識

人も詩壇の改革を目指して、様々な努力をしていた。その改革のひとつである新語句の使

用は、詩壇に爽やかな時代の空気を吹き込んできた。いわゆる新語句とはその時代の新し

い事物、新しい概念を表す言葉であるが、そのなかの多くは日本語から借用したものであ

る。ここでは主に言語接触史の視点から、清末の漢詩における日本語の新語句の使用実践

を探り、近代中日交流のもう一つの風景を見ようと思う。 

 

一． 黄遵憲の詩にある日本語 

 

１． 黄遵憲と清末の詩壇 

 黄遵憲は近代中国における初代駐日外交官として、中日関係史上で大きな役割を果たし

た。1877年、黄遵憲は中国駐日公使館の参事官に任命され、駐日公使の何如璋と一緒に日

本に渡った。翌年の 1878年から、日本の政治、経済、歴史、地理、風俗などを考察し、明

治維新以来の様々な変革を観察して、1887 年に 40 巻本の『日本国志』を完成した。この

本は近代中国において、体系的に日本を研究した初めての百科全書的な著作だといわれて

いる。 

黄遵憲はまた、清末の詩壇における代表的な詩人の一人であり、古典詩の改革を訴えた

提唱者でもある。黄遵憲の詩について、梁啓超はその『飲氷室詩話』で次のように書き、
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高く評価していた。 

近世詩人能鎔鋳新理念以入旧風格者，当推黄公度。〔２〕 

（近代の詩人に、新しい理念を古い審美形式に溶かし込むことのできる人には、まず 

黄公度を挙げなければならない。） 

吾重公度詩，謂其意，無一襲昔賢，其風格又無一譲昔賢也。〔３〕 

（吾は公度の詩を重んずる。その意を論ずれば、昔の賢者を真似るものは一つもなく、 

その審美形式を謂うなら、昔の賢者に劣るものは一つもない。） 

  黄遵憲は新しい境地で詩を書き、詩壇の改革に努めたと同時に、また積極的に新しい事

物と新しい概念を表す新語句を詩に使った。1891 年、黄遵憲は『人境廬詩草・自序』で、

自分の詩について、次のように述べた。 

  取其材也，自群経三史，逮於周、秦諸子之書，許、鄭諸家之注，凡事名物名切於今者，

皆採取而仮借之。其述事也，挙今日之官書会典方言俗語，以及古人未有之物，未闢之

境，耳目所歴，皆筆而書之。〔4〕 

（群経三史よりその材を取り、周・秦諸子の書、許・鄭諸家の注に及ぼす。凡そ事名

物名今日に近いものは、全て借りて使う。今日の官書会典方言俗語を挙げてそのこと

を述べ、古人になかった物、開かなかった境地に及ぶ。見聞されたものは、全て筆を

持って記す） 

すなわち、詩を書くには、新語を用いてよいし、古語を使うことも認められる。新しい

事物を書くには、方言俗語を使ってもかまわない。実際、黄遵憲の詩には方言俗語だけで

はなく、日本語も多く使われていた。この時代の詩壇では、まさに先駆けの存在である。 

 

２．黄遵憲の詩にある日本語 

 黄遵憲の詩集に『日本雑事詩』と『人境廬詩草』がある。『日本雑事詩』は 1879年に「初

刻本」、1898 年に「定稿本」が刊行された。「初刻本」は 154 首、「定稿本」は増刪を加え

て 200首を収めている。『人境廬詩草』は『日本雑事詩』以外に、1865年から 1904年まで

に書かれた詩 641首を自ら編纂したものである。『人境廬詩草』の出版は黄遵憲の存命中に

は間に合わなかったが、1911年、すなわち辛亥革命の年に刊行された。 

 『日本雑事詩』は『日本国志』の韻文版と言われている。200 首の詩にそれぞれ本人に

よる注釈をつけ、国人に日本の実際の様子を紹介し、明治維新によって日本にもたらされ

た変化を語った。詩集に新しい語句は 400語以上使われていたが、多くは日本語の固有名
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詞や明治維新以来の新漢語である。これらの日本語はほとんど注釈に使用されていたが、

詩に使われていたものをまとめると次の通りである。 

  蝦夷、共和、攘夷、平戸、維新、物語、薩摩，水戸、樺太、源平、芝山、臣連伴造、 

国造、太政官、議員、神功、重光旭日章、中将、新聞、假名、伊呂波、西條、徂徠、 

山陽、凌雲、麗藻、上皇、天孫、吾妻橋、歌垣、国旗、奥姑、檀那、料理、熱海、 

団子、淡巴菰、函館、羽板、蛭子神、江戸、堅魚、日本橋、鏡餅、浅茅原、三味線、 

万葉、和歌、芝居、蒲生、小笠家、那須国造碑、鞍部、隼人、瑞穂、螺鈿、昆布、 

 吾妻鏡 

上記の日本語は、固有名詞や日本の文化を表すものがほとんどである。例えば、 

  ○山深太古日如年，小屋陰涼樹挿天。拝疏公庭争乞假，要従熱海欲温泉。 

黄遵憲自注：西法夏月各官許給假三十日，日本亦倣之。豆州熱海有温泉，老樹参天，

遊者雲集，諸省郎吏多尽室而行者。 

ほかに、共和、維新、議員、新聞、国旗という明治維新以来使われていた新概念、新語

句があり、これらの語が巧みに詩に書き込まれた。 

  ○玉牆旧国紀維新，萬法随風倏転輪。杼軸雖空衣服粲，東人贏得似西人。（12） 

  ○ 議員初撰欣登席，元老相従偶踦閭。豈是諸公甘仗馬，朝廷無闕諫無書。（32） 

  ○ 欲知古事読古史，欲知今事看新聞。九流百科無不有，六合之内同此文。（53） 

新聞、国旗 2語は中国の近代洋学書に現れたものであるが、当時、その語を使う環境が

中国ではまだできておらず、黄遵憲は日本語に刺激を受けてそれを詩に使ったと考えられ

る。 

『人境廬詩草』は 11巻からなっており、作者の 40年間に書かれた詩 641首が収録され

ている。そのうち、日本語が多く使われていたのは、第 3巻、第 4巻と第 9巻である。第

3巻は『日本雑事詩』以外に、在日中に書かれたものであり、固有名詞が多用されている。

第 9巻は戊戌変法の失敗で官職を奪われて、帰郷してからのものであり、日本語以外にも、

当時の中国ですでに使われていた新語句も多く使用されている。第 4巻は 32首の詩からな

っており、1882 年から 1885 年に書かれたものである。この期間はちょうど黄遵憲が日本

での任期を終えて、フランシスコ総領事としてアメリカへ転任した時である。第 4巻の詩

には、明治維新史、吾妻鏡、櫻花、共和、保護策、広場、愛国歌、議決、演説、独立、圧

制、平等、自由など多くの日本語が使われていたが、固有名詞より新しい概念を表す語が

注目される。たとえば、 
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○ 掌心発雷声，拍拍斉撃節。最後手高挙，明示党議決。（25） 

○ 演説事未已，復闢縦観場。鉄兜繍裲襠，左右各分行。吁嗟華盛頓， 

及今百年矣。自樹独立旗，不復受圧制。（26） 

○ 紅黄黒白種，一律平等視。人人得自由，萬物咸遂利。（29） 

これらの新しい概念を表す日本語はほとんど黄遵憲が日本滞在中に、当時の新聞、雑誌

を通して覚えたものである。アメリカに来て、本場の西洋の政治体制に触れ、それを詩に

書こうとした時、自然とこれらの語が使われたのである。 

 黄遵憲は 21 歳の時、「我手寫我口, 古豈能拘牽。旣今流俗語, 我若登簡編。五千年後

人,驚為古斕斑。」という雑感詩を書き、古典詩をひたすら真似することに反対し、通俗言

語で詩を書こうと訴えていた。『人境廬詩草』の詩を見て、黄遵憲は古典詩の改革者として、

一生にわたって、その詩に日本語を含む新語句の使用を実践した。第 11巻の「病中紀夢述

寄梁任父」は、黄遵憲が亡くなる前に書いた最後の詩である。その詩に、「逐逐揮日戈，弯

弯射天弧。孰能張網羅，尽殺革命党？汝輩主立憲，寧非愚欲迂。我方欹枕聴，鳴鶏乱驚呼。

……。」と書き、梁啓超ら立憲改革派に期待を表し、「文以覚世」という声を出すと同時に、

革命党、立憲、攘夷、尊王、法治、二十世紀、中立など多くの日本語も多く使われていた。 

 

二．梁啓超の詩にある日本語 

 

１．梁啓超と詩界革命 

1898年、戊戌変法の失敗で日本に亡命した梁啓超は、横浜で『清議報』を編集しながら、

立憲政治を鼓吹し続けていた。中国の知識人は昔から、「詩言志」という強い信念を持って

おり、梁啓超も例外でなく、詩を通して自分の理念や理想を表現しようと努めた。しかし、

氏は中国の詩壇がひたすら古典詩を真似し、時代感のないことをきわめて不満に思い、そ

の不満を『汗漫録』の中で強く表していた。 

余素不能詩，所記誦古人之詩，不及二百首，生平所為詩不及五十首。今次忽発異興味，

両日内成十余首，可謂怪事。然嘗好論詩，以為詩之境界，被千余年来鸚鵡名士（余嘗

戯名詞章家為鸚鵡名士自覚過於尖刻）占尽矣。雖有佳章佳句，一読之，似在某集中曾

相見者，是最可恨也。〔5〕 

（自分は平素あまり詩ができない。暗誦できる古人の詩は 200首に及ばず、自分の手

で作った詩は 50 首にも及ばなかった。このたび急に興味がわいて、二日間に十数首
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ができ、奇妙な事柄というべきである。しかし、詩を論ずることを好んでいる。詩の

境界は、千百年来、すべて鸚鵡名士に占められていると思う。良い詩、良い句があっ

たにもかかわらず、読んでみると、なにかの詩集で読んだ気がする。これは一番残念

なことだと思う。） 

また、梁啓超は 1899年の「読陸放翁集」という詩に、「詩界千年靡靡風，兵魂銷尽国魂空。」

と書き、中国の詩壇を厳しく批判した。  

亡命中の梁啓超は明治維新以来の日本社会の雰囲気を実感し、西洋の文学思潮にも触れ

るようになった。その影響で、しだいに「詩界革命」という詩の新しい創作理念を形成し

ていた。梁啓超は詩壇の改革を努めた黄公度（遵憲）、夏穂卿、蔣観雲ら三人の詩を高く評

価し、かられを「詩界三傑」と称していた。また、日本語を用いて詩を作る鄭西郷の詩に

大変関心を持ち、その『汗漫録』で次のように述べている。 

鄭西郷自言生平未嘗作一詩，今見其近作一首云，太息神州不陸浮，浪従星海狎盟鷗。

共和風月推君主，代表琴樽唱自由。物我平権皆偶国，天人団体一孤舟。此身帰納知何

処，出世無機與化遊。読之不覚拍案叫絶。全首皆用日本訳西書之語句，如共和、代表、

自由、平権、団体、帰納、無機諸語．皆是也。吾近好以日本語句入文，見者已詫賛其

新異，而西郷乃更以入詩，如天衣無縫。天人団体一孤舟，亦幾於詩人之詩矣，吾於是

乃知西郷之有詩才也。〔6〕 

（鄭西郷は詩を作ったことがないと述べているが、私はその近作一首を手に入れ、次

のように書いている。「太息神州不陸浮，浪従星海狎盟鷗。共和風月推君主，代表琴

樽唱自由。物我平権皆偶国，天人団体一孤舟。此身帰納知何処，出世無機與化遊。」

読んで思わず机をたたいてすばらしいとほめる。それに使われた共和、代表、自由、

平権、団体、帰納、無機などの語はすべて、日本人が西洋の本を訳す時に作られたも

のである。私は最近文章に好んで日本語を使い、人々に新異と見られているが、西郷

は更に日本語を以って詩を書き、そして非常に完璧で、いささか技巧のあとが見られ

なかった。「天人団体一孤舟」という句は詩人の詩と変わりがなく、西郷には詩人の

才能があると察している。） 

梁啓超本人はもとより日本語を含む新語句の使用を好んでおり、その文論には日本語が

たくさん用いられていた。「詩界革命」を提唱してから、詩作三要素の一つである新語句、

ひいては、日本語がその自作詩にも積極的に使われるようになった。 
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２． 梁啓超の詩にある日本語 

梁啓超の詩作は黄遵憲ほど多くはなかった。『飲氷室文集』の四十五下、『詩集』に 347

首が収録され、『飲氷室文集』の四十五上、『飲氷室詩話』に 17首が収録されている。『飲

氷室詩話』の 17首には、『詩集』と重なっているものもある。 

『詩集』の 347首のうち、一番古い詩は 1895年に作った「上海遭雪寄蕙僊」であり、最

後の詩は 1927 年に書いた「題越園画双松」である。1899 年の「詩界革命」以前に作った

詩がわずかに 13首あり、本人が自作の詩について次のように述べている。 

余向来不能為詩,自戊戌東徂以来,始強学耳。〔7〕 

つまり、日本に渡ってきてから、詩の創作を工夫し始めたのである。また、1899年の「詩

界革命」を契機に、それ以前、文論を中心に文筆活動をしていた梁啓超は、それ以後、詩

作にも旺盛な生命力を現した。 

梁啓超の詩には新語句、特に日本語が愛用されている。『詩集』の 347首には次の日本語

が使われている。 

維新、宇宙、改革、学術、会社、画界、革命、学院、合衆国、仮名、蒲生、喜劇、競

争、共和、具体、軍歌、元気、権力、公権、国民、抗議、櫻花、薩長、参謀、詩界、

市政、島津、自主、思想、四大自由、思潮、自由、種族、主権、商界、惨劇、女権、

象山、自立、新世紀、新世界、人種、進歩、精神、責任、世俗、政体、西暦、大陸、

高山、団体、通航、哲学、哲理、電線、独立、鉄血、博士、箱根山、悲劇、平等、風

潮、文明、文明時代、民権、水戸、民族帝国主義、明治、松陰、源蔵、優勝劣敗、門

羅主義、 

  これらの日本語は主に 1899年から 1904年までの詩、すなわち「詩界革命」の真っ最中

に書かれた詩に現れていたものである。また、固有名詞よりも、新しい概念を表す語が圧

倒的に多く使われている。たとえば、 

○ 文明発商界，欧美昔其郷。徐福三千壮，田横五百強。自由成具体，以太感重洋。 

努力宗邦事，蓬莱日月長。「壮別二十六首」第十六，1899年 

   ○ 機会満天下，責任在群公。塗炭寧無極，精神自可通。 

「壮別二十六首」第二十三，1899年 

○ 凌弱媚強天夢夢, 自由平等性存存。毎驚国恥何時雪, 要知民権不自尊。 

               「星洲寓公懐一首次原韻」第三，1900年 

   ○ 詩界革命誰歟豪, 因明鉅子天所驕。駆役教典庖丁刀，何況欧学皮與毛。   
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「広詩中八賢歌」，1901年 

   ○ 世界風潮至此忽大変, 天地異色神鬼瞠。輪船鉄路電線瞬千里, 縮地疑有鴻秘

方。 

四大自由塞宙合，奴性銷為日月光。懸崖転石欲止不得止，愈競愈劇愈接愈厲卒 

使五洲同一堂。      「二十世紀太平洋歌」, 1901年 

○ 君不見朅来欧北天驕驟進化，寧容久扃吾文明。結我団体，振我精神,  

二十世紀新世界，雄飛宇内疇與倫。 「愛国歌四章」第三, 1903年 

梁啓超の詩に使われている日本語について、使用頻度から見ると、5 回以上使われてい

たのは次の通りである。 

民権、文明、団体、責任、詩界、自由、自主、革命、精神、独立、思想、女権、 

維新、国民、主権、進歩、新世界、哲理、風潮 

これらの語はいずれもこの時代の声であり、近代社会へ向かうキーワードでもある。梁

啓超はこれらの語を詩に巧みに使い、「文以覚世」の声を強く発したのである。 

梁啓超の詩に使われる日本語は、1904年以後、その使用種類も使用頻度も次第に少なく

なっていった。この点について、梁啓超は『飲氷室詩話』で次のように述べている。 

過渡時代, 必有革命。然革命者，当革其精神，非革其形式。吾党近好言詩界革命、雖

然, 若以堆積満紙新名詞為革命，是又満州政府変法維新之類也。能以旧風格含新意境, 

斯可以挙革命之実矣。苟能爾爾，則雖間雑一二新名詞，亦不為病。不爾, 則徒示人以

倹而已。〔8〕 

（移り変わる時代に、必ず革命がある。しかし、革命者は其の精神を革めるべきなの

であって、其の形式を革めるべきではない。吾党は近頃、詩界革命を言うことを好む。

しかし、もし紙面いっぱいの新名詞を革命とすれば、また満州政府の変法維新の類に

なってしまう。旧風格を以って新しい境地も含むことができれば、革命の実を挙げる

ことができるのである。もしこのようになることができれば、たとえ一、二の新名詞

が雑じっても不自然ではない。そうならなければ、いたずらに人につつましさを示す

のみである。） 

すなわち、梁啓超は少しずつ自分の文学理論を修正し始め、詩作には新語句の使用より、

新しい境地を以って詩を書くことを重んずるようになっていたのである。 

 

三． 詩壇の他の詩にある日本語 
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 19世紀の末から 20世紀のはじめ、「詩界革命」は黄遵憲、梁啓超を先駆けに行われてい

たが、同時代の多くの知識人が「覚世」を使命として、積極的に「詩界革命」に参加して

いた。彼らの詩の特徴のひとつは新語句の使用であり、これらの新語句には、日本語が少

なくなかったのである。 

 

１．『飲氷室詩話』の詩にある日本語 

『飲氷室詩話』は、『汗漫録』に継ぎ、梁啓超が近代詩を系統的に論じた著作である。戊

戌変法の失敗で日本に亡命した梁啓超は、1902 年の初めから 1907 年の冬まで、横浜で半

月刊の『新民叢報』を作り、全部で 96期を刊行した。第 4期から詩論の文章が連載され、

第 95期まで、計 204の文章が載せられた。のち、本人が 1902年の第 1期から 1905年の第

72期までの 174の文章を選び、『飲氷室詩話』を編纂した。 

『飲氷室詩話』には、詩作の理論と詩の評価のほか、詩 541首が収録されていた。その

うち、黄遵憲の詩が 43首、梁啓超自身の詩が 17首、あとの 481首はすべて康有為、譚嗣

同、夏曾佑、蒋観雲ら詩界革命の立役者が作った詩である。黄遵憲と梁啓超の詩は前節で

述べたが、他の 481首を見て、近代資本主義の新しい思想、新しい事物を鼓吹するものが

多く、愛国主義の精神を歌うものも少なくなかった。例えば、 

○ 終能覆覇図,版籍奉元君。千年大革命，礌硠壮乾坤。 文の六八 

○ 於今世界無公理,口説愛人心利己。天演開成大競争, 強権圧倒諸洋水。 文の八六 

○ 革命與保皇, 攻撃令人惑。専制戦立憲, 大勢己敗北。文の一○九 

○ 黒龍王気黯然銷, 莽莽神州革命潮。甘以清流蒙党禍, 恥於亡国作文豪。 

文の一一四 

○ 維新蓋公理, 病夫行有瘳。願熱愛国力, 與借前箸籌。 文の一三九 

ほかに、哲学や進化論など新しい知識を語るもの、情感を描写するものもある。     

○ 故郷日影初停午,郵書電話渾無拠。両面総高山, 盈盈一水間。頻思穿地脈, 一

望君顔色。皓月正当天, 知君眠未眠。  文の八三 

○ 生物二理剖尤精, 千状百態数可紀。小之目力詧微塵, 大之思想窮無始。即論哲学

亦卓絶, 遠源別派互嬗遞。梭孔亜孟輝後先, 詭辨懐疑更派觗。帰納演繹標二宗, 

笛倍論理有変体。……。      文の一六七 

これらの詩に新語句としての日本語が多く使われていたが、それらをまとめると次の通
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りである。 

愛国力、愛国心、赤坂、有阪、維新、江戸、演繹、王政復古、学界、学説、革命、革

命潮、革命党、汽車、帰納、機体、詭弁、記念碑、教育、銀行、元素、権利、洪積時

代、工兵隊、公理、国民、国民教育、刺激、思想、下関、社会群、主義、自主、自由、

主権、女権、攘夷、相続、植民地、進化、神経、新種、進歩、人類、世紀、精神、生

物、専制、糎、創造者、大革命、大競争、大陸、多元、団体、地核、著作家、哲学、

鉄道、電線、電灯、電話、天長、東京、同志、同種、独立、版籍、風潮、武士魂、武

門、文明、文明界、平権、変体、法理教育、保守、三田町、民権、民主、民約、村田、

名刺、大和魂、優勝劣敗、洋装、論理、倫理、 

上記の日本語を見てわかるように、固有名詞より、新しい概念、新しい事物を表すもの

が多かった。これらの語は、維新と革命という近代化へ向かう時代において、戦う材料と

なり、詩壇で重要な役割を果たしていたのである。 

 

２．留学生刊行物の詩にある日本語 

 1900 年前後、早期に日本に留学していた中国人学生は、日本で受け入れた新しい知識、

新しい思想を国内に伝えようとして、新聞、雑誌を作り始めた。最初は『訳書彙編』（1900）、

『遊学訳編』（1902）など翻訳雑誌が中心だったが、次第に『浙江潮』（1903）、『江蘇』（1903）

のような総合雑誌も刊行されるようになった。1898 年から 1911 年までに日本で出版され

ていた刊行物は 60種あまりあると言われている。 

 一部の留学生刊行物に、詩の欄があり、留学生たちの書いた詩が定期的に載せられてい

た。詩の欄を設けた留学生刊行物には、『浙江潮』（1903）の「文苑」、『江蘇』（1903）の「文

苑」、『政報学報』（1903）の「文苑」、『雲南』（1906）の「詩選」などがある。梁啓超はこ

れら留学生刊行物に載せられた詩に大変関心を持ち、『飲氷室詩話』で何回も『浙江潮』、

『江蘇』に載せられた詩を語ったが、留学生たちも梁啓超の詩界革命の文学理論に影響さ

れており、その詩作に多くの新語句としての日本語が使われていた。上記四つの留学生刊

行物の詩に使用されていた日本語を調べると、次のものがある。 

愛情、圧制、大貞丸、維新、伊豆、泉岳寺、上野、運動場、影響、恵比寿、大木改革、

開化、課程、科学、学界、学生軍、革命、革命軍、革命党、革命潮、革命風潮、 火

事、汽笛、汽車、記念碑、旧思潮、教育、義務、虚無主義、強権、共和、軍歌、金曜、

形式、警務、劇場、憲法、権力、権利、言論、洪積代、公理、国体、国民、国民軍、
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国権、雑誌、惨劇、詩界自由権、思想、思想界、品川湾、自治、自由、自由神、自由

鐘、宗旨、種族、種族主義、唱歌、消防、女権、女学生、人格、人種、新党、新橋、

新聞、進歩、新義務、新国民、精神、政体、責任、専制、専制体制、代価、大学、団

結、団体、中央、帝国主義、鉄血、独立、独立精神、長崎、二十世紀、箱根、博物科、

反動、琵琶湖、平権、平等、風潮、舞台、文化、文明、富士山、保守、方針、覇権、

民族、民権、民政、民約、民族主義、目的、優勝劣敗、幼稚園、横浜、立憲、理想、

倫理、論理 

在日中国人留学生には、梁啓超の君主立憲思想より、革命を通して、新しい国を作ろう

と訴える人が多く、彼らの詩は言うまでもなく、強い革命思想を持ち、詩を通して革命の

精神を伝えようとしたのである。たとえば、 

○ 自由血與強権戦, 敢為飄流該素心。満地江湖不帰去, 夢魂和月到南潯。 

『浙江潮』第一期, 文苑「南潯道中」 

○ 物競炎々, 唯天所択。侠骨柔情, 支配人格。艶絶環球, 光芒鞭電。 

 児女英雄, 千秋合伝。  『浙江潮』第五期,  文苑「題桃花宝剣」 

○ 軍己相関係, 天涯安所逃。人肩新義務, 千載旧思潮。先伏心中賊, 将凌海外涛。

吾侪五少年, 何事咏離騒。  

『政報学報』第三期, 文苑「自題贈同学序兼示同志」 

○ 首唱教育題, 憲法次第張。取避大洪水, 革命軍鋒揚。民智日以瀹, 民権日以昌。

農工商務部, 徐徐図富強。 『江蘇』第四期, 文苑「今懐」 

○ 思想界中初革命, 欲慿文字播風潮。共和民政標新諦, 専制君威掃旧驕。 

誤国千年仇呂政, 伝薪一脈拝盧騒。寒宵欲睡不成睡, 起看呉国児百煉刀。 

『江蘇』第八期, 文苑「歳暮述懐」 

一方、海外に生活して、自分の見たこと、聞いたことを記録し、自分の情感を描くものも

ある。例えば、 

○ 琵琶湖上夜潮声, 富士山前霧気横。汽笛一声天已白, 暁風吹我入東風。 

『江蘇』第二期, 文苑「自梅田駅乗汽車赴江戸道中作」 

○ 終年演劇閙喧嘩, 説祀祝融靡麗夸。火事消防関警務, 可聞神聖降誰家。 

『雲南』第二号, 詩選「雑詩」其の二 

 これらの詩には、明治維新以来現れた、新しい事物を表す日本語も詩に活かされていた。 
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終わりに 

 19 世紀の末から 20 世紀の初めにかけて、中国の詩壇に発生した「詩界革命」は、今日

でも賛否両論がある。著名な南社詩人である柳亜子はかつて「詩界革命」について、次の

ように述べている。 

  辛亥革命算是成功了，但詩界革命是失敗的。梁任公、譚復生、黄公度、丘滄海、蒋観

雲、夏穂卿、林述庵、林秋葉、呉綬卿、趙伯先的新派詩，終於打不倒鄭孝胥、陳三立

的旧派詩，同光体依然成為詩壇的正宗。［9］ 

（辛亥革命は一応成功した。しかし詩界革命は失敗に終わった。梁任公、譚復生、黄

公度、丘総会、償還雲、夏補強、林術庵、林亜紀は、呉儒教、趙伯先らの新派氏は，

結局鄭隆胥、陳三立らの旧派詩を打倒することができず、同光体は依然として詩壇の

正統である。） 

 柳亜子の論評が言い過ぎであるかどうかは別にして、「詩界革命」は詩壇改革の試みとし

て、少なくとも次の意義がある。まず、「文以覚世」の理念をもって、自覚的に時代の声を

発したこと。次に、新しい境地を持って、詩に新しい生命力を注いだこと。第三は、新語

句の使用がのちの新文化運動、白話文、自由詩（新詩）に直接、間接に影響したこと。郭

沫若は近代中国の文豪であり、新文化運動の詩人でもある。彼が 1920年 4月に書いた「巨

砲之教訓」という自由詩に、日本語が多く使われ、詩界革命の響きが感じられる。 

“同胞！同胞！同胞！” 

列寧先生却只在一傍喊叫， 

“為階級消滅而戦喲！ 

為民族解放而戦喲！ 

為社会改造而戦喲！ 

至高的理想只在農労！ 

最終的勝利総在吾曹！ 

同胞！同胞！同胞！……” 

他这霹靂的幾声， 

把我従夢中驚醒了。 

 

注釈 

〔1〕梁啓超『飲氷室合集』専集之二十二．p189．中華書局．1999年 
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〔2〕梁啓超『飲氷室詩話』四．P2. 人民文学出版社．1959年 

〔3〕梁啓超『飲氷室詩話』九．P8. 人民文学出版社．1959年 

〔4〕黄遵憲『人境廬詩草・自序』．『人境廬詩草箋注』上．P3. 上海古籍出版社．1981年 

〔5〕梁啓超『飲氷室合集』専集之二十二．p189．中華書局．1999年 

〔6〕梁啓超『飲氷室合集』専集之二十二．p190．中華書局．1999年 

〔7〕梁啓超『飲氷室詩話』六六．P52. 人民文学出版社．1959年 

〔8〕梁啓超『飲氷室詩話』六三．P51. 人民文学出版社．1959年 

〔9〕柳亜子「柳亜子的詩和字」．『人物』．1980（１） 

 

※ 本文為 2013年度中国国家社会科学基金項目「項目批准号：13BYY159」研究成果之一

部分。 


