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前言

氷上　正

本書は、平成 14 年度～平成 16 年度科学研究費補助金（基盤研究（B）（1）・課題番号

14310204）による共同プロジェクト「近代北方中国の芸能に関する総合的研究―京劇と皮影戯

をめぐって―」の成果を、論文集という形で刊行したものである。

ここ十年来、中国における伝統演劇研究において、農村の演劇や芸能などを対象とし、社会

学・文化人類学・民俗学などのさまざまな分野による調査・研究が国内外の研究者によってなさ

れてきている。こうした研究によって、中国の地域文化に根ざした演劇史像が次第に明らかにさ

れ、その背景にある中国人のメンタリティーの源泉なるものも究明されつつある。

本研究の目的は、こうした研究の流れを受け、従来あまり扱われることのなかった①大都市の

多様性に支えられた演劇の様態と相互関係、②大都市と周縁部の中小都市および農村との文化交

流ネットワーク、③演劇・芸能による物語の流通と需要の実態を解明することにあり、その主な

対象としては、京劇及び皮影戯（影絵人形芝居）を選んだ。なぜならば、京劇については、民国

時期における北京地域の新聞資料の調査、演劇の変容と写真・レコードなどの複製メディア、新

聞やラジオなどのマスメディアとの関係が、必ずしも十分に研究されているとはいえないから

である。また皮影戯についても、河北省東部を拠点とする劇団が北京、東北地方にまでも公演に

行っていた事実が明らかになり、皮影戯劇団が文化流通の担い手としてどのような役割を果たし

たかを調査する必要が生じているからである。さらにその一方において、河北省の西に位置する

山西省・陝西省における皮影戯劇団の文化流通における役割も調査・解明する必要が生じてきて

いる。

上記の研究目的を達成するために、本プロジェクトでは、京劇と皮影戯を主要な調査・研究対

象とし、フィールドワークとして、京劇や皮劇戯の芸人や研究者から詳細な聞き取りを行ない、

さらに実際の上演活動などを調査・撮影した。また芸能に関連のある寺や廟などの調査も行っ

た。その一方で、中国及び日本の研究所・図書館・博物館などに保存されている文献資料を博捜

し、データベース化を図っている。

このプロジェクトの成果に関しては、ネット上でも閲覧できるようにしており、我々のテーマ

に関心のある多くの人々が、各自の研究材料として役立ててくれればと思っている。今回のプロ

ジェクトで、計画相応の成果を出すことができたと確信しているが、まだまだ調査・研究すべき

点は多々残っている。今後の活動としては、中国北方地区における芸能の歴史や現況への調査・

研究に関して、さらなる展開を期すつもりである。
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現地調査経過報告

氷上　正

はじめに

本研究では、北方中国の皮影戯や演劇・宗教施設について、

数次にわたる現地調査を実施し、従来必ずしも明らかでなかっ

た地方における伝統演劇文化の一端を明らかにした。以下、そ

れら調査の概要をまとめる。

1.	 2002 年夏期山西省現地調査

2002 年の現地調査の主たる目的は、山西省孝義における晋

中皮影戯の老芸人梁全民氏へのインタビュー及び孝義に残る皮

腔、碗碗腔、木偶戯それぞれの上演情況を把握することにあっ

た。この調査に関しては、本書中に山下一夫氏が「梁全民氏と

晋中皮影戯・木偶戯」と題して報告しているので参照して頂き

たい。

（1）	 日程と概要

この調査に参加したのは、氷上・山下・千田・戸部・二階堂

の五名である。氷上・山下・千田・戸部は全行程を共にし、二

階堂は五台山を拠点とした宗教施設調査のみに参加した。

8 月 18日

氷上・千田・山下・戸部

午後：太原へ

8 月 19日

氷上・千田・山下・戸部

午前：山西省戯劇研究所訪問・調査

午後：山西省における皮影戯関連の文献収集

8 月 20日

氷上・千田・山下・戸部

午前：山西省孝義へ
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午後：侯丕烈氏からの聞き取り

調査

二階堂

終日：平遥にて寺廟などの宗教

施設を調査

8 月 21日

氷上・千田・山下・戸部

午前：山西省介休にて古戯台を

調査

午後：山西省孝義にて梁全民氏、

侯丕烈氏からの聞き取り調査

夜：「孝義市木偶碗碗腔専場文

芸晩会」出席

二階堂

終日：五台山にて寺廟などの宗

教施設を調査

8 月 22日

氷上・千田・山下・戸部

午前：孝義市皮影木偶芸術博物

館見学

午後：同博物館にて皮影戯及び

木偶戯を観劇

二階堂

終日：五台山にて寺廟などの宗

教施設を調査

8 月 23日

氷上・千田・山下・戸部

午前：平遥にて演劇施設調査

午後：太原にて演劇資料収集

二階堂

終日：太原にて寺廟などの宗教

施設を調査

8 月 24日

介休祅神楼戯台

紗閣（平遥太平興国観）

平遥城隍廟戯台
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氷上・千田・山下・戸部

午前：太原にて演劇資料収集

午後：山西省戯劇研究所訪問・調査

二階堂

午前：空路、北京へ

8 月 25日

氷上・千田・山下・戸部

午前：空路、北京へ

2.	 2004 年夏期山西省・陝西省現地調査

2004 年の現地調査では、2002 年実施した山西省現地調査を

補完する目的で、孝義市運城市を訪問した。同時に、多種多様

な皮影戯が現在も行われている陝西省東部に調査対象地域を広

げ、陝西東部地域の代表的皮影戯について概略的な調査をおこ

なった。

（1）	 日程

この調査に参加したのは、氷上・山下・千田・二階堂の四名

である。氷上・山下・千田は全行程を共にし、二階堂は運城を

拠点とした宗教施設調査のみに参加した。

8 月 22日

氷上・山下・千田

北京より太原に移動

8 月 23日

氷上・山下・千田

午前：山西省戯劇研究所訪問

午後：孝義市にて、皮腔皮影戯調査‥

二階堂‥

午後：西安到著

8 月 24日

氷上・山下・千田・二階堂‥

午前：それぞれ運城に移動‥

午後：運城関帝廟調査

8 月 25日
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氷上・山下・千田・二階堂

終日：永楽宮・常平関帝祖廟等調査

8 月 26日

氷上・山下・千田

午前：西安に移動‥

二階堂‥

午前：西安に移動後、北京へ‥

8 月 27日

氷上・山下・千田

終日：華陰県にて、老腔皮影戯調査

8 月 28日

氷上・山下・千田

終日：華県にて、碗碗腔皮影戯調査

8 月 29日

氷上・山下・千田

終日：礼泉県にて、弦板腔皮影戯調査

8 月 30日

氷上・山下・千田・二階堂

午前：北京へ

（2）山西省調査概要

a) 山西省戯劇研究所

同研究所では、現在、山西省戯劇文物文献データベースの構

築作業を進めている。同研究所が所蔵する、文献・博物資料の

総合目録オンラインデータベースであるが、一部資料について

はオンライン公開する予定であるという。完成の暁には、同研

究所所蔵伝統劇資料へのアクセシビリティーが格段に向上する

ことが期待される。

待望久しい『山西地方戯曲彙編』皮影・木偶巻は、訪問時に

はまだ完成していなかった。その後、2005 年初頭に完成した

が、本研究期間中に詳細な分析を行うことはできなかった。こ

の点は今後の課題としたい。

同研究所ではこのほか、山西省の伝統劇の劇目と解題とをま

とめた『山西戯曲劇目考略』といった書籍も、刊行に向けて準
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備を進めているという。

b) 孝義市

晋中皮影戯の中心地として知られる孝義市には、古くからお

こなわれていた皮腔と、清末に陝西より伝播した碗碗腔の二種

類の皮影戯がある。しかし、現在、孝義市皮影木偶芸術博物館

の皮影劇団などではもっぱら碗碗腔がおこなわれており、皮腔

皮影戯は絶滅に瀕している。

今回訪問調査した武海棠氏（66）は、数少ない皮腔皮影戯の

老芸人である。武氏は清末当地に存在した皮影・木偶劇団、二

【上演演目】

碗碗腔

「桃花記」（唱・操作：梁全民・

田生蘭）

「収五毒」（唱：梁全民、操作：

田生蘭）

「五賢牌・選段」（唱・操作：武

愛屏）

皮腔

「鬧朝歌」（唱・操作：武海棠）

前列左より
武海棠氏・侯丕烈氏・梁全民氏

武海棠氏
義園を経営していた一族であり、既に六世代にわたっ

て皮影戯に従事している。

今次の調査では、孝義市郊外の必独村の武氏宅を訪

問し、武海棠氏の経歴・家系、劇団の変遷、旧時の具

体的な上演状況について聞き取り調査をおこない、あ

わせて武家班、および 2002 年度に訪問調査した梁全

民氏による、碗碗腔・皮腔皮影戯の上演を鑑賞・記録

した。

【上演者】

唱・操作：梁全民（73）・田生蘭（62）・武海棠・

武愛屏（39）

鼓板：武偉偉（23）

琴師：武海花（40）

伴奏：武建平（37）・于雲平（38）
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「四表四唱」（唱・操作：武海

棠）

c) 運城市

河東地域の中心都市である山西省運城

市を拠点として、同市近郊に分布する宗

教施設を訪問・調査した。

◦解州関帝廟

関羽の出身地である運城市解州鎮の同

廟は、全国最大の関帝廟として知られて

いる。同廟の雉門は、本殿に面した側の

階段の上に板を渡して舞台とする、所謂

「過路戯台」になっており、保存状態も

良好である。

◦永楽宮

運城市芮城県龍泉村。呂洞賓の出身地

とされる、道教全真教の三大祖庭の一つ。

現在の廟宇は、三門峡ダムの建設にとも

ない、1950 年代に移築されたもの。多

数の元代の壁画が保存されていることで

も知られる。元代白話文碑を含む、多数

の碑刻が保存されている。

今回の調査で、清代の建築である宮門が、

過路戯台構造になっていることを確認し

た。

◦五龍廟

永楽宮の西の農村にある。中国に現存

する数少ない唐代建築であるとされる。

清代の小戯台が現存するが、前面には壁

と扉がしつらえられ、農家の倉庫として

利用されているようであった。

◦常平関帝祖祠	

解池の南、解州関帝廟の東数キロに位

置する。関羽の祖先を祭ったものである。

解州関帝廟過路戯台

永楽宮過路戯台

五龍廟戯台
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建築・鋳鉄像の多くは明清代のもの。

（3）陝西省調査概要

今次の陝西省現地調査に関しては、現

地の研究・工作者である、陝西省民間芸

術劇院の楊飛・李淑文夫妻に、劇団や芸

人との連絡などの手配を依頼した。

現地調査では、今後の継続的な調査を

にらみ、各地域の皮影戯の概略を把握す

ることに主眼を置いた。このため、イン

タビューの質問項目は、芸人の経歴、劇

団の変遷、上演方式と環境などにとどめ
華陰県老腔皮影

【劇団】

華陰県老腔皮影芸術団

【上演者】

演唱：張軍民（55）

板胡：劉亜倉（53）

敲板：李海泉（52）

簽手：衛興保（63）

後曹：李月明（60）

【上演演目】

「虎牢関」、「薛仁貴月下表功」、「臨潼闘宝」、「王

文秀遊花園」

b) 華県

老腔に対して時腔とも称される、碗碗腔皮影戯につ

た。

なお、以下に記す上演者名・役割は、鑑賞時に劇団員もしく

はその家族に書いてもらったものを、そのまま転記したもので

ある。

a) 華陰県	

陝西省で最も歴史が古いとされる、華陰老腔皮影戯の芸人、

張軍民氏（55）宅を訪問してインタビューを実施し、実演を鑑

賞・記録した。また、張氏が所有する台本の題目を記録し、一

部台本については全編を撮影した。
呂重徳氏
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「金碗釵・供水」

いて調査した。訪問地は、華県呂家塬村。

【インフォーマント】

呂重徳（61）

【劇団】

呂重徳興進皮影社

【上演者】

前手：呂重徳

扡手：劉正宏（60）

二胡・幇扡：劉華（62）

硬弦：劉興文（55）

後槽・鈴鈴：劉建平（40）

【上演演目】

「売雑貨」、「火焔駒・打路」、「金碗釵・供水」、

「卜浪沙・撐船」、「刀劈韓天化」

c) 礼泉県	

西安の西北、咸陽市礼泉県は、陝西西路皮影戯の代

表的声腔である弦板腔の発祥地である。弦板腔が形成

されたのは清末民初であるが、解放後に上演・演唱方

式などが改革されている。調査地は、同県五都村。

同地の芸人である劉璟氏（52）への聞き取り調査お

よび実演鑑賞・記録を行うと同時に、劉氏が所蔵する

台本 50 部余りを購入した。その詳細については、山

下一夫氏の報告をご参照いただきたい。

【劇団】

劉璟弦板腔皮影社（史徳皮影社、新

声皮影社合同上演）

【上演演目：演唱者】

「関羽取長沙」：劉璟、「鷄爪山」

選段：劉建桂（40）、「孫夫人祭

江」：劉文侠（40）、「黄雀寺・降

香」：馬春萍（39）

劉璟氏へのインタビュー風景

劉璟氏
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3.	 2005 年春期　山西省・陝西省現地調査

（1）日程

2005 年春期の現地調査では、山西省戯劇研究所にて情報交

換を行うとともに、夏期に実施した陝西省東部皮影の調査を補

完するため、関中道情皮影についての聞き取りを進めた。また、

陝西省南部にも対象地域を広げ、洋県灯影腔皮影の概略的な調

査を実施した。参加したのは千田・山下の二名である。

2 月 22日

千田

夜：太原へ移動

2 月 23日

午後：楡次老城見学

2 月 24日

午後：山西省戯劇研究所訪問

夜：西安へ移動

2 月 25日

千田

終日：西安市内にて資料収集

山下

午後：西安へ移動

2 月 26日

千田・山下

午前：八仙宮・罔極寺見学

午後：皮影戯研究者の楊飛・李淑

文夫妻を訪問

2 月 27日

終日：西安市臨潼区にて関中道情

皮影戯の調査

2 月 28日

午後：空路にて西安より漢中へ移

動。漢中市内にて灯影腔皮影の

調査

楡次老城城隍廟過路戯台
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3月 1日

午前：漢中民俗村見学

午後・夜：洋県にて灯影腔皮影の調査

3 月 2日

千田・山下

終日：空路にて漢中より北京へ移動

（2）調査概要

a) 関中道情皮影

関中道情皮影については、西安市臨潼区在住の廬学

林氏を採訪した。関中道情皮影は民国期に商洛道情皮

影が臨潼に伝播し発展したものであるが、現在伝承者

は廬学林氏ひとりとなっている。当然上演も行われて

おらず、劇種としてはほぼ消滅したものと言って良い。

氏も現在は市の殯儀館で葬送音楽を担当している。氏からは関

中道情皮影の歴史、音楽、往時の上演状況について話を伺った

ほか、以下の台本も閲覧させていただいた。

『張連売布』『紅心朝陽』『東郭先生救狼』『孫悟空三打白骨精』『鬧

天宮』『三調芭蕉扇』

b) 洋県灯影腔皮影

洋県灯影腔皮影については漢中市内と洋県の二カ所で調査を

行った。まず漢中市内については、訪問した漢中市文聯の協力

を仰ぎ、漢中民俗村で所蔵されている資料の調査を行った。こ

こには灯影腔皮影で用いられた影人の比較的まとまったコレク

廬学林氏

漢中民俗村

ションが所蔵されているのである。また、

かつて漢中市内でも活動していた灯影腔

皮影の現状ついて、民俗村のスタッフの

ほか、市政府文化科や市政協などでも聞

き取りを行ったが、いずれも現在市内

では行われなくなっているということで

あった。さらに、かつて洋県文化局で皮

影音楽の調査を行った馮樹永氏への採訪

も行い、文革終息後の上演状況について

話を伺った。
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洋県では、灯影腔皮影の芸人である雍居

忠氏・何宝安氏・黄芳氏を採訪した。雍

居忠氏は現在 70 才の老芸人で、また何

宝安・黄芳両氏はその弟子にあたる。三

方より灯影腔皮影の歴史、音楽、上演状

況などについて話を伺った後、近くの観

音廟で開催されていた千山娘娘廟会で、

かれらが行った皮影戯『葵花鏡』の上演

について調査を行った。また付近の薬王

廟で行われていたものも含め、廟会その

ものについても調査を進めた。
漢中民俗村所蔵影人

千山娘娘廟会⇨

何宝安氏・黄芳氏へのインタビュー⇩
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雍居忠氏へインタビュー

洋県灯影腔皮影

薬王廟
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『西遊記』影巻加格達奇抄本を 

めぐって

山下　一夫

1. はじめに

中国都市芸能研究会では現在、皮影戯研究の一環として、影

巻とよばれる台本の整理保存活動を行っている。灤州皮影の

抄本や北京西派皮影の手稿本などを中心として、すでに百六十

種以上の影巻を収集し、現在は解題目録の作成作業を進めてい

る［注1］。そうして収集された影巻の一つに、ここで取り上げる

『西遊記』十巻抄本がある。文の区切りになる部分に」などの

記号を用い、また眼を表す漢字を実際の眼の絵で代用している

など、影巻に一般的な抄写形態を有することから皮影戯テキス

トと解り、また収集した多くの抄本と同じ様に、あまり質がよ

いとはいえない紙に毛筆で抄写され、糸で冊子状に綴じられて

いる。一般的に影巻は通読用に供されるものではなく、上演す

る際に参照するためのものであるため、収集した影巻は上演時

のホコリや煤を被って傷んでいるものが多いが、この抄本につ

いてはあまり破損が見られず、保存状態も良い。これは、実際

の上演にあまり用いられなかったことを示しているだろう。各

巻の封面題と小説『西遊記』（世徳堂本）のおおよその対応回

目は以下のとおりである［注2］。

	第一巻「師徒路遇火焰山　孫悟空借芭蕉扇」

第五十九回 -第六十一回

	第二巻「碧波潭孫悟空捉九頭妖　彌勒佛捉黃毛童」	 	

第六十二回 -第六十六回

	第三巻「連環洞遇妖　孫行者捉花斑豹鐵背花面狼」

第八十五回 -第八十六回

注 1	『平成九 - 十一年度科学研究
費基盤研究（Ｃ）近代中国
都市芸能に関する基礎的研
究』、二〇〇一年、一四九頁 -
一五一頁。

注 2	 影巻などは一般的に巻一、巻
二…と称するものが多いが、
ここでは抄本封面の表記に従
い第一巻、第二巻…とした。

図一　加格達奇抄本第一巻封面

図二　加格達奇抄本第四巻末葉
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	第四巻「孫悟空捉蛇妖　又到朱紫國」

第六十七回 -第七十一回

‥第五巻「孫悟空朱紫國捉妖　南海大士收伏青毛孔」

	 第六十七回 -第七十一回

	第六巻「大鬧清華洞黃花觀　孫悟救小兒比丘國捉妖」

第七十二回 -第七十三回、第七十八回 -第七十九回

	第七巻「唐僧錯入鎮海寺　孫悟空大鬧無底洞」

第八十一回 -第八十三回

	第八巻「哪吒捉白鼠精　唐僧師徒越過滅法國　悟空告李

天王」	 	 第八十三回、第七十四回

	第九巻「孫悟空被妖裝近陰陽二氣　師徒近獅駝嶺遇妖」

第七十四回 -第七十六回

	第十巻「文殊普賢收獅象　如來下山收金翅鳥」

第七十五回 -第七十七回

また第四巻の末葉には「加格達奇孟昭崙書　一九七九年十二

月初四日書」という題記があり［注3］、ここからこの影巻抄本は

加格達奇の孟昭崙という人物によって一九七九年に抄写された

ことが解る（従って以下これを加格達奇抄本と称する）。加格

達奇は内蒙古自治区呼倫貝爾盟の黒竜江省にほど近いあたりに

位置し、江玉祥によれば灤州皮影の分布下にあるとされる地域

である［注4］。

2. 鼓詞『西遊記』との関係

さて、主に北方で流行した講唱文学の一つに「鼓詞」がある。

これは「説唱鼓詞」とも称し、散文による「語り」と韻文によ

る「唱い」を交互に行いながら物語を演ずるというものであ

る。この鼓詞に『西遊記』の演目があり、清蒙古車王府曲本に

全百十巻の抄本が含まれている［注 5］。またこの車王府本をもと

に、表現を現代風に改めたり、韻文が重複している部分や「内

容上不健康」とされた部分を削除したりして、本文に大幅な整

理を加えた排印本に『説唱西遊記』（一九五六年）がある［注 6］。

加格達奇抄本は、この『説唱西遊記』と内容が一致するばか

注 3	 また第四巻のほか、各巻の封
面及び末葉にも「一九七九年
梅月」「昭崙書」などの題記
がある。

注 4	『中国影戯』（四川人民出版社、
一九九二年）による。なお江
玉祥は、それぞれの特徴や伝
播状況などから、中国の皮影
戯を秦晋影系・灤州影系・山
東影系・杭州影系・川鄂滇影
系・湘贛影系・潮州影系の七
つの系統に分類する。うち灤
州影系は、テキストを抄本に
よる伝承に頼り、上演時も影
巻を見ながら演唱を行うもの
で、冀東地域を中心として、
西は北京東城から東は東北三
省までの広い地域に分布して
いるとする。

注 5	 清蒙古車王府曲本とは、北京
の蒙古車王府（那王府）で清
末までに収集された俗曲のコ
レクションで、現在は複製を
含めて北京図書館・首都図書
館・東京大学東洋文化研究
所・中山大学図書館・中央研
究院歴史語言研究所などに
分蔵されている。鼓詞『西遊
記』は、首都図書館所蔵分の
みに含まれ、北京古籍出版社
の影印本では 135 函から 144
函に収録されている。劉烈茂
等『車王府曲本研究』（広東
人民出版社、二〇〇〇年）参
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りか、本文の字句もほとんど重なっている。すなわちこの影巻

は、世徳堂本などの小説『西遊記』や、既存の西遊記関連影巻

ではなく、解放後に作られた鼓詞『西遊記』の整理本によって

新たに作られたものなのである。

例として、小説『西遊記』（世徳堂本）第八十三回の、三蔵

を捕らえた白鼠精が李天王の義女だと解ったため、孫悟空が

天界に昇って天王を告訴する場面を取り上げて比較してみよう
［注 7］。まず小説の原文は以下の様になる（句読点は筆者による、

以下同じ）。

天王聞言，悚然驚訝道：「孩兒，我實忘了，他叫做什麼

名字？」太子道：「他有三箇名字：他的本身出處，喚做

金鼻白毛老鼠精；因偸香花寳燭，改名喚做半截觀音；

如今饒他下界，又改了，喚做地湧夫人是也。」天王却

才省悟，放下寳塔，便親手來解行者。行者就放起刁來

道：「那個敢解我！要便連繩兒擡去見駕，老孫的官事才

贏！」

この部分にほぼ対応する鼓詞『西遊記』清蒙古車王府曲本八

十五部十六葉から十七葉にかけては、以下の様になっている
［注 8］。

天王聽哪吒之言，吃一大驚，說：「我的兒 , 為父的竟忘

懷了，此時不知這個妖怪叫什麼名字？」太子說：「此妖

有三個名字，本名叫作金鼻白毛老鼠精；因他偷吃了如來

面前的花燭，改名叫作半截觀音；如今在下方興妖作怪，

又稱為地湧夫人。當日他也曾拜父王爲父，又拜孩兒為兄，

直到如今，二百餘年，難道父王你忘了不成？」

三太子　說罷前後一夕話　天王聞聽吃一驚　這才想起當

年事　不由得　垂顏低頭言語云　父王摸口來說話　行者

下面聽的聽　眼望著　托塔天王哈哈笑　叫聲姓李的你是

聽　不必延遲快些走　咱到靈霄去辦評　這場官司不能散

　鬧了黃河水不清　我老孫　全憑牌位為正見　不怕你勢

照。なお秦嵐は「車王府旧
蔵説唱『西遊記』に関する
書誌学的考察」（『学林』第
二十八・二十九号、一九九七
年）、「曲本『西遊記』と混元
盒五毒物語の関係について」
（『立命館文学』第五五七号、
一九九八年）において、この
鼓詞『西遊記』を取り上げ
ているが、「曲本」という呼
称は不適当であろう。また磯
部彰『『西遊記』受容史の研
究』（多賀出版、一九九五年）
一八二頁 - 一八七頁では、鼓
詞『西遊記』は「モンゴル王
が独自の好みで再編させた」
もので「モンゴル人が『西遊
記』を昇華した例」とするが、
清蒙古車王府曲本そのものに
「モンゴル的要素」が見出せ
ない以上、当時北京で行われ
た鼓詞テキストがたまたま蒙
古人の王府でも収集されたも
のと見るべきであろう。

注 6	 羅揚・沈彭年整理、通俗文芸
出版社、上下集。

注 7	 なお、以下各テキストの原本
では様々な異体字が用いられ
ているが、ここではすべてい
わゆる旧字に統一した。

注 8	 北京古籍出版社影印本による。
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力與人情

そしてこれが『説唱西遊記』では以下の様に改められている。

天王聞聽哪吒之言，吃一大驚，說：「兒啦，為父忙中忘

事，此時不知這個妖精叫什麼名字？」太子説：「此妖有

三個名字，本名叫作金鼻白毛老鼠精；因他偷吃了如來面

前的花燭，改名叫作半截觀音；如今在下方興妖作怪，又

稱為地湧夫人。當日他也曾拜過父王、又拜孩兒為兄，直

道如今，二百餘年，難道父王就忘了不成？」

李天王父子來說話，

行者下面聽的清，

眼望著托塔天王哈哈笑，

叫聲：「姓李的你是聽。

不必遲延快些走，

咱倆到靈霄殿上把理評，

我老孫全仗牌位為憑據，

不怕你勢力與人情！」

これに対応する加格達奇抄本の第八巻十三葉では以下の様に

なっている。

白　天王聽哪吒之言，吃一大驚，說：「兒啦，為父忙中

忘事，此時不知只個妖精叫什麼名字？」「父王，此妖有

三個名字，本名叫作金鼻白毛老鼠精；因他吃了如來面前

花燭，改叫半截觀音；如今在下方興妖作怪，又稱為地湧

夫人。當日他也曾拜過父王，又拜孩兒為兄，只道如今，

二百餘年，難道父王你忘了不成？」「是了。」　唱　　天

王父子來說話　行者下邊聽的清　眼［注 9］望天王哈哈笑

　叫聲姓李的你是聽　不必多說快些走　咱見玉帝把禮平

　牌位香爐是證件　不怕勢力與人情

清蒙古車王府曲本では「我的兒 , 為父的竟忘懷了」となって

注 9	 抄本では影巻の通例として眼
をあらわす絵になっている。
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いた部分が、『説唱西遊記』では「兒啦，為父忙中忘事」と改

められているが、加格達奇抄本の本文は後者と全く一致してい

る。こうした点を見ても、加格達奇抄本がこの解放後の排印本

によったことは明らかである。なお「這」が「只」に置き換

わっているのは、方言的要素によるものと思われる。抄本全体

の対応関係を『説唱西遊記』の頁数で示すと以下の様になる
［注10］。

 第一巻　四五八頁 - 四八七頁

第二巻　四八七頁 - 五二四頁

第三巻　七二八頁 - 七四四頁

第四巻　五二四頁 - 五五六頁

第五巻　五五六頁 - 五八三頁

第六巻　五八三頁 - 六〇二頁、六六三頁 - 六七四頁

第七巻　六七四頁 - 七〇二頁

第八巻　七〇二頁 - 七二一頁、六〇二頁 - 六一四頁

第九巻　六一四頁 - 六四七頁

第十巻　六四七頁 - 六六三頁

3. 改編の実際

一般的に鼓詞の唱詞は、三・七・七・七・三・七・七・七・

三・七・七・七・七・七・七の様に、七字句を主としつつ一定

の間隔で三字句が現れるというリズムになっている。『説唱西

遊記』では、閲読用に供するため韻文に対してかなりの改変が

行われているものの、基本的にはやはりこれが踏襲されている。

また灤州皮影では唱詞に様々なリズムが用いられるが、最も

多用されるのは「七字賦」と呼ばれるものである［注 11］。これ

は七字句を基調としつつ、時に三字句や四字句を間に加えると

いうもので、鼓詞の唱句に類似している。そのため加格達奇抄

本では、『説唱西遊記』の韻文をほとんどそのまま流用してい

る所もある。例えば『説唱西遊記』で、

孫大聖嗖的一聲無蹤影，

將身起在半懸空，

注 10	初版の頁数による。なお再版
では版式が改められており頁
数が異なる。

注 11	以下、灤州皮影の唱詞につ
いては、劉慶豊『皮影史料』
（一九八六年、黒龍江芸術研
究所）などによる。
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筋斗祥雲急似箭，

一眼看見滅法城。

となっている部分は、加格達奇抄本第八巻二十一葉では、

孫大聖　嗖的一聲無蹤影　　將身起在半懸空　一個金斗

急似箭　　一眼看見滅法城

となっており、「筋斗祥雲」が「一個金斗」に改められている

ほかは、「孫大聖」の三字句を含めてそのまま用いられている。

ただし、「七字賦」での三字句の挿入はあまり多用できない

ため、先に引用した小説第八十三回相当部分でも、『説唱西遊

記』で「眼望著　托塔天王哈哈笑」となっていたものが、加格

達奇抄本で「眼望天王哈哈笑」となっているように、他の句と

併せるなどの操作を行って七字句とするものが多い。

また灤州皮影では他に、五字句による「五字錦」や、三・

三の六字句を基調とし下句のみ七字とする「六字頭」、三・

三・四あるいは三・四・三の十字を基調とする「十字句」など、

様々な唱句があるが、「七字賦」以外のスタイルで加格達奇抄

本中に現れるのは「三趕七（三頂七）」と呼ばれるものだけで

ある。これは三・三・四・四・五・五・六・六・七・七という

ように、三字句から七字句へと二句づつ次第に一字を加えてい

くスタイルで、比較的力点がおかれる場面に使われ、様々な芸

能の中で皮影戯にしか用いられないとされるものである。抄本

全体では十数カ所ほど用いられているが、以下に第九巻三十三

葉から三十四葉の部分を例として挙げる。

孫大聖　力無窮　只見妖怪　現了元形　元來是白象　兩

眼如明燈　兩個白牙白亮　身形高大像城　跟著大聖往前

走　不敢哼哈不出聲

八戒看　喜心中　抖起威風　下了山峰　手拿九齒鈀　急

打不消停　一下緊接一下　白象只是哼哼　一直打到高山

下　沙僧擡頭看的清
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ここは三蔵を捉えていた白象精が孫悟空に倒されて本性を現

す場面で、小説では第七十四回から第七十七回に該当するいわ

ゆる「獅駝嶺」の物語の中では、一定の盛り上がりを見せる部

分である。これの元になった『説唱西遊記』の韻文は以下の様

になっている。

孫大聖抓住鼻子只一拽，

妖怪疼的現原形，

原來是隻白玉象，

毛如雪練眼通紅，

兩條長牙白又亮，

身形高大像座城，

低著頭跟隨大聖往前走，

不敢哼哈不出聲。

八戒一見心歡喜，

抖擻精神下山峰，

手舉釘鈀打後胯，

一下重來一下輕。

一直的出了山嘴歸大路，

沙僧擡頭看的清，

両者を比較すると、影巻では鼓詞の字句を流用しつつ、三趕

七に作り替えられていることが解る。加格達奇抄本は、こうし

た幾つかの操作を経て、皮影戯上演に合うテキストに改編され

ているのである。

4. テキスト作成の背景

旧時、灤州皮影では『西遊記』本戯や、西遊記に由来する

『無底洞』などの折子戯が行われていたことが知られている
［注 12］。しかし加格達奇抄本はなぜこうした旧本の影巻によら

ず、わざわざ鼓詞の排印本などを基に改編されたのだろうか。

解放後、戯曲曲芸は人民に奉仕する芸術と位置づけられ、政

府によって大々的な保護育成政策が行われた。皮影戯もその例

注 12	唐山皮影劇団の斉永衡・劉鋭
華両氏の教示による。
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に漏れず、ドサまわりに近かった戯班も多くが国家の劇団に改

編され、芸人たちの社会的な地位も飛躍的に向上し、また上演

演目の整理保存作業も行われた。しかしこれは国家による戯曲

曲芸の管理統制という側面も存在した。「社会主義的な観点」

から「封建的」「迷信的」とされた、『西遊記』や『封神演義』

の様ないわゆる神怪ものの演目は、禁演となるか、あるいは寓

意を含む「神話劇」として生まれ変わるかという選択を強いら

れることになるのである。そして旧本の本戯『西遊記』や折子

戯の『無底洞』などは結局禁演の対象となり、その後行われな

くなってしまった。また現在でも灤州皮影で常演される『盤糸

洞』や『三打白骨精』などの『西遊記』関連演目は「神話劇」

として行われているものであるが、前者は解放後に小説から新

たに創作されたもの、また後者に至っては麒麟童の紹劇から移

植改編されたものであり、旧時の影巻『西遊記』の面目を伝え

るものではない。

また、一九六六年から始まった文化大革命では、多くの劇団

が解散を余儀なくされ、残った一部の劇団も「様板戯」など

「革命的内容」の演目以外は上演が許されなくなった。文革終

結後、皮影戯の復興が図られ、散逸した影巻の復元や再抄写が

各地で行われたが、すでに失伝し上演が不可能になってしまっ

たテキストも多かったという。そして本戯『西遊記』もその一

つだったのである。加格達奇抄本は、おそらくこうした背景の

下で、抄写時期の一九七九年よりさほど遡らない頃に、鼓詞排

印本を参考に皮影戯『西遊記』として新たに作り直された影巻

であったと考えられるのである。

しかしその際、なぜ小説『西遊記』によらず、わざわざ鼓詞

本などから改編したのだろうか。顧頡剛は「中国影戯略史及其

現状」で以下の様に述べている［注13］。

（影戯テキストのうち）長いものは、「整本」とも称する。

これは、多くが鼓詞や説書と共通している。…（中略）

…影戯の物語は鼓詞や演劇など共通した分野のものに取

材するほか、時事的な出来事から取っているものもある

注 13	『文史』第十九輯、中華書局、
一九八三年。
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が、そうした台本は時間が経って話題性を失うと淘汰さ

れてしまうので、やはり鼓詞など時代を超越したものの

流通しやすいことには及ばない［注14］。

皮影戯はもともと鼓詞や他の地方劇などから改編されること

が多いのである。そのため、そうした芸能と物語内容を共有し

ていることが多い。特に鼓詞との関連は密接で、山東皮影戯の

『八仙過海』なども、小説や戯曲よりも鼓詞テキストに近いと

いう指摘がある［注 15］。また、李家瑞は『北平俗曲略』で以下

の様に述べている［注16］。

影戯詞（影巻のこと）の中の唱句はまた大変規則的な

もので、説唱鼓詞の唱句と完全に同じ種類のものである。

ここから、影戯はもともと説書の一種であったことが解

る［注17］。

皮影戯は分類の上では演劇になるが、上演形態はむしろ鼓詞

のような講唱文学に似た面もあり、両者の中間に位置する芸能

であるとも言える。皮影戯の唱句が鼓詞と「完全に同じ種類」

とまでは言えないと思うが、基本的にはやはりよく似たもので

あることは確かで、影巻を新たに製作するのに当たっても、鼓

詞による方が小説や地方劇よりもずっと改編しやすかったので

あろう。かくして加格達奇抄本のテキストは『説唱西遊記』に

基づいて作られることになったのである。

しかし、文化大革命終結後せっかく復興された皮影戯も、そ

の後テレビや映画が普及していく中で時代に取り残され、現在

では凋落の運命を辿ってしまっている。皮影戯『西遊記』の復

活を志して製作された加格達奇抄本のテキストも、おそらくは

あまり上演されないまま、外部に売りに出されてしまうことに

なったのだろう。

注 14	（影戯本）長者，亦曰整本，
此類多與鼓詞、説部相同。…
（中略）…影戯故事取材除與
鼓詞、戯劇等相同者外，亦有
取社會實事爲之者，且該類劇
本時間性一過，即歸淘汰，轉
不如鼓詞等超時代者爲易流傳。

注 17	影戲詞中的唱句，又都是很有
規則的，和說唱鼓詞的唱句，
完全相類，可知影戲原是說書
中之一種。

注 15	簡濤「山東民間皮影戯『八仙
過海』初探」（『山東師範大学
学報（哲社版）』、一九八四年
第二期）。

注 16	中央研究院歴史語言研究所、
一九三三年、三七頁。
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5. おわりに

かつて『西遊記』研究の一環として皮影戯を取り上げた磯部

彰は、影巻には小説に取材したものが多く、また実際の台本は

地方劇などから借用される傾向があるとした上で［注 18］、シッ

ペールの目録や印南高一の調査などによって『西遊記』関連影

巻を検討し、以下の様に述べている。

（台湾皮影戯抄本は）原本を見ない以上想像の域に止ま

るが、『西遊記』から発展的変化が見られても、その改

作という踏み込んだ執筆態度ではないと言えるのかもし

れない。台湾の皮影戯とは別に、影絵芝居のしにせであ

る灤州影戯についても同様なことが言えそうである。…

（中略）…わずかな例を、きわめて粗い形で比較して結

論づけるのは大変危険なことであるが、中国の皮影戯

の場合、『西遊記』に取材した時、原作の枠をこわさず、

それを上演するというのが一般的傾向であったように見

える。

地方劇などの影響があるということであれば、中国各地の皮

影戯を同一視せず、むしろその地域性を考慮して、接触してい

る劇種なども視野に入れて検討しなければならないということ

になろう。にもかかわらず、台湾皮影と灤州皮影を同じ皮影戯

ということで一括して考え、さらに泉州木偶戯で行われている

解放後の新編『西遊記』なども同様に扱った上で、それらに対

して「いずれも小説（世徳堂本）の枠を超えるものではない」

と結論づけている。

小説の枠というものが、具体的にどういった範囲を指してい

るのか明言していないが、いずれにせよ、鼓詞テキストに基づ

く加格達奇抄本などはその範疇から外れたものになろうし、ま

た同じ灤州皮影のものとされる『西遊記』関連演目の中でも背

景を異にする様々なテキストが存在することを考えれば、系統

も製作時期も異なるものを同列に扱うことは決して妥当とは言

注 18	『西遊記』形成史の研究』（創
文社、一九九三年）、四五〇
頁および四三九頁。
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えないだろう。結局それぞれの影巻については、その成立背景

や受容状況などを考慮に入れつつ、テキストに即して一つ一つ

具体的に検討していく必要がある。

また皮影戯といえば、人戯では難しい表現が容易に可能とな

ることから、いわゆる神怪ものが得意であるとされ、中でも

『西遊記』はその代表的な演目であるかのように言われてきた。

しかし、民国初期に中央研究院で行われた俗文学テキストの収

集では、灤州皮影の『西遊記』関連影巻は実はほとんど含まれ

ていない［注 19］。『西遊記』に限ってはあまり影巻を用いず、即

興に近い形で上演したので、テキストが残らなかったと仮定す

ることもできるかも知れないが、むしろ少なくとも灤州皮影に

おいては『西遊記』はそれほど中心的位置を占める演目という

わけではなかったというのが実際の所であろう。中国都市芸能

研究会で収集された影巻でも、解放後の神怪ものに対する規制

も関係しているのかも知れないが、『西遊記』関連演目は僅か

しかなく、灤州皮影関係ではほとんどこの加格達奇抄本がある

のみであった。そしてそれが、解放後の排印本からの再創作で

あるというのは象徴的である。

注 19	収集資料の目録として作成
された『中国俗曲総目稿』
（中央研究院歴史語言研究所、
一九三二年）、および筆者の
中央研究院歴史語言研究所所
蔵資料調査による。
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華北旧皮影戯初考

千田　大介

1. はじめに

中国における皮影戯研究は、民俗学という学問領域形成の

一環として 1930 年代に立ち上がったが、地理的制約などから、

同時期に主たる研究対象となったのは北京東派皮影戯であった。

しかし、北京東派皮影戯が属する河北省東部皮影戯、すなわち

冀東皮影戯は、中国各地の皮影戯と比べてかなり特異な性格を

有している。このため、冀東皮影戯のみを研究していては冀東

皮影戯自体の歴史や価値を、さらには中国皮影戯全体の文化史

的意義をも見誤る危険性があるといえよう。

かかる見地から本論では、冀東皮影戯と周辺地域の皮影戯に

関する文献資料を検討することで、その特質や形成時期を明ら

かにするとともに、その流行以前に華北地方に行われた旧皮影

戯の存在と特色の析出を試みる。この試みを通じて、現在の冀

東皮影戯の性格を明確にするとともに、中国皮影戯の特質と文

化史的な位置づけを解明する端緒が得られるものと期待される。

2. 冀東皮影戯の特色

冀東皮影戯は、従来の研究文献では灤州皮影戯・楽亭皮影戯

などと称されることが多いが、灤州・楽亭はともに現在の唐山

市に属する県の名称であり、灤州皮影戯・楽亭皮影戯の差異は、

方言や節回しなどの微差に過ぎず、一つの皮影劇種の中の流派

として位置づけるのが妥当であると考えられる。このため小論

では、冀東皮影戯という用語を、灤州皮影戯・楽亭皮影戯・北

京東派皮影戯などを包含する上位概念として用いる。また、冀

東皮影戯と、その影響を強く受けた遼南皮影戯など東北各地の

皮影戯の総称として、冀東系皮影戯という呼称を採用する。

皮影戯の各劇種は、冀東皮影戯・陝西東路皮影戯などのよう
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に、発祥地あるいは流行地を冠して称されることが多い。この

呼称ゆえに、ともすると同じ地域における皮影戯の通時的変化

という点を見落としてしまい、現在行われている皮影戯が宋・

金の昔から連続するものであると論じられがちであり、事実、

皮影戯に関する先行研究の中にはこの種の誤りを犯していると

思われるものがいくつも見うけられる。冀東に皮影戯が行われ

ていたことと、劇種としての冀東皮影戯が行われていたことと

は本質的に異なるのであって、両者は厳密に区別されなくては

いけない。

従って、冀東皮影戯の形成について論ずるには、まず冀東皮

影戯とは何であるのか、その特色を他の皮影劇種との比較のも

とに明らかにし、次いでそれらの特色がいつ頃いかなる経緯で

生み出されたのかを検討する必要がある。

冀東皮影戯の特色として先行著作などで挙げられるもの、お

よび筆者が他の皮影戯との比較から導いたものに、以下の諸点

がある。

a) 音楽

◦声腔：「皮影腔」（梆子に近い）。

◦歌唱：「搯脖子」（喉を指で絞めて高音を出す技法）

◦板腔体。

◦「三趕七」の使用。

◦行当ごとに歌唱者が分かれる。

b) 劇団組織

◦人数は、7～ 9名。

c) 影人

◦額と鼻が一直線（もしくは弧線）で造形され、生・旦の

眉が弧を描いて目尻に繋がる「頭
かしら
楂」の造形。

◦頭楂の輪郭を残して切り抜く「空臉」。

◦頭楂の輪郭に着色する。

◦両足の底が水平になる。

◦人馬一体の騎馬影人「馬上樁」を用いない。

◦影人の服装は「時装」（清代後期以降の服装）。
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◦サイズは 25cm程度（8寸）。

◦両腕が胴の同じ箇所に接合される。

◦材質は驢馬革。

d) 台本

◦見ながら上演。「翻書影」。

◦長大な連台本戯が多い。

個別に見ていこう。まず a) の音楽について。 搯脖子につい

ては、民国時期に創始されたものである［注1］。陝西はじめ多く

の皮影戯および木偶戯では、伝統的に一人の歌唱者が声色を使

い分けて上演する。歌唱者が分かれるのは、管見の限りでは

北京西派と冀東系皮影戯のみである。一句の字数が「三三四四

五五六六七七」と逓増する型式を持つ「三趕七」（三頂七）は、

メロディーこそ異なるものの、北京西派皮影戯でも用いられる。

b) に関しては、北京・山西・陝西など各地の皮影戯に「七

緊八忙九消停」の語が伝わっており、冀東皮影戯の際立った特

色とすることはできないが、黒竜江皮影戯のように 5人程度で

上演される皮影戯劇種も多い。

c) の影人造形については、河南皮影戯などを除く全国の皮影

戯の大半が輪郭をくりぬく空臉を採用するが、輪郭に着色する

ものは他には見られない。人馬の処理については、冀東でも本

来は馬上樁が用いられていたが、後に人馬を分けて乗馬を表現

できるようにしたものであるという［注2］。服装は、北京西派・

遼南皮影戯など隣接地の皮影戯では古装を採用している。影人

のサイズは、遼南小影や陝西東路皮影戯も七・八寸のものを使

用するが、北京西派・遼南大影・山西皮影戯・陝西西路・河南

皮影戯などの各皮影劇種では 60 センチほどの「両尺影」が用

いられる。四川皮影戯・湖北仙桃など、更に大きいサイズの影

人を用いる皮影戯劇種もある。なお、解放後は劇場の大型化に

あわせて、冀東でも影人が大型化し、2尺クラスの影人も使わ

れるようになった。

d) の「翻書影」についてであるが、北京西派・山西皮影

戯・陝西弦板腔皮影戯などでは台本を暗記して上演するが、陝

注 1‥『唐山市戯曲資料匯編』皮影
部分　第一輯（河北省戯曲志
唐山巻編輯部）。なお、同書
は油印本で刊年が明記されな
いが、「皮影老芸人座談会記
録」は 1984 年の座談会の記
録であるから、1980 年代の
刊行であると思われる。収録
されるインタビューは、1960
年代に実施されているものも
多い。

注 2‥『唐山市戯曲資料匯編』皮影
部分　第一輯。
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西の老腔皮影戯・碗碗腔皮影戯・洋県灯影腔皮影戯など、台本

を見ながら上演するものも多い。しかし、数十冊にも及び一ヶ

月以上にわたる連続上演が可能な台本を用いるのは冀東系皮影

戯のみである。

以上のような、あるいは独自のあるいは他の皮影戯劇種と共

通した特色の総体、それが冀東皮影戯であると言うことができ

よう。

3. 冀東皮影戯の成立と伝播

（1）冀東皮影戯の成立年代

では、冀東皮影戯はいつ頃、このような特色を備えたのだろ

うか。先行論では、劉豊慶『皮影史料』[注 3]、魏革新「漫話楽

亭影的淵源和発展」[注 4] などがこの問題について論じているが、

史料の運用・解釈に恣意的な部分も多く見受けられ、行論はか

なり強引である。

たとえば、明末の落第書生黄素志が皮影戯の祖であるとする

冀東皮影戯創始伝説は、顧頡剛 [注 5] が引くところの李脱塵『灤

州影戯小史』に見えるが、筆者が以前に指摘したように [注 6]、

その後半部は明らかに『夢梁録』の記事のアレンジであるし、

奉天で創始された皮影戯に「灤州」を冠するのは不自然である
［注7］。先行論では、万暦年間に黄素志が従来の皮影戯を改良し

て灤州皮影戯を創始したとしてつじつまを合わせようとしてい

るものもあるが、通俗文学の世界では古いものであれば明の万

暦年間と称する傾向が見られることは周知の事実であり、ひと

まずこの伝説から離れて周辺資料を子細に検討する必要がある

といえよう。

冀東皮影戯の最古層の資料として挙げられるものに、万暦己

卯年（七年、1579 年）鈔本の『薄命図』『六月雪』影巻［注8］が

ある。しかし、『中国古典戯曲存目彙考』などを見る限りでは、

明代の戯曲では『～～記』という命名が一般的であり、『～～

図』という名称があらわれ一般化するのは晩明から清初にかけ

てであるから、万暦七年は少々早すぎる。通俗作品に於いては、

万暦年間に仮託する例は多いので、実物を目睹していない段階

注 3‥ 黒竜江芸術研究所、1986。
注 4‥『楽亭文史第一輯』、1985。

注 5‥「中国影戯略史及其現状」
（『文史』第十九輯、1983）

注 6‥「北京西派皮影戯をめぐって」
（『近代中国都市芸能に関する
基礎的研究』、平成九～十一
年度科学研究費基礎研究（C）
成果報告書、2001）

注 7‥『唐山市戯曲資料匯編』皮影
部分第一輯「皮影老芸人座談
会記録」において、魏革新は
黄素志起源説および黄素志の
実在そのものに否定的な見解
を述べている。

注 8‥『楽亭文史五集』（中国人民政
治協商会議天津市楽亭県委員‥
会文史委員会、楽亭県文教、
1990）による。
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では断言できないものの、その年代の信憑性には大いに疑問が

あると言えよう。

以下は、康熙補修本『永平府志』の記述である。

上元の夜、街中灯火をともして劇を演ずる。あるものは、

影戯・彄戯の類を演じ、観客は夜が明けるまで去らない。

これにより、唐山地区で康煕年間には既に皮影戯が盛行して

いたことがわかる。しかし、その皮影戯がいかなる特徴のもの

であったのか、現在の冀東皮影戯に直接つながるものであるの

かについては、記述が少なすぎてわからない。

顧頡剛が『灤州影戯小史』から孫引きする『大清乾隆聖諭広

訓』には次のように見える。

楽亭の生員が皮影戯の台本をものし、笛の伴奏で、崑曲

にならったものだった。

現在の冀東皮影戯の声腔は板腔体に属するが、乾隆年間は崑

曲に倣った聯曲体であった。すなわち、冀東皮影戯の要件の一

つである皮影腔による板腔体の声腔は、乾隆年間以降に形成さ

れたことになる。顧頡剛の引く『灤州影戯小史』では、これに

続き、次のように記述する。

乾隆の末年までには、四弦・二胡が加えられ、いっそう

美しい音色になった。北京の人にも学ぶ者がいる。

この記述が事実であれば、冀東の皮影戯は乾隆年間後期に音

楽的に大幅に改変が加えられたことになる。ただし、『灤州影

戯小史』はいかなる原資料に基づいたものであるのかが不明で

あり、かつ原本の所在も定かでないので、これのみをもって冀

東皮影戯の形成時期を断定することはできない。また、『唐山

市戯曲資料匯編』皮影部分第一輯によると、冀東皮影戯の主伴

奏楽器は民国時期に三弦から四弦に改められたものであるので、
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『灤州影戯小史』の記述とは必ずしも合致しないようである。

現在の冀東皮影戯に直結する資料としては、嘉慶十五年『灤

州志』が挙げられる。

木の板で小さな台を築き、後ろを布で囲み、前に長机を

置き、広い窓枠を作って綿紙で覆い、中に大きな灯火を

つるし、薄く細い驢馬革の枠を切り抜き描いて人物の形

を作り、持ち上げてその影を外に映し、演ずるものは手

にした人形の役がらにあわせて曲を演奏する。

現在とおなじく、驢馬皮製の空臉の影人を用いていることが

わかる。

文献資料が非常に限られているのは中国の通俗文芸の常であ

るが、冀東皮影戯の形成に関連しても清代中期以前の資料はこ

の程度しかない。冀東皮影戯の成立時期を推定するには、少々

視点を変える必要がある。

（2）冀東皮影戯の伝播

清代後期から民国期にかけて、冀東皮影戯は北京・河北省・

東北三省に伝播し大いに流行する。

北京に冀東皮影戯が進出し、北京東派皮影戯が形成されたの

は、嘉慶年間前後のことであるとされる。中国芸術研究院戯曲

研究所に所蔵される北京東派皮影戯影巻のうち、最も古いもの

が道光年間のものであることは、その傍証となろう。

東北地方への伝播年代に関しては諸説がある。

『楽亭文史第五輯』は、

商人が大量に雲集するのに従い、楽亭皮影戯も東北三省

に流れ込んだ。明清が交代するころである。

とするが、『遼南皮影戯音楽』[注 9] では、

清末民初のころ（今から 80 ～ 90 年ほど前）、全国各地

で皮影戯が盛行し、関内の灤州・楽亭一帯の皮影戯の東

注 9‥ 王信威、春風文芸出版社、
1989。
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北各地への伝播が始まった。

その時期を 20 世紀初頭としており、二世紀もの隔たりがある。

1980 年代以降、相次いで刊行されている所謂新編地方志に

は、各地域の政治・経済・社会・文化などに関する情報が網羅

的に収録されており、東北・内蒙古などの新編地方志には皮影

戯に言及するものも少なくない。

新編地方志の演劇・芸能関係の記事は、ほとんどが地方の文

化局の記録や老芸人への聞き取りなどに基づいており、その地

方ならではの貴重な資料が含まれることが多い反面、整理の担

当者は必ずしも演劇・芸能の専門家ではなく、また記述も学術

的厳密性を追求したものではないために典拠が示されず、書き

手の主観や予断が入り込みがちである。そういった点に留意し

つつ、新編地方志の資料によって東北・内蒙古などの地域にお

ける冀東系皮影戯伝播時期を考察してみよう。

現在、遼寧・吉林・黒竜江の東北三省で行われる皮影戯は、

冀東皮影戯が伝播し、方言や地方の民歌・小調を吸収し、土着

化したものとされる。

遼寧省に流行する皮影戯は、遼西皮影戯・奉影・遼南皮影戯

の三種に分かれ、特に満州族の自治県で盛んである。遼西皮影

戯は凌源・朝陽・喀左などの遼寧省西部に流行する。冀東と境

を接しているため芸人や劇団の交流が盛んであり、音楽・美術

造形などは冀東皮影戯に非常に近い。奉影は、奉天、すなわち

現在の瀋陽付近に流行する。遼南皮影戯は、遼寧省東部から

遼東半島にかけて分布する。繊細で優美な影人彫刻が際だっ

た特色となっている。造形は冀東皮影戯に似るが、額の造形

や、身子に時装ではなく古装を用いる点などに違いもある。ま

た、大影と小影とがあり、小影の大きさは冀東皮影戯とほぼ同

じ 25cm（8寸）ほど、大影は 50cmほどである。

黒竜江皮影戯は、松花江を境に、江南派・江北派に分かれる。

影人の造形は、冀東・遼寧に比べて額がより広く丸くなってい

る。やはり大影・小影の区別がある。吉林省の皮影戯は、黒竜

江江南派皮影戯と大差ない。
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以下、東北地方の新編地方志に見える、冀東皮影戯の流入時

期に関する記事を列挙する。

『瓦房店市志』 [注 10]（遼寧省）

皮影戯は清代中葉に本市に伝播し、地方の曲調を吸収し、

改良・創造を経て、次第に当地の風格を備えた遼南影調

が形成された。

『荘河県志』 [注 11]（遼寧省）

19 世紀初め（清の嘉慶・道光年間）に、河北灤州の皮

影戯が遼南に流入した。

『大安県志』 [注 12]（吉林省）

皮影は俗に“驢皮影”と称される。民国初年に本県に伝

わった。

『農安県志』 [注 13]（吉林省）

清末に河北楽亭から伝わり、次第に楽亭皮影戯から東北

皮影戯へと変化を遂げた。

流入時期は、遼寧が清代後期、吉林が清末から民国初期とい

うことになり、冀東地域との距離に比例している。先に挙げた

二説では、『遼南皮影戯音楽』の妥当性が高いといえよう。

以上から、冀東皮影戯の伝播時期は西の北京、東の東北地方

ともに嘉慶年間頃のことであったことがわかる。乾隆年間には

未だに冀東皮影戯がその声腔的特色を確立していなかったらし

いことを考えれば、その形成時期は 18 世紀末、乾隆末年から

嘉慶初年であり、19 世紀前半にかけて成立後比較的早い時期

に各地への伝播を開始したものと推測されよう。

注 10‥瓦房店市‥地方志編纂委員会
編、大連出版社、1994。

注 11‥荘河県志編纂委員会弁公室
編、新華出版社、1996。‥

注 12‥録献青主編、‥大安県県志編纂
委員会編、遼寧人民出版社、
1990。

注 13‥農安県志編纂委員会編、吉林
文史出版社、1993。
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4. 河北・東北の旧皮影戯

（1）冀東皮影戯伝播以前

冀東皮影戯が東北・内蒙古などの地域に伝播したのは清代後

半であるが、そのことは、それらの地域にもともと皮影戯が存

在しなかったことを意味するわけではない。事実、詳細に各資

料を検討すると、そのような旧皮影戯に関する記述を見いだす

ことができる。

以下では、東北・内蒙古・河北などの地域の旧皮影戯に関す

る記事を検討し、その特色を考察したい。

（2）遼南南派皮影戯

前掲『遼南皮影戯音楽』は、冀東皮影戯以前から遼寧に流行

していた「南派皮影戯」の存在に言及している。

芸人の紹介によれば、遼南皮影戯は明代にはじめてあ

らわれたもので、二・三百年の歴史がある。はじめ、当

地にはただ一種、影巻を用いず、決まった物語が口伝さ

れた「流口」皮影戯しかなく、この種の皮影戯の上演方

式は比較的簡単で、多くて四五人、少ない場合は一人

（「耍単出」ともいう。上演者は手で胡弓をあやつり、人

形を持つ。口でうたい、足には金属の打楽器を縛り付け

る。）でも上演できた。

同書によると、遼寧全域に冀東皮影戯が流行するなかにあっ

て、遼東半島はロシア・日本の租借地となったために芸人の通

行が阻害され、結果として古い時代の皮影戯が保存されたのだ

という。

このほか、遼南における「流口影」については、『鳳城市

志』もその存在に言及している。筆者が元北京皮影劇団編劇の

劉季霖氏に伺ったところでは、80 年代に同地を訪れたときに

は、遼南南派皮影戯は既に亡びていたとのことである。

さて、引用文中に見えるように、遼南南派皮影戯は影巻を用

いない。また、四五人、場合によっては一人という劇団員の
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数からは、一人の歌唱者が全ての行当を兼ねる、碗碗腔皮影戯

でいうところの「抱本」方式で上演していたことが窺い知れる。

これらの特徴は、冀東皮影戯とは明らかに隔絶しており、逆に

山西・陝西などの皮影戯に近い。

（3）内蒙古・河北の旧皮影戯

内蒙古自治区東部、東蒙地域でも冀東系の皮影戯が行われて

おり、それらの地域の新編地方志にも、皮影戯の伝播と旧皮影

戯の性格に関する記事が見える。

『敖漢旗志』 [注 14]

清の中頃に、皮影戯芸術は熱河から敖漢に伝播し、現在

まで約 200 年の歴史がある。……道光年間はじめに、河

北皮影戯の影響を受けて「翻巻影」があらわれた。

『赤峰市志』 [注 15]

清の乾隆期に皮影戯芸術は山東・河北から赤峰南部各地

に伝播した。清朝末年に、玉田・楽亭・唐山などの皮影

戯声腔が相次いで伝播し、また、本市北部に次第に発展

していった。

いずれも、皮影戯の伝播には清代中葉（乾隆年間）と清代後

半（道光以降）、二つの波があったとしている。そして、『敖漢

旗志』の記述から、清代中葉に伝播した皮影戯は台本暗記方式

の所謂「流口影」であったことがわかる。

内地から内蒙古東部への交通路は、承徳など冀東地域を経由

している。従って、内蒙古への皮影戯伝播が承徳（熱河）を経

由していたとすることには妥当性がある。事実、冀東皮影戯の

一つの中心地として知られる承徳にも、清代中期までは「流口

影」が流行していたとの記事が見える。

以下は、前掲魏革新「漫話楽亭影的淵源和発展」が引く王乃

和「皮影芸術漫談」の記事である。

注 14	張乃夫主編、‥《敖漢旗志》編
纂委員会編、‥内蒙古人民出版
社、1991。

注 15‥赤峰市地方志編纂委員会編、
内蒙古人民出版社、1996。
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1743 年頃、熱河に流行していたのは「唱影経」の活動

であり、それぞれの劇団は三四人だった。同治・咸豊年

間に「流口影」に発展した。1875 年に、未精製アヘン

の販売や手織り木綿の北への輸送のために、灤州皮影戯

劇団は長城の北に進出し、「流口影」を「翻書影」へと

発展させた。

流口影への発展時期を同治・咸豊の頃とするのは、前に引い

た資料と合わないが、冀東皮影戯の「翻書影」以前に「流口

影」が流行していたとの認識を見て取ることができる。

（4）福影

冀東地域の遷安・遷西・廬竜・撫寧一帯には、20 世紀前半

まで、冀東皮影戯とは異なる「福影」と呼ばれる皮影戯が行わ

れていた。福影は、府影・大影とも称され、その特徴としては、

以下の点が挙げられる‥[注 16]。

◦影人の大きさ：二尺二寸（73cm）

◦劇団：三・四人で、一人が影人操作、他が楽器と伴唱。

◦音楽：哭腔・抬腔の二種のみ。伴奏は打楽器のみ。

◦台本：『封神演義』のみ。芸人が即興で歌詞をつくる。

◦観音を祖師爺とする。

歌詞は芸人の即興とされるが、しかし即興で全て歌ったとは

考えにくく、台本を口伝で丸暗記したものであろう。劉季霖氏

は、福影は本来、腹に台本が入っているとの意味で「腹影」と

呼ばれたものであるとする。これは、解放前の北京東派皮影戯

の芸人が、台本が口伝である北京西派皮影戯のことを即興であ

ると誤解して「流口影」と軽蔑したことを彷彿させる。

また、劇団の人数からして、生・旦・浄・丑の行当を網羅す

ることは出来ず、一人が全ての人物をうたい分ける「抱本」方

式であったと思われる。江玉祥氏は福影を「灤州皮影戯勃興以

前に、灤州地区に存在した古影戯の生きた化石」であるとして

いるが、大いに首肯すべきである。

注 16	福影については、江玉祥『中
国皮影戯与民俗』（淑馨出版
社、1999）による。
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5. 華北旧皮影戯

以上のように、河北・東北・内蒙古などの地域には、清代後

半以降に冀東皮影戯が流入する以前から皮影戯が行われていた。

それらは、台本を暗記する「流口影」、三四人規模の劇団、「抱

本」方式による上演など、共通する特色を備えていた。そして、

これらの特色には、冀東皮影戯よりもむしろ北京西派や山西・

陝西皮影戯と共通するものである。

「流口影」に関しては、北京西派・陝西・山西などの多く

の皮影戯と共通するし、「抱本」方式も陝西・山西の皮影戯で

は一般的である。北京皮影戯・陝西の華陰老腔影などは、観音

菩薩を祖師爺としているが、これは福影と共通する。影人の大

きさは、北京西派は 50cm（1 尺 5 寸）ほど、明末のものとさ

れる影人は 60cmほどの大きさがある。山西省晋中皮影戯では、

明末のものとされる影人の大きさは 2尺、清代には 1尺 5寸に

縮まっている。これは東北地方の皮影戯の大影とほぼ同サイズ

である。冀東系皮影戯でありながら、遼南皮影戯などには大影

の存在のほか、古装の使用といった相違点が見受けられるが、

これは冀東皮影戯以前の旧皮影戯の名残であると理解されよう。

このように、河北・東北の旧皮影戯は、北京西派・山西・陝

西などの皮影戯と比較的近い特色を備えていたと考えられる。

江玉祥氏は前掲書で、北京西派および福影は明代に山陝系皮影

戯が大規模に河北に流入した名残であるとする。この山陝系皮

影戯の東漸という図式は、江氏が皮影戯の発祥地を西安地区に

措定したことから導き出されたものであると思われ、その妥当

性については再検討が必要であるが、清代前期頃に河北から東

北・内蒙古にかけての広い範囲に、山陝皮影戯と比較的似通っ

た特色を持つ皮影戯が行われていたのは確実である。そしてそ

れらは、清代後半に冀東皮影戯が爆発的に流行するまで、命脈

を保っていたのである。

6. おわりに

本稿では、おもに文献資料から、冀東皮影戯の形成年代を推
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定するとともに、清代乾隆年間以前に華北地域には同じ系統

の皮影戯が広く行われていたことを明らかにした。この華北旧

皮影戯と対置するとき、冀東皮影戯の特色はより鮮明になろう。

また、皮影戯の文化史的な影響を考察する際に、「翻書影」方

式を採用し、歌唱者が行当にわかれるといった冀東皮影戯の特

色を念頭に置いてはいけないことも自明である。このような前

提に立ち、皮影戯の演劇史的・文化史的な価値を再検討する必

要がある。

一方、冀東皮影戯のより正確な成立・伝播年代、および華北

旧皮影戯の成立と伝播などが、新たな課題として浮上している。

今後、各地の皮影戯の現地調査を実施するとともに、社会経済

史的視点からの検討を進める中で、解明していきたい。
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『燕影劇』の編集をめぐって

ドイツ・シノロジストによる北京皮影戯の発見

山下　一夫

1. はじめに

『燕影劇』は、1915 年に出版された影巻（影絵芝居の台

本）のアンソロジーである。山東省の兗州府天主教印書局で

印刷されて中国語で出版されたものだが、版元はライプツィ

ヒのオットー・ハラソヴィッツ（Otto‥Harrassowitz）で、編

者はウィルヘルム・グルーベ（Wilhelm‥Grube）とエーミー

ル・クレープス（Emil‥Krebs）である。「燕」は直隷省（現

在の北京市・天津市および河北省にあたる）の別名として用

いられていたので、書名は「直隷省の影絵芝居」という意味

だろうが、書皮に付されたドイツ語タイトルは“Chinesische‥

Schattenspiele”、すなわち「中国の影絵芝居」となっている。

清末民初のころは中国でも石印で影巻の出版が多数行われて

いたことは「石印影詞編目」[注 1] などを見ても明らかであるが、

その多くは冀東皮影（北京では東派がこれにあたる）のもので
『中国の影絵芝居』表紙あった。これは、冀東皮影の影巻が抄写によって伝えら

れていたこととも関係があろう。一方、琢州皮影の流れ

を汲むとされる北京西派皮影の影巻は主に口伝によって

行われたため、文字化されたテキストは現在僅かしか

残っていないとされ、その研究を困難なものとしている。

その中でこの『燕影劇』は、収録されている影巻に北京

西派に特徴的な演目が多いことで注目されていたが [注 2]、

テキストの出自については不明とされてきた。

しかし、実はこの『燕影劇』とほぼ同時期にバ

イエルン・アカデミーからやはり“Chinesische‥

Schattenspiele”と題した著作が刊行されており（混乱

を避けるため、以下こちらの方を『中国の影絵芝居』と

注 1‥『楽亭文史・五輯』（中国人民
政治協商会議天津市楽亭県委
員会文史委員会・楽亭県文教、
1990 年）所収。

注 2‥ 千田大介「北京西派皮影戯
をめぐって」、『近代中国都
市芸能に関する基本的研究』
平成 9 ～ 11 年度科学研究費
基盤研究 (C) 成果報告論文集、
2001 年。また劉季霖『影戯
説・北京皮影之歴史、民俗與
美術』（好文出版、2004 年）、
72 － 73 頁。
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して引用する）、そこには『燕影劇』所収影巻すべての

訳注と、編者による解説が収められている。そして『燕

影劇』は実は『中国の影絵芝居』の資料編として刊行さ

れたものだったのである。したがって、ここから今まで

不明とされてきた『燕影劇』所収影巻についてもある程

度その情報を得られるだけでなく、二十世紀の初頭にド

イツの研究者たちが皮影戯に関心を持った点や、またか

れらが見た清末の皮影戯の状況についても理解すること

ができるものと思われる。以下、これら研究者たちの関

心の方向について検討しながら、『燕影劇』の編集をめ

ぐる問題について考えていきたいと思う。

『中国の影絵芝居』中身
2. グルーベ

『中国の影絵芝居（Chinesische‥Schattenspiele）』は、1915

年にバイエルン科学アカデミー文史哲叢書の一つとしてミュ

ンヘンで刊行された。ウィルヘルム・グルーベ訳、エーミー

ル・クレープス補となっており（この二人は『燕影劇』では編

者になっている）、さらにベルトルト・ラウファー（Berthold‥

Laufer）が編者として名を連ねている [注 3]。

このうちウィルヘルム・グルーベ（1855 － 1908）は、サ

ンクトペテルブルク生まれのドイツ人である [注 4]。『中国語文

典（Chinesische‥Grammatik）』などの著作で知られるライプ

ツィヒ大学のガベレンツ（von‥der‥Gabelentz,‥1840 － 1893）

のもとで中国語と満州語を学び、1882 年にかれの推薦でベル

リン民俗博物館東アジア部門主任となった。そして 1892 年に

ベルリン大学で東アジア言語学科が設立されると教授として迎

え入れられ、中国語や満州語の講座を担当した。また 1897 年

から 1899 年まで中国に滞在し、北京や廈門などで調査や資料

収集を行っている。

グルーベの初期の研究は、当時のヨーロッパのシノロジーの

傾向を反映して、『ギリヤーク語語彙集および文法論』[注 5] や

『ゴルディ語・ドイツ語対照語彙集』[注 6] などいわゆるアルタ

イ諸語に関するものが多い。この方面では特に『女真語言文字

注 3‥ “Chinesische Schattenspiele”
,  u b e r s e t z t  v o n  Wi l h e l m 
G r u b e .  a u f  G r u n d  d e s 
Nach l a s se s  du rchgesehen 
und abgeschlossen von Emil 
Krebs. Hrsg. und eingeleitet 
von Berthold Laufer. -- Verlag 
der Koniglich bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, 
1915.

注 4‥ グ ル ー ベ に つ い て は、
E d o u a r d  C h a v a n n e s ,  “ L e 
professeur Wilhelm GRUBE”
, T’oung Pao Ⅸ , pp.593-595, 
1908、福井文雅「欧米にお
ける道教研究」（『道教第三
巻・道教の伝播』平河出版社、
1983 年）280-282 頁、陳耀庭
『道教在海外』（福建人民出版
社、2000 年）201-202 頁など
を参照した。

注 5‥ ‥ “ G i l j a k i s c h e s 
Wör te rve rze i chn i s s  nebs t 
gramm. Bemerkungen”, St. 
Petersburg : Commissionaren 
der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften , 1892.

注 6‥ “ G o l d i s c h e - D e u t s c h e s 
W ö r t e r v e r z e i c h n i s ” ,  S t . 
Petersburg: Commissionaren 
der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften , 1900.
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考』[注 7] が女真語研究の分野を確立した著作として高い評価を

得ている。また 1902 年に発表した『中国文学史』[注 8] は欧州

の言語で書かれた初の中国文学の通史で、小説などの俗文学に

高い評価を与えていること、原典からの翻訳を多く載せている

ことが特徴的である。所収の『聊斎志異』抄訳は当該書の最初

のドイツ語訳であるという。

しかしグルーベの本領は何と言っても中国の宗教思想および

民俗の研究である。『神仙伝による道教の開闢神話』[注 9]、『中

国の宗教と祭祀』[注 10]‥、『古代中国の宗教』[注 11] など、文献研

究によって中国の古代宗教を考察したものや、『民俗博物館に

おける廈門の民間諸神の収蔵品』[注 12]、「北京の葬送習俗」[注 13]

など、現地調査などに基づいて中国の民間信仰や風俗を研究し

た論考がある。また『封神演義』のドイツ語訳 [注 14] も行って

いるが、これは巻末に作中登場する神仙の詳細な索引を付して

おり、中国の民間信仰の研究に本作品を利用しようとしていた

点がうかがえる。また、1901 年に発表した『北京の民俗』[注 15]

は、グルーベが北京で目睹した風俗習慣を記したものだが、こ

の中の第五章「娯楽」は、現地で当時行われていた演劇や曲芸

についての詳細な研究である。第一節「吟遊の民俗：歌い手と

語り手」は「唱曲児的」「女戯」「蓮花落」「女落子」「八角鼓」

「瞎子」「説書的」、また第二節「芸能団体」は「槓箱官」「秧

歌」「五虎棍」「獅子」「開路」「什不閑」という章立てで各々の

曲芸についてその由来や上演状況を述べ、また第三節「演劇」

では京劇の戯班や劇場、行当などの解説に加えて、自ら観劇し

た十八種の演目についてその内容を詳細に述べている。こうし

た演劇・曲芸にグルーベが相当の関心を持って調査を行ってい

たことがうかがわれるが、李家瑞の『北平俗曲略』[注 16] より

30 年以上前にこうした研究を発表しているという点は注目に

値する。ただし、皮影戯については残念ながら具体的な言及が

ないので、中国滞在中には見ることができなかったか、あるい

は見てはいても著作に反映できるほどには調査を行っていない

ということなのだろう。

ではなぜグルーベはその後皮影戯の研究を進めていったので

注 7‥ ‥“Die Sprache und Schrift der 
Jučen”, Leipzig: Harrassowitz , 
1896.

注 8‥‥“Geschichte der chinesischen 
L i t e r a t u r ” ,  L e i p z i g : C . F. 
Amelangs , 1902.

注 9‥ “ T a o i s t i s c h e r 
Schöpfungsmythen nach dem 
Sên-Sien-kien”, Berlin, 1896

注 10‥“Rel ig ion  und  Kul tus  de r 
Chinesen”, Leipzig: R. Haupt, 
1910.

注 11‥“ D i e  R e l i g i o n  d e r  a l t e n 
Chinesen” , Tübingen: J.C.B. 
Mohr, 1911.

注 12‥“Sampang Volksgötter von 
A m o y  i m  M u s e u m  f ü r 
Völkerkunde”, note publiée 
dans fasc.2 de Ethnologisches 
N o t i z b l a t t  a u  s u j e t  d ’
un col lec t ion  de  d iv in i tés 
populaires d’Amoy envoyée au 
musée d’ethnographie de Berlin 
par M.Feindel,1895.

注 13‥“Pekinger Todtengebräuche”
, Journal of Peking Oriental 
Society, vol.IX,1898.

注 14‥“ F e n g - S h e n - Ye n - I :  D i e 
Metamorphosen der Götter: 
h is tor isch-mythologischer 
Roman aus dem Chinesischen”
, Leiden : E.J. Brill, 1912.‥ な
お、グルーベの翻訳は四十六
回までで、のこりはかれの死
後ヘルベルト・ミューラー
（Herbert Mueller）が補った抄
訳である。

注 15‥“Zur Pekinger Volkskunde”, 
Berlin: Speemann, 1901.

注 16‥中央研究院歴史語言研究所、
1933 年。
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あろうか。これについては、編者のラウファーが『中国の影絵

芝居』の序文の中で以下のように記している。

本書はウィルヘルム・グルーベの遺稿を基礎として出版

されたもので、これらは手書きの中国の影絵芝居テキス

トのコレクション（19 冊）に基づいている。このテキ

ストは現在ニューヨークのアメリカ自然史博物館に存す

る一千件の人形とともに、1901 年に北京の影絵芝居の

劇団から入手したものであると注記されている。また説

唱部分の幾つかについては録音も行われており、その一

部はベルリン大学心理学研究所のエーリッヒ・フィッ

シャーによって分析が行われている。テキストの研究に

は、ウィルヘルム・グルーベがその中国の民俗と中国の

大衆演劇についての膨大な知識を用いることができる最

適の人物であることは疑いようがない。1904 年の夏に、

テキストの出版と翻訳について相談を受けたかれは、録

音の聞き取りも含めて喜んでこれを引き受けた。そして

その年の冬、ニューヨークからベルリンのグルーベ教授

のもとに中国語の抄本が送られたが、かれは 1905 年の

３月までにはうち三十件の翻訳を終えている。

以上の記述から解るように、グルーベは自分で皮影戯に興味

を持って台本を収集したり研究を進めたわけではなく、ニュー

ヨークのアメリカ自然史博物館がすでに収集していた影巻の翻

訳をグルーベに依頼したものだったのである。ラウファーの言

うように、中国語が堪能で、また演劇や曲芸にも詳しいグルー

ベは、翻訳を行うにはこれ以上ない適任であったろう。またこ

こから、もとになったのは 19 冊の影巻抄本であるということ、

またこれが影人や録音とともにニューヨークに所蔵されている

ことが解る。

続いてラウファーは 1906 年 1 月 23 日付けのグルーベの手紙

を紹介している。



	 『燕影劇』の編集をめぐって（山下）‥ ��

影絵芝居のテキストで最も量が多かった部分は、だい

たいよく調べて翻訳をしました。一番大きな困難はテキ

ストの作成で、これはゾッとするような状態になってい

ます。わたしは台本 25 個の正確な写しを作りましたが、

それだけでもう 250 ページにもなっているのです。ただ、

校正作業と翻訳はまだ終わってはいません。神話的な魔

法劇（原注、『混元盒』を指す）などは興味がないわけ

はありませんでしたが、これはほかのどれよりも量が多

く、19 冊のうちの４冊分も占めていました。

翻訳に当たって、グルーベはまず抄本の漢字を起こして、正

確な複製本を作成することから始めた。おそらくこれが後の

『燕影劇』の元原稿となったものと思われる。また、一般に北

京などの影巻抄本は略字も多く使われているのに対し、『燕影

劇』のテキストは漢字をいわゆる正字に統一するなど、かなり

の校訂の跡がうかがえるが、そうした作業も恐らくある程度こ

の段階で行われたのだろう。そして、折子戯に近いものがほと

んどの『燕影劇』所収影巻の中で、『混元盒』だけはいわゆる

本戯の体裁を取っているため分量も多いが、これはもとの抄本

の段階ですでにそうなっていたことも解る。おそらく、収集し

た 19 冊の影巻の中に、４冊本の『混元盒』抄本が含まれてい

たということなのだろう。そうするとそれは、あるいは芸術研

究院戯曲研究所所蔵の４冊本などに近いものだったのかもしれ

ない [注 17]。

3. クレープス

グルーベは他にも研究論文の執筆などの仕事を抱えていたた

め、翻訳作業はこれらと同時進行という状態ではあったものの、

作業自体は順調で、翌年までには完成させることができると手

紙で約束している。しかし、約束の時期を過ぎても原稿は到着

せず、かわりにアメリカ自然史博物館側が受け取ったのはかれ

の急死を知らせる電報であった。慌てた博物館側はグルーベの

仕事を継いで翻訳を完成させることのできる人物を捜し、結局

注 17‥拙稿「芸術研究院戯曲研究所
所蔵影巻目録」（本報告書所
収）参照。
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レープスに白羽の矢が立てられた。ラウファーの序文には以下

のように記されている。

公使館参事官のエーミール・クレープス氏は、在北京ド

イツ帝国公使館の最初の翻訳官で、故人の門下生であり

かつ忠実な賛美者であるが、そのかれがこの未完の仕事

を完成させてくれることになった。クレープス氏がこの

非常に面倒な仕事を献身的にこなしてくれたことに対し

て、この場を借りて心から感謝を申し上げる。かれの協

力は非常に有益で、北京方言で作成されているテキスト

に対してかれは優れた技量を発揮した。土地の生活に根

ざしたような多くの不明点について、かれは正確な翻訳

を行ったのである。難しい点については、かれは北京の

影絵芝居の芸人から助言を得ることもできた。

クレープス (1867 － 1930) はシフェボジツェ生まれのポーラ

ンド系ドイツ人である [注 18]。後にベルリンに留学してグルーベ

のもとで中国語を学び、卒業後 1893 年から北京のドイツ大使

館で翻訳官として勤務し、二十世紀初頭の中独外交の場で活躍

をした。かれは学生時代から外国語の習得に非常な才能を発揮

し、ヨーロッパはもちろんのこと中近東やアフリカ、東アジア

の言語を自在に操り、1930 年に亡くなるまでにおよそ 60 カ国

語をマスターしたといわれている。そのたいへんなスーパー・

ポリグロットぶりのために、死後かれの大脳はデュッセルドル

フ大学に保存されて研究が行われている程だという。当然の事

ながら中国語の能力も高く、しかも当時公使館員として北京に

滞在しているという利点も生かして、亡くなった師の仕事を完

成させた。テキストの不明点について影絵芝居の芸人に助言を

乞うているというのが注意を引くが、これについては序文に続

けて収録されているラウファーの「解説」に以下のような逸話

も記されている。

テキストを詳細に研究するために、クレープス氏は北

注 18‥William Matzat, “Emil Krebs 
(1867-1930), das Sprachwunder, 
Dolmetscher in Peking und 
Tsingtau. Eine Lebensskizze”
, Bulletin of the German China 
Association 1, pp.31-47, 2000.
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京で影絵芝居の劇団をよんでそれらの演目を上演させた。

かれはそれで気が付いたことをこう加えている。「つい

でに言うと、かれらは自分で厳密なテキストを持ってい

るという訳ではなく、はやりの日常的な冗談をその中に

織り交ぜたりするのだ。喜劇『三怕』をやっているとき、

例えば登場人物の女性の一人はこう言った。わたしはワ

ゴン・リー・ホテル（原注：北京にあるヨーロッパ系ホ

テル）に招かれているので、これから行くところなので

すよ、と。」

単に不明な表現などを問いただすというだけではなく、劇団

を呼んで翻訳している演目をやってもらうというのだから、実

に念の入った態度である。上演にアドリブが多いという指摘も

面白いが、そこでワゴン・リー・ホテル云々といっているのは、

実際にここで上演を行ったということであろう。また『三怕』

は『燕影劇』に収録されている影巻だが、いわゆる北京土語に

ちかい表現が散見されるということもあり、北京西派に特徴的

な演目である可能性があるとされるものである。翻訳の元に

なっている抄本をアメリカ自然史博物館に提供したのがここで

上演を行っているのと同一の劇団なのかどうかは、以上の記述

からは解らないが、『三怕』を上演する劇団というのはあるい

はそう多くはない可能性があろう。

さて、クレープスの献身的な努力もあって影巻抄本の翻訳が

完成し、『中国の影絵芝居』は出版にこぎ着けることができた。

その際、翻訳の元となった抄本の校訂テキストについても同時

に出版しようという計画が持ち上がる。ラウファーは以下の様

に述べている。

グルーベ教授夫人のすすめで、中国語のテキストもク

レープス氏の指揮のもとで山東の兗洲にあるカトリック

教会の印刷所で印刷されることになった。これについて

は、本論文と同じ形式でライプツィヒのオットー・ハラ

ソヴィッツから出版される。
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当時欧州でも中国語の印刷は不可能ではなかっただろうが、

活字や校正などの問題を考えても明らかに中国で印刷を行った

方が都合が良かったのだろう。山東省兗州は当時ドイツの拠点

の一つであり、またそこの天主教印書局は石印本が全盛の当時

にあって珍しく中国語の鉛活字を具えているなど、進んだ印刷

技術を持っていた。ドイツ公使館員であったクレープスがここ

の印書局に印刷を依頼することは当然のなりゆきであったとも

言える [注 19]。こうして『中国の影絵芝居』のために作成された

影巻の校訂本は、『燕影劇』として出版されることになったの

である。

『中国の影絵芝居』と『燕影劇』を比べると、後者が収録す

る影巻を「仏教劇」「道教劇」「歴史劇」「風化劇」「滑稽劇」

「独角戯」の項目によって分類しているのは、前者のスタイル

に基づいていることが解る。ただし、同一の本戯に基づくとさ

れる演目や一続きになる演目、例えば『双鎖山』『殺四門』『探

病』『竹林計』はいずれも『三下南唐』に基づいており、また

『抛彩逐婿』『撃掌』『別窯』『双別窯』『搬窯』『探窯』『紅雁捎

書』『迴龍閣』は薛家将故事の演目としてある程度の連続性が

あるが、これらについて『中国の影絵芝居』はさらに小分類を

立ててまとめているのに対し、『燕影劇』ではこれが行なわれ

ていない。また『中国の影絵芝居』はそれぞれの演目について

本事が解る場合にはこれを脚注で述べているほか、さらに無

題となっていた演目についても仮題を付しているなど、『燕影

劇』所収影巻の研究に際して有益な情報を提供している。

4. ラウファー

『中国の影絵芝居』の序文と解説を書いたラウファー（1874

― 1934）は、ケルン生まれのドイツ人で、ベルリン大学で東

洋諸語や民俗学を学んだ。かれもまたグルーベの学生なのであ

る。そして、ライプツィヒ大学で博士号を取得した後アメリカ

に渡り、シカゴのフィールド博物館を拠点に研究活動を続けて、

アメリカ東洋学の重鎮とよばれた。ラウファーについてはすで

に著作も幾つか翻訳があり、邦文による紹介もあるので、研究

注 19‥こうした点から、「ドイツ人
カトリック宣教師が『燕影
劇』を編集出版した」という
『北平俗曲略』などの記述は
訂正される必要があるだろう。
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や生涯などの詳細についてはそちらを参照して頂きたい [注 20]。

なお、かれは 1901 年から 1902 年までアメリカ自然史博物館

の依頼で中国に民俗関係の資料収集に赴いており、帰国後は

1904 年から 1906 年までここの助手として様々な事務処理もこ

なしていた。つまり、『燕影劇』の元となった 19 冊の影巻抄本

や大量の影人、また皮影戯の録音などは、実はすべてかれが北

京で収集してきたものであり、またグルーベに翻訳の依頼を行

い、その後様々な折衝に当たったのも実はかれであったのであ

る。いわばかれは、自分で興味を持って収集してきた資料の翻

訳を、自らの師匠に託したのであった。

博覧強記をもって知られたラウファーに、そうした能力がな

かった訳ではあるまい。実際、先にも引用した『中国の影絵芝

居』の「概説」では、ヨーロッパの影絵芝居の状況から始めて、

トルコやアラビア、インド、ジャワ、シャム、朝鮮、さらに日

本などにまで説き及び、その博学ぶりを披露している。中国の

影絵芝居については、『史記』「孝武帝本紀」に見える斉人少翁

の記事や『漢書』「外戚伝」の李夫人の説話などの記事を紹介

し、伝説的にはこれらに起源を求められるとしながらも、実際

の上演が確認出来るのは『東京夢華録』や『夢梁録』などに見

えるように宋代を待たなければならないとした。また、ラシー

ド・ウッディーンの『集史』などの記述から、現在トルコやア

ラビアで行われている影絵芝居はいずれも中国から伝わったも

のであるとしている。これらは、現在では皮影戯の歴史をたど

る上でいわば公式化した言説であるが、顧頡剛の「灤州影戯」
[注 21] より 20 年も前にすでにこうした認識に達していることは

特筆に値しよう。ラウファーはさらに、中国演劇のインド起源

説を持ち出し、中国語の「傀儡」がインド系言語からの借用語

であるという点も援用して、中国の影絵芝居はインドから伝播

したものであるとし、さらにその起源をオリエントに求めてい

る。ただ、中国より先行するとするオリエントやインドの影絵

芝居について、具体的な資料を提示しておらず、その点で今ひ

とつ説得性を持ちえていない。これはかれの学説と言うより、

むしろ影絵芝居全体に対するかれ自身の見通しといった程度の

注 20‥石田幹之助「ベルトールド・
ラウファー博士の訃を聞き
て」、『欧米に於ける支那研
究』（創元社、1942 年）所
収、また武田雅哉「ラウフ
ァー」、『東洋学の系譜［欧米
編］』（高田時雄編、大修館書
店、1996 年）所収。またラ
ウファーの著作は博品社から
翻訳が多数刊行されている。

注 21‥『文学』第 2 巻第 6 期、1934
年。
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ものであろう。

「概説」の後半では、ラウファーが実際に中国で目睹した皮

影戯の状況について記している。

（皮影戯の）さまざまな足跡についてわたしは自分で

追ってみた。そして、中国の中部では浙江の省都である

杭州と長江の漢口で、また中国の北方では北京、陝西の

省都である西安、それから四川の省都である成都でこれ

を見つけた。これらの場所ではどこでも常設でプロの影

絵芝居の劇団があり、年寄りから子供まで非常に人気が

あって、また非常に沢山の道具を具えていた。またどこ

でも影絵芝居は男の子が練習をして楽しむものでもあり、

西安や成都の市場では紙製の人形のおもちゃは二束三文

で買えるものであった。

ここから解るように、かれは中国の各地で皮影戯が行われて

いるのを目撃していた。「概説」では続いて、北京の影人は三

本の棒で操作すること、またロバの皮で出来ていることなどに

ついて説明した後、皮影戯がなぜかくも人気があるのかという

ことについて、以下のように述べている。

我々が最初に見ておかなければならないのは、影絵芝居

と木偶芝居に共通する点はなにか、また公の劇場演劇と

違っている点はなにか、ということである。後者はたい

ていの場合、広い建物の中の固定された舞台で行われる

のだが、それらは衣装や道具などの設備にお金がかかる

俳優や楽団による娯楽であり、そういうものを見ようと

思えばそれなりの資金や高い入場料が求められてしまう。

そしてそれは貧しい人間の手が出る範囲のものだとは

限らないのである。しかしもっと重要なことは、中国で

は公の劇場の観客は男性および花柳界の女性が優先され、

尊敬すべき御婦人がたは厳しく立ち入りを制限されてい

るということである。しかし漂泊の影絵および木偶芝居
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の芸人たちは家族に親しく接しうるという点で助けにな

る。すなわち、放浪の生活をしているかれらは、呼べば

いつでも家までやって来て上演してくれるので、寂しい

ご婦人がたなどにも娯楽を提供することができるのであ

る。

つまり、人戯は費用がかかる上に女性の観劇が制限されて

いるが、偶戯は堂会上演などを行ってもそう高いものではな

く、しかもそうした形態であれば女性でも観劇することが可能

であったために、彼女たちの娯楽として歓迎されたというので

ある。同様の指摘はその後斉如山などが行っているが、これも

ラウファーの観察の確かさを物語るものと言えよう。

また、影巻テキストと上演の関係については、先に引いたワ

ゴン・リー・ホテルの部分でもアドリブが多いという点を指摘

していたが、他にもかれは以下のように述べている。

台本の韻文はそれほど重要ではなく、またその内容も重

要ではないようである。聞き手は言葉をほとんど理解し

ていないのだ。しかし音楽と歌唱はかれらを熱狂させう

るのである。影絵芝居の芸人はあるいは大舞台の役者よ

りもずっと高いレベルで即興上演をこなしているのかも

しれない。かれらの手書きの台本、特に喜劇や笑劇に関

わるようなものは、初心者の入門的な手引きか、あるい

は上演のための記憶を助ける程度のものでしかない。か

れらはたいていテキストを完全に暗記して覚えているの

だ。ただかれらの役をそのまま読み上げるだけというや

り方で行うのは不可能である。すべての注意を人形の操

作に向けなければならず、それには制止した状態はほと

んどありえない。ほとんどすべての言葉に命と動きを吹

き込んでいく必要があるからだ。

いわゆる北京西派は口伝のみでテキストを伝え、また東派は

影巻を見ながら上演してゆくということが言われているが、以
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上の記述からではどちらとも判別がつかない。また残念なこと

に、ラウファーは劇団の名前はおろかその上演場所、さらには

劇団員の名前すらも全く触れていないのである。

5. おわりに

李家瑞『北平俗曲略』や顧頡剛の「灤州影戯」が発表されて

中国で本格的な皮影戯研究が始まったのは 1930 年代のことで

あった。李家瑞は宋代の筆記資料などを整理して中国における

皮影戯の歴史を概観し、また顧頡剛は北京東派の芸人である

李脱塵と接触して実際の上演状況などを調査した。しかし、こ

れよりも 20 年以上前にドイツのグルーベやラウファーたちは

すでに同様の研究を行っていたのである。こうした点は今日再

評価される必要があろう。また、本論では取り上げることがで

きなかったが、ドイツではかれらの仕事を受けてその後ゲオル

ク・ヤコブ [注 22] やライナルト・シモン [注 23]、ゲルト・カミン

スキ [注 24] らが皮影戯の研究をすすめており、中にはドイツ国

内に所蔵される北京西派の古い影人に関する貴重な論考も含ま

れているので、今後はこれらについても参照してゆく必要があ

る。

これまで由来不明であった『燕影劇』所収影巻について、こ

れが 1901 年に北京で収集された抄本をもとに翻刻されたもの

であり、ニューヨークのアメリカ自然史博物館に所蔵されて

いるものであるということを明らかにすることができた。ゲ

オルク・ヤコブによれば、現在「ラウファー中国踏査収蔵品

（Laufer‥China‥Expedition‥Archive）」として収蔵されている

コレクションには、北京西派だけでなく冀東や四川の皮影資料

も含まれているといい、この中にはラウファーが言及した当時

の音源も残されている可能性もある。これらについては今後の

調査が期待できよう [注 25]。しかし、『燕影劇』所収影巻が北京

皮影戯全体の中でどのような位相を占めているのかについては、

結局はテキストそのものの分析によって考察してゆくほかない。

そうした点については、稿を改めて検討して行きたいと思う。

ラウファーコレクションの
冀東影人

注 22‥G e o r g  J a c o b  u n d  H a n s 
J ensen ,  “Das  ch ines i s che 
Schattentheater”, Stuttgart : W. 
Kohlhammer, 1933.

注 23‥R a i n a l d  S i m o n ,  “ D a s 
chinesische Schattentheater 
(Katalog der Sammlung des 
Deutschen  Ledermuseums 
O f f e n b a c h  a m  M a i n ) ”
,  M e l s u n g e n ,  1 9 8 6 ; 
“ C h i n e s i s c h e  S c h a t t e n : 
Lampenschattentheater aus 
Sichuan; die Sammlung Eger, 
D e u t s c h e r  K u n s t v e r l a g ” , 
München, 1997.

注 24‥G e r d  K a m i n s k i  u n d  E l s e 
Unterrieder, “Der Zauber des 
bunten Schattens.Chinesisches 
Schattenspiel einst und jetzt”, 
Klagenfurt, 1988.

注 25‥なお、ラウファー中国踏査収
蔵品については一部がアメ
リカ自然史博物館のサイト
（http://www.amnh.org/）で
オンライン公開されているが、
現在閲覧可能な部分は冀東系
の影人のみである。
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芸術研究院戯曲研究所 

所蔵影巻目録

山下　一夫

北京にある芸術研究院戯曲研究所には、百種余りの影巻が所

蔵されている。中核となっているのは、1931 年に創設された

北平国劇学会図書館の旧蔵資料である。これは、斉如山・傅惜

華・梅蘭芳などの寄贈によって成立した伝統劇の台本を主とす

る様々な演劇資料のコレクションで、1934 年までに整理され

た分は『北平国劇学会図書館書目』（三巻、傅惜華編、北平国

劇学会発行、1935 年）として目録が出版されている。その下

巻の「影書類」に、多数の影巻が著録されているが、そのほと

んどが戯曲研究所図書室に設置されているカード目録の中に探

し当てることができるのである。他にも、1934 年以降北平国

劇学会の収蔵になったか、あるいは別ルートで戯曲研究所の

所蔵になったものと思われる、『書目』未載資料も散見される

（多くは程硯秋旧蔵書）。

なお、『書目』では「斉如山旧蔵」となっているものが、

カード目録ではすべて「梅蘭芳旧蔵」になっている。しかし、

実際に請求して調査したものについては、すべて「斉如山蔵」

の印が認められた。周知の如く斉如山は梅蘭芳のブレイン的役

割を果たした演劇作家・研究家であるが、解放後は国民党とと

もに台湾へ移っていることから、おそらくカード目録作成に際

して一定の政治的配慮のもとでこうした操作が行われたものと

思われる。

この戯曲研究所蔵影巻資料は、中央研究院歴史語言研究所所

蔵分と並び、清代のテキストを多く含む民国時期の収集資料

として、影巻を研究する上で大変貴重なコレクションであると

いえよう。また程硯秋は影巻をもとに京劇『六月雪』を上演し、

斉如山も影巻の影響下に成立した京劇『混元盒』を改編したと
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されるが、ここに含まれる両者の旧蔵影巻などはその際に直接

参照されたテキストである可能性が高く、民国期における京劇

研究の上でも重要な資料となっている。

所蔵資料の調査は 2001 年８月に行ったが、その際は時間的

な制約もあり、実際に目を通して検討することができたのは全

体の中ではごく一部分に過ぎない。以下に示す目録は、戯曲研

究所図書室に設置されていたカード目録を、『北平国劇学会図

書館書目』と付き合わせて作成したもので、今後研究していく

上での参考資料とするものである。

なお、一部の梅蘭芳旧蔵本については、目録には掲載されて

いても、実際には梅蘭芳記念館に移管されたものもあるとい

うが、今回の調査では確認できなかった。また芸術研究院は

2002 年に移転し、所蔵資料は整理が終わるまでの数年間、事

実上閲覧不能となっている。整理終了の暁には、戯曲研究所図

書室は芸術研究院図書館へと改組されるということである。

書名
カード目録の記載 『北平国劇学会図書館書目』の記載

鈔刻 冊数 旧蔵者 鈔刻 冊数 旧蔵者
陰陽報影詞全伝四卷 校経山房石印本 一函四冊 （無）

影戯折本四十二種 一九〇九年裕慶栄順
班鈔本

八冊 （無）

英雄配（粉粧楼） （無） 一函六冊 梅蘭芳旧蔵
英雄伝 （無） 一函十六冊 程硯秋旧蔵
炎天雪 旧鈔本 一函三冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 三冊 斉如山旧蔵
鴛鴦墜 （無） 残本一冊 陸鼎祥旧蔵
鴛鴦墜 旧鈔本 一函六冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 六冊 梅蘭芳旧蔵
鴛鴦剣 旧鈔本 一函九冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 九冊 梅蘭芳旧蔵

臥鳳山四卷 民国敬記書莊石印本 一函四冊 梅蘭芳旧蔵 民国敬記書局石印本 四冊 斉如山旧蔵
赫羊山 旧鈔本 一函六冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 六冊 梅蘭芳旧蔵
赫陽山 （無） 一函六冊 程硯秋旧蔵
奇忠烈 桐華館鈔本 一函九冊 程硯秋旧蔵
奇忠烈 旧鈔本 一函九冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 九冊 梅蘭芳旧蔵
興隆伝 （無） 一函七冊 程硯秋旧蔵
玉蘭掃北 光緒十年錫慶班鈔本 存四冊 梅蘭芳旧蔵
玉竜鐲 旧鈔本 一函四冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 四冊 梅蘭芳旧蔵
玉蝴蝶 旧鈔本 二函十冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 十冊 梅蘭芳旧蔵
金沙灘 （無） 一函六冊 程硯秋旧蔵
金沙灘 （無） 一函五冊 梅蘭芳旧蔵
金沙灘 旧鈔本（水滸戯） 一函七冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 七冊 梅蘭芳旧蔵
金鼎印 （無） 一函十二冊 程硯秋旧蔵
金藤玉筯 （無） 一函五冊 （無）
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金藤玉筯 旧鈔本 一函七冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 七冊 斉如山旧蔵
苦忠義 永利班鈔本 一函三冊 梅蘭芳旧蔵 永利班鈔本 三冊 梅蘭芳旧蔵
苦忠義 魁盛和鈔本 四冊 梅蘭芳旧蔵
五虎縁 旧鈔本 一函六冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 六冊 梅蘭芳旧蔵
五虎伝 旧鈔本 一函十五冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 十五冊 梅蘭芳旧蔵
五虎伝 旧鈔本 一函十六冊 程硯秋旧蔵
五峰会 同楽班旧鈔本 一函十八冊 梅蘭芳旧蔵
五峰会 民国二年鈔本 一函二十冊 梅蘭芳旧蔵 民国二年鈔本 二十冊 斉如山旧蔵
五峰会 双順班旧鈔本 一函十七冊 程硯秋旧蔵
五鳳楼 残存六、七、十二等‥

旧鈔本
一函四冊 梅蘭芳旧蔵

江東橋 残存十三至二十一卷‥
鈔本

一函九冊 梅蘭芳旧蔵

江東計・烈女金環記 石印本 一冊 （無）
紅梅閣 （無） 一函十四冊（無） 栄順班鈔本 八冊 梅蘭芳旧蔵
混元盒 （無） 一函四冊 程硯秋旧蔵
混元盒 （無） 一函四冊 梅蘭芳旧蔵
鎖陽関 （無） 一函三冊 （無）
鎖陽関 魁盛和鈔本 一函三冊 梅蘭芳旧蔵 魁盛和鈔本 三冊 梅蘭芳旧蔵
鎖双竜 （無） 一函九冊 梅蘭芳旧蔵
鎖双竜 唐山共和影社 一函十冊 程硯秋旧蔵
鎖双竜 旧鈔本 六冊 梅蘭芳旧蔵
三賢伝 旧鈔本 一函八冊 程硯秋旧蔵
三甲同袍 旧鈔本 一函六冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 六冊 梅蘭芳旧蔵
山水縁 （無） 一函十二冊（無） 旧鈔本 十二冊 斉如山旧蔵
山水縁 錫慶班鈔本 存十冊 梅蘭芳旧蔵
拾粒金丹 旧鈔本 存七冊 梅蘭芳旧蔵
十粒金丹 福楽班鈔本 一函十冊 程硯秋旧蔵
十粒金丹 旧鈔本 一函七冊 梅蘭芳旧蔵
十粒金丹 裕慶班鈔本 十冊 梅蘭芳旧蔵
女子愛国 楽春台鈔本 一函二冊 梅蘭芳旧蔵 民国鈔本 八冊 梅蘭芳旧蔵
小英杰 一九二九年鈔本 一函六冊 梅蘭芳旧蔵 民国五年鈔本 六冊 斉如山旧蔵
松枝剣 旧鈔本 一函十六冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 十六冊 梅蘭芳旧蔵
蕉葉扇 （無） 一函十一冊 程硯秋旧蔵
蕉葉扇 旧鈔本 一函十三冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 十三冊 斉如山旧蔵
翠蝴蝶 旧鈔本 一函八冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 八冊 梅蘭芳旧蔵
青雲剣 旧鈔本 一函十二冊 程硯秋旧蔵
全林寺 上海校経山房石印本 合一冊 程硯秋旧蔵
大団山 旧鈔本 一函三冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 三冊 斉如山旧蔵
探窯 得安堂旧鈔本 一函一冊 梅蘭芳旧蔵
忠烈伝 旧鈔本 一函三冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 三冊 梅蘭芳旧蔵
珍珠扇 （無） 一函三冊 梅蘭芳旧蔵
珍珠扇 岳菴席旧鈔本 一函五冊 程硯秋旧蔵
珍珠扇 民国鈔本 一函四冊 梅蘭芳旧蔵 民国鈔本 四冊 斉如山旧蔵
鎮冤塔 光裕堂鈔本 一函八冊 梅蘭芳旧蔵 光裕堂鈔本 八冊 梅蘭芳旧蔵
鎮冤塔 石印本 一函四冊 程硯秋旧蔵
鎮冤塔 裕慶班鈔本 一函九冊 梅蘭芳旧蔵
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鎮冤塔 関西閣記一八九三年
五月鈔本

一函六冊 梅蘭芳旧蔵

鎮冤塔 光緒十九年仁義堂鈔
本

六冊 梅蘭芳旧蔵

鎮冤塔 文德堂鈔本 八冊 梅蘭芳旧蔵
定唐 （無） 一函八冊 程硯秋旧蔵
定唐 旧鈔本 一函六冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 六冊 梅蘭芳旧蔵
抵竜換鳳 （無） 一函九冊 程硯秋旧蔵
抵竜換鳳 旧鈔本 一函九冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 九冊 梅蘭芳旧蔵
東漢 旧鈔本 一函八冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 八冊 梅蘭芳旧蔵
桃花扇 喜楽堂鈔本 一函四冊 程硯秋旧蔵
桃花扇 百忍堂鈔本 一函三冊 梅蘭芳旧蔵
二度梅 栄順班鈔本 一函九冊 梅蘭芳旧蔵 栄順班鈔本 九冊 梅蘭芳旧蔵
二度梅 旧鈔本 一函七冊 （無）
二度梅 楽春班鈔本 六冊 梅蘭芳旧蔵
肉坵墳 一九三一年旧鈔本 一函七冊 梅蘭芳旧蔵 民国鈔本 七冊 斉如山旧蔵
薄命図 旧鈔本 一函六冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 六冊 斉如山旧蔵
薄命図 錫慶班鈔本 四冊 梅蘭芳旧蔵
飛虎夢 （無） 一函十冊 梅蘭芳旧蔵 天福堂鈔本 八冊 梅蘭芳旧蔵
斌鉄剣 錫慶班鈔本 四冊 梅蘭芳旧蔵
分竜会（又名明英烈）同楽班旧鈔本 一函十一冊 梅蘭芳旧蔵
粉妝楼 （無） 一函十七冊 程硯秋旧蔵
粉妝楼 旧鈔本 一函十二冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 十二冊 梅蘭芳旧蔵
文武花魁 （無） 一函八冊 梅蘭芳旧蔵 光緒三十一年鈔本 八冊 梅蘭芳旧蔵
文武元 旧鈔本 一函十八冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 十八冊 梅蘭芳旧蔵
文武元 旧鈔本 一函八冊 程硯秋旧蔵
平西冊 福楽班鈔本 一函五冊 梅蘭芳旧蔵 福楽班鈔本 存五冊 梅蘭芳旧蔵
碧玉環 旧鈔本 一函十二冊 梅蘭芳旧蔵
鳳凰巾 旧鈔本 一函四冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 四冊 梅蘭芳旧蔵
北岳 旧鈔本 一函二冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 二冊 斉如山旧蔵
牧陽関・小嵩祝 （無） 一函十冊 程硯秋旧蔵
明英烈 （無） 一函十二冊 梅蘭芳旧蔵
木陽関 （無） 一函三冊 梅蘭芳旧蔵 魁盛和鈔本 存三冊 梅蘭芳旧蔵
木陽関 （無） 一函三冊 程硯秋旧蔵
木陽関 一九三〇年鈔本 一函三冊 梅蘭芳旧蔵 民国五年鈔本 三冊 梅蘭芳旧蔵
木陽関 旧鈔本 一函三冊 （無） 民国鈔本 三冊 斉如山旧蔵
目連救母 旧鈔本（残本） 一函十八冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 十八冊 斉如山旧蔵
雷峯塔 旧鈔本 一函五冊 梅蘭芳旧蔵
六月雪 福楽班鈔本 一函四冊 程硯秋旧蔵
六士三義 旧鈔本 一函七冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 七冊 梅蘭芳旧蔵
倭錦袍 旧鈔本 一函九冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 九冊 梅蘭芳旧蔵
倚天剣 （無） 一函十冊 程硯秋旧蔵
双金印 福楽班鈔本 一函八冊 梅蘭芳旧蔵 福楽班鈔本 八冊 梅蘭芳旧蔵
双鎖山 魁盛和鈔本 一函八冊 梅蘭芳旧蔵 魁盛和鈔本 八冊 梅蘭芳旧蔵
双陽関 （無） 一函十冊 梅蘭芳旧蔵
双祠堂 万発堂鈔本 一函八冊 程硯秋旧蔵
対綾花 旧鈔本 一函五冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 五冊 斉如山旧蔵
滾盤珠 （無） 一函六冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 六冊 斉如山旧蔵
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滾盤珠 一九一五年二月鈔本 一函八冊 梅蘭芳旧蔵 民国四年鈔本 八冊 梅蘭芳旧蔵
万宝陣 （無） 一函五冊 （無） 旧鈔本 五冊 梅蘭芳旧蔵
蝴蝶盃二十回 旧鈔本 一函四冊 （無）
鉄樹開花 光緒三十二年

（一九〇六年）鈔本
一函九冊 梅蘭芳旧蔵

鉄樹開花 同楽影社鈔本 一函九冊 梅蘭芳旧蔵
鉄坵墳 旧鈔本 一函十六冊 梅蘭芳旧蔵 旧鈔本 十六冊 梅蘭芳旧蔵
鸞鳳帕 （無） 一函二十四

冊
程硯秋旧蔵

鑌鉄剣 （無） 一函五冊 梅蘭芳旧蔵
鑌鉄剣 光緒二十七年義順和

鈔本
一函三冊 梅蘭芳旧蔵 義順和鈔本 三冊 梅蘭芳旧蔵

鑌鉄剣 松亭鈔本 一函四冊 程硯秋旧蔵
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2004 年度新収影人目録

千田　大介・山下　一夫

皮影戯は上演芸術であるのと同時に、使用される影絵人形

「影人」は工芸美術品としての価値を持ち、コレクター市場も

形成されている。従って、皮影戯の文化史価値を考究する上で、

影人の調査・研究は欠くことができず、また、それらを博物資

料として収集することも必要となる。

本研究では、2004 年度、新たに遼南大影の影人を収集した。

遼南大影は遼寧省南部で行われる皮影戯で、影人のサイズが

40 ～ 50 センチとやや大型であることを特色とする。遼南皮影

戯については、20 ～ 30 センチサイズのいわゆる遼南小影は比

較的よく見られるが、大影の入手は現在では非常に困難になっ

ており、貴重な資料であると言える。

収集した影人には、頭楂（かしら）・道具・背景などの他に、

劇の一場面を再現した背景と影人・道具のセットがあり、実際

の皮影戯スクリーンを彷彿させるものとなっている。なお、こ

れらは元北京皮影劇団の劉季霖氏の所蔵品を譲り受けたもので

ある。

遼南大影

◦頭楂‥ 47 件

◦影人‥ 11 件

◦帥卓‥ 1 件

◦帳卓‥ 1 件

◦老虎椅‥ 2 件

◦花几‥ 2 件

◦方卓‥ 1 件

◦馬‥ 2 件

背景＋影人

◦秦香蓮（影人 6人、背景：社堂）
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◦樊梨花（影人 3人、背景：帥府庁・虎椅）

◦捉拿九花娘（影人 4人、帳子）
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2002 年度新収皮影影巻目録

千田　大介

はじめに

伝統劇の上演スタイルや物語の系統、さらには地域性や言語

的特質などを分析する上で最も基本的かつ重要な文献資料とな

るのが台本であることは、論をまたない。皮影戯研究において

も、台本、冀東系皮影戯で言うところの「影巻」は、唱腔や物

語のみならず劇団の状況や皮影戯への政策など、さまざまな情

報をもたらしてくれる重要な資料である。

かかる見地から、本研究では皮影戯研究の一環として、各地

の皮影戯の影巻の収集・整理作業を行っているが、2002 年度

にも、新たにさまざまな影巻を収集することができた。以下は、

その目録と簡単な紹介である。

目録

冀東

	No.‥ タイトル‥ 巻数

	 1.	 砸鑾駕	 1

	 2.	 雙掛印	 1

	 3.	 岳飛傳	 13

	 4.	 雙鎖山	 6

	 5.	 萬寶陣	 10

	 6.	 英唐國	 8

	 7.	 小英傑	 6

	 8.	 牛頭山	 7

	 9.	 包公案	 11

	10.	 貍貓換太子	 2

	11.	 八寶塔	 10

	12.	 大隋唐	 31	

	 	 	 （缺第一卷）

湖南

	 1.	 秋江	 1

	 2.	 豬八戒背老婆	 1

	 3.	 通天河	 2

	 4.	 孫悟空三借芭蕉扇	 2

	 5.	 張文秀	 1

	 6.	 兩個縣官	 1

	 7.	 琵琶進宮	 1

	 8.	 斷橋	 1
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	 9.	 三官堂	 1

	10.	 懲王記	 1

	11.	 柳毅傳書	 1

	12.	 大鬧天宮	 1

	13.	 三打祝家莊	 2

北京西派

	 1.	 三家店	 2

	 2.	 六月雪	 1

	 3.	 打金枝	 2

	 4.	 下河東	 2

	 5.	 扇墳	 1

	 6.	 豬八戒背媳婦	 1

	 7.	 庚娘傳	 3

	 8.	 單刀會	 1

	 9.	 里龍傳	 1

解説

2002 年度には、湖南皮影戯および北京西派皮影戯の影巻を

収集することができた。

前者は、湖南省皮影劇団の上演台本を抄写したものである。

湖南は皮影戯の一大中心地として知られる反面、研究報告や専

著の数が多いとは言えず、具体像がなかなかにつかみにくかっ

た。今回収集された影巻は、その資料の欠落を埋めるものであ

る。物語は『西遊記』故事が大半を占めるが、湖南洞庭湖を舞

台とする『柳毅傳書』が含まれる点が注目される。

後者は、北京市内在住の収蔵家に人を介して抄写を依頼した

ものである。北京西派皮影戯の影巻としては、車王府曲本や燕

影劇などが知られているが、一世紀前には既に絶滅の危機に瀕

した劇種であったため、北京東派＝冀東皮影戯に比べて現存す

る作品数が少なく、このことが研究の一つの障害となっていた。

しかし、今回収集された影巻には、『六月雪』のように京劇・

梆子さらには冀東皮影戯『炎天雪』など、同じ地域・同じ時期

に上演された同じ物語のさまざまな劇種の台本が伝わっている

ものも含まれ、比較研究への途を開くものと期待される。また、

北京西派皮影戯の影巻は継続して抄写を依頼しており、2003

年度以降も一定数の収蔵が見込まれている。

なお、これらの影巻は整理・研究を終えた後、慶應義塾大学

メディアセンターに寄贈・公開する計画である。
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山西皮影戯研究の現状と課題

孝義・太原調査ノート

千田　大介

1. はじめに

皮影戯、すなわち影絵人形芝居は、歴代の資料が乏しい上に、

民国時期以降、北京などの大都市部からはほとんど姿を消して

しまっため、研究者の注目を浴びることは稀であった。しかし、

皮影戯は中国における通俗文芸の黎明期である宋代には早くも

文献にあらわれ、元明清を経て現代に到るまで各地で行われ文

化史的にかなりの影響力を有したメディアであったと思われる

ので、皮影戯研究を通じて中国通俗文学史、および現代の伝統

演劇・文芸に関する新たな知見を得ることができよう。

かかる観点から、筆者はこれまで中国都市芸能研究会の活動

を通じて北京西派皮影戯および冀東皮影戯に関する調査を進め、

文献資料の収集やインタビュー等によって一定の研究成果を上

げている。その成果をまとめたのが「北京西派皮影戯をめぐっ

て」（平成 9－ 10 年度科学研究費基盤研究 (C) 成果報告書『近

代中国都市芸能に関する基礎的研究』、2001）である。

しかし、皮影戯の通俗文学史的および伝統演劇史的作用を明

らかにするためには、独り北京皮影戯を対象とするのみでは不

足であり、各地の皮影戯との比較対照を通じて、それぞれの地

域的な特性および中国皮影戯の普遍的な特色を解明する作業が

必要であることは、論を俟たない。

皮影戯は中国のほぼ全土に分布しているが、これまでの研究

を通じて北京西派皮影戯との共通点が看取されるという情報が

インフォーマントから得られているものに、山西皮影戯がある。

山西は伝統地方劇やさまざまな演劇関連文物の宝庫として知

られるが、例えば、明代には山西の楽戸が北京の演劇文化を支
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え、清代には山陝商幇の援助のもと梆子腔が北

京に流行したとされるように、隣接する北京・

河北地域にさまざまな文化的影響を及ぼしてい

る。従って、皮影戯についても同様の関係が存

在した蓋然性が高く、北京皮影戯との対照研究

材料として好適であると考えられる。

中国では、近年、文史資料や戯曲志・新編地

方志などの編纂を通じて、各地の伝統演劇・芸

能に関する情報の蓄積・整理が進んだおかげ

で、概略的な知識は比較的容易に得られるよう

になった。しかし、それらには必ずしも我々の

知りたい台本や伝統芸能を取り巻く社会的環境

などの詳細な情報が含まれているとは限らない。

特に、山西省は経済的に立ち後れた地域である

ため、紙媒体・電子媒体による情報発信も北京

や江南地域に比べて少ないため、現地調査によ

る資料収集は欠かせない。

太 原

孝 義
介 休

侯 馬

山西省地図

筆者は、山西皮影戯に関する先行文献調査を行い、その結

果をふまえ、2001 年 11 月中旬から下旬にかけて、山西省中部、

孝義市一帯に流行する晋中皮影戯を対象に予備的な現地調査に

赴き、関連施設を訪問して現地研究者への聞き取り調査を実施

した。以下、それら結果を総合し、山西皮影戯研究の現状と課

題とを明らかにしたい。

2. 山西皮影戯関連文献資料

2.1. 山西皮影戯の系統

山西は中国戯曲演劇史上、極めて重要な地域である。宋金に

は諸宮調が流行し、金末に雑劇が形成されているし、その当時

から清代に到る戯台や墳墓のレリーフなどの戯曲資料も大量に

現存している。また、現在でも各地にさまざまな伝統地方劇が

伝承されている。

山西に流行する皮影戯は、大きく二つの系統に分かれる。一

つは晋南皮影戯で、汾河下流域の侯馬・曲沃を中心とする臨
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汾盆地と運城盆地とに分布する。黄河を隔てて接する陝西東部、

渭南地域と極めて密接な交流があり、晋南皮影戯の影人造形・

音楽などは、陝西東路皮影戯、すなわち碗碗腔皮影戯とほぼ同

じであるとされる。

一方、晋中皮影戯は、太原盆地南端の晋中地域に流行し、そ

の中心地は現在の孝義市である。同地の皮影戯には、清代以前

から伝わる土着の皮腔（もしくは皮影腔）皮影戯、清末民初に

陝西系の皮影戯が流入した碗碗腔皮影戯の二種類がある。

2.2. 文献資料

2.2.1 山西皮影戯総論

以下、筆者がこれまでに知り得た山西皮影戯関係の文献を列

挙し、その内容についてごく簡単に紹介する。

山西皮影戯を研究する上で、第一に参照すべきは、

‥『中国戯曲志・山西巻』（中国戯曲志編輯部編、文化芸術

出版社、1990）

である。『中国戯曲志』（以下『戯曲志』）は「人戯」、すなわ

ち人が演ずる劇のみを取り扱うため、皮影戯や木偶戯など「偶

戯」には原則として項目を立てていない。このため、皮影戯が

盛行する地域である河北・陝西等の巻にも皮影戯の項目は立て

られていない。山西巻に皮影戯関連の項目が見られるのは、解

放後、皮影戯が人戯に改変・上演されたためである。

同書は、「孝義碗碗腔」「孝義皮腔」の項目で、晋中皮影戯の

歴史や劇団組織・上演方式・音楽などを総合的に解説する（詳

細については、インタビュー結果とあわせて後述する）。また

同様に、晋南皮影戯が解放後人戯に発展した「曲沃碗碗腔」の

項目でも、陝西皮影戯が清末に進出したという晋南皮影戯の歴

史に言及する。

現在のところ全国の皮影戯を網羅的に扱った唯一の専著であ

る

‥江玉祥『中国影戯』（四川人民出版社、1992）

およびその台湾版で、若干の増補がなされている

‥江玉祥『中国影戯与民俗』（淑馨出版社、1999）

は、当然のことながら山西皮影戯にも言及する。記述は、第四
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章「清代影戯鳥瞰」、第五章「民国影戯的衰落」、第八章「中国

影戯的流派及其分布地域」などの各章にわかれ、それぞれ 1～

2頁を割いている。全国の皮影戯を概述する一環としての言及

であるため、記述は必ずしも詳細ではない。

‥張一、朱景義「山西皮影」（『文史知識』1989 年第 12

期）

晋中・晋南皮影戯の影人、音楽、劇団と流行地域などを概説

する。

2.2.2 晋南皮影戯

晋南皮影戯のみを扱った文献には、以下のものがある。

‥行楽賢「晋南皮影芸術雑談」（『民族』1989 年第 9期）

見開き 2頁ほどの記事だが、晋南皮影戯が南北二路にわかれ、

臨汾盆地の曲沃・新絳を中心とする地域に流行する北路は碗碗

腔を用いること、運城盆地の夏県を中心に流行する南路は眉戸

や蒲州梆子を交えること、レパートリーや音楽の概説、更には

上演コストが低く地域に経済状況に合致していること、小唐王

（五代後唐の李存勗）を祖師爺とすること、および上演に関す

る習俗などを、幅広く紹介する。

‥常志武「悠雅委婉的曲沃碗碗腔」（『山西劇種概説』、山

西人民出版社、1984）

曲沃碗碗腔戯の概説で、その前身である晋南皮影戯にも言及

している。内容は『戯曲志』山西巻とほぼ同じ。

この他、江玉祥『中国影戯与民俗』巻末に付された参考文献

一覧には、影人作家兼収集家として著名な侯馬市文化館の廉振

華氏による新聞・雑誌記事を多く著録しているが、ここでは割

愛する。

以下の文献は、江氏の目録に未収録である。

‥王沢慶「抄本皮影戯《西廂記》浅析」

‥行楽賢「河東木偶、皮影探源尋流記」

いずれも、傅仁傑・行楽賢主編『河東戯曲文物研究』（中

国戯劇出版社 1992）に収録される。前者は侯馬で発見された、

皮影戯版『西廂記』の紹介。後者は、木偶戯・皮影戯の音楽、

上演形態などを概述したもの。
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文史資料には以下の二編が見える。

‥段士樸「曲沃的木偶・皮影」（『曲沃文史』第四輯、中国

人民政治協商会議曲沃県委員会文史研究館編、1989）

‥馮安沢「皮影画家廉振華」（『侯馬文史資料』第三輯、中

国人民政治協商会議山西省侯馬市委員会文史資料研究委

員会編、1988）

前者は晋南曲沃の木偶戯と皮影戯の概況を概説したもの。清

末から民国・解放後に到る上演情況や劇団の変遷、レパート

リーなどが略述され、また 1981 年に曲沃の下裴荘郷裴南荘三

益橋西橋南側で発見された金代の墳墓から、影人と演劇人物の

壁畫が発見されたとの情報が得られる。後者は、廉振華氏の略

歴紹介。

‥曹暁芳「山西侯馬皮影戯考察報告」（『交響―西安音楽

学院学報』第 19 巻第 1期、2000）

曹氏は執筆時、同学院修士課程在籍。現地調査をふまえて、

侯馬皮影戯の音楽や上演方法を詳述する。

2.2.3 晋中皮影戯

次に、晋中皮影戯関連の文献資料を見ていこう。

‥『孝義県志』（孝義県地方志編纂委員会編、海潮出版社、

1992）

いわゆる新編地方志である。皮影戯関連の記事は、主に巻二

十九「文化」[注 1] 以下に収められる。記載内容は多岐にわたる。

晋中皮影戯の歴史・声腔に関する解説の内容は『戯曲志』とほ

ぼ同じであるが、劇団名や人名、更には歴代の戯班や皮影芸人

の師承図を掲載するなど、極めて詳細。皮影戯の台本について

は、『封神演義』『西遊記』や解放後の新編劇の制作過程、後述

する孝義市皮影木偶芸術博物館に収蔵される皮腔影戯・碗碗腔

影戯の伝統台本目録などを収める。晋中皮影戯を研究する上で、

最も詳細かつ重要な文献である。

‥張思聡、王万万「孝河義水潅奇葩―孝義碗碗腔概述」

（『山西劇種概説』、山西人民出版社、1984）

‥張思聡、王万万「金斗山澗蔵古花―孝義皮腔概述」

（同上）

注 1	 当該部分は、編撰：王万万、
審修：曹振武。
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皮腔・碗碗腔のそれぞれの歴史・音楽的特色等を解説したも

の。内容は『中国戯曲志』に近いが、楽譜を載せる。

‥侯丕烈「山西民間皮影」（『山西民間芸術』山西人民出版

社、1991）

山西の民間美術に関する写真集に付される解説文。署名は無

いが、今次の調査で侯丕烈氏の文章であることを確認した。晋

中皮影戯について、歴史、レパートリー、音楽、美術などを総

合的に概述する。

‥侯丕烈「中国皮影戯的発祥地在孝義」（『中国社科成果要

覧』中国文史出版社、2001）

中国皮影戯が春秋時代、孝義に於いて孔子の門人の卜子夏ら

によって創始されたとの説を述べるが、妥当性は低いと言わざ

るを得ない［注2］。

‥侯丕烈「山西皮影的造形芸術特色」（『栄宝斎』中国美術

出版総社、2000 年第 6期）

晋中皮影戯の背景・影人について、デザイン・紋様などの観

点から解説したもの。

‥高巨寿「挑籤伝人―四訪皮影木偶操作老芸術家梁全民

先生」（『中国社科成果要覧』中国文史出版社、2001）

孝義の老芸人である梁全民氏が、1999 年 8 月に山西省介休

市の張壁古堡の戯台で行った皮影戯上演の報告。梁氏の略歴、

孝義皮影戯の解放後の変遷と現状について略述する。

2.2.4 図版・映像

山西皮影戯を扱った図版資料には、以下のものがある。

‥『中国美術全集・工芸美術編 12』（人民美術出版社、

1988）

‥『山西民間芸術』（山西人民出版社、1991）

‥『中国民間美術全集・4‥山西』（人民美術出版社、1993）

‥『中国民間美術全集・12‥遊芸編・木偶皮影巻』（山東教

育出版社・山東友誼出版社、1995）

‥『中国郷土芸術』（新世界出版社、2000）

映像資料に以下のものがある。

‥『山西皮影戯』（VCD）（金卡文化事業公司、1995）

注 2	 論拠となっているのは、孝義
居義村の廟の戯台の碑文に
「孝邑、古属魏地、子夏設教
於西河、魏文侯聴教於側、三
賢演其影楽」との句が見えた、
という伝聞情報である。
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台湾のパソコンソフト情報誌の新譜VCD情報に掲載されて

いたが、未入手。

以上の先行文献から、山西皮影戯の歴史・上演方式・美術な

どの概略を把握することができる。しかし、いずれも概説のレ

ベルにとどまっており、台本資料や聞き取り調査記録などの基

礎文献資料、あるいは上演の情況を示す博物資料などに関する

情報は十分とは言い難く、文献間の相互矛盾も見られる。また、

著者の大半は演劇・芸能研究の専門家ではなく、他の劇出の影

響関係や皮影戯をめぐる社会的文脈に言及するものも少ない。

3. 孝義予備調査

3.1. 調査日程

今次の調査は、大学祭期間を利用した短期間のものであり、

しかも今後の本格的調査に備えた現地情報の収集と人脈形成と

に目的があったため、比較的強行日程で各地を回ることになっ

た。行程は以下の通り［注3］。

2001.11.17‥ 北京到着

2001.11.19‥ 夜、空路太原に

2001.11.20‥ 午前：孝義に移動

‥ ‥ 午後：孝義市皮影木偶芸術博物館見学

2001.11.21‥ 午前：侯丕烈氏訪問

‥ ‥ 夜：介休へ

2001.11.22‥ 午前：張壁古堡、后土廟戯台見学

注 3‥ 備忘として、孝義への交通機
関について記しておく。北京
―太原間は石家荘経由で高速
道路が開通しており、北京の
西三環路沿いの麗澤橋長途汽
車站から高速バスがかなりの
本数出ている。所要時間は約
6時間。北京―孝義の長距離
高速バスも運行している。鉄
道の場合、北京－孝義の直通
便は無い。太原行きは一日数
便出ているが 8 ～ 10 時間か
かる。航空機は北京―太原間
には一日数便就航しており、
所要時間は約 1時間。太原武
宿空港から市街までは、タク
シーで 30 分ほど。太原から
孝義などの呂梁地区に向かう
バスは、汾河の西岸、南内環
西路沿いの長途汽車西站から
出る。マイクロバスが一時間
に一本程度運行している。ま
た、太原駅前や迎沢路沿いに、
孝義への乗り合いタクシーサ
ービスを提供する旅行会社が
二三ある。高速道路を利用し、
速くかつ快適である。

注 4	 孝義市は 2004 年に対外開放
され、現在では問題なく宿泊
できる。

孝義市皮影木偶芸術博物館
‥ ‥ 午後：太原に移動

2001.11.23‥ 午前：山西省戯劇研究

所訪問

2001.11.24‥ 朝：北京に移動

今回、孝義に一泊しかしなかったのは、

孝義市が未解放都市であったためである。

筆者はそれと知らずに宿泊したため、二

日目にホテルの部屋に訪れた現地公安の

係員に調書を取られ、即刻孝義を退去す

ることを命じられた［注4］。
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注5	『中国影戯』p.60。

皮影戯台（中は木偶戯台兼用）

3.2. 孝義市皮影木偶芸術博物館

孝義市皮影木偶芸術博物館は、市の長

途汽車站から介休方向に 3分ほど歩いた

ところにある。隣には、皮影木偶芸術学

校が併設されており、見学中も博物館の

敷地内で学生が楽器を練習していた。

同博物館は、1980 年代後半の竣工。

それから十数年たつが、未だに正式公開

されていないとのことである。このため

か、各展示室は施錠されており、係員が

案内しながら一々解錠してくれた。

博物館は寺廟様式で、左右の廂房と中

央の堂房からなる。

奥に向かって右手の廂房には、孝義出

土の青銅器や仏像、明清代の民具、古建

築の模型などが展示される。しかし、管

理状態はお世辞にも良いとは言い難く、

展示物には埃が積もっていた。

博物館の奥は塀によって仕切られ、そ

の手前には当地の名産である琉璃瓦の塔

が二つ建っている。塀の奥は戯台の展示

場である。計五基の戯台が展示されて

おり、いずれも孝義市内で実際に使われ

ていた戯台を移築したものである。その

うち正面の一基は大型の人戯の戯台、残

りの四基は小型の皮影戯専用の戯台であ

る。木偶戯の戯台も兼ねているものもあ

る。皮影戯は道具が少なく巡回公演に適

していることが特長の一つであり、移動

式のスクリーンに投影して上演するのが一般的である。孝義以

外の皮影戯専用戯台としては、河北省蔚県留荘鎮白中堡門外の

観音廟に残る「灯影戯台」が挙げられるが [注 5]、蔚県皮影戯は

山西から伝播したものであることを考えると、これはあるいは
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山西皮影戯の上演・社会的コンテクスト上のある種の特質を現

しているのかもしれない。

皮影戯戯台はいずれも幅は 4～ 5m。後台は地面より階段四

段分、80cmほど高くなっており、スクリーン部分の下縁は都

合地面から 120 ～ 150cm ほどの高さになる。影人・木偶の視

認性を高めるための設計であろう。扉の

隙間から後台を覗くと、椅子や机が設置

され、左右に渡された針金には楽器が懸

けてあり、かつ電灯も備わっていた。実

演可能な状態に維持されているようだ。

中央の大型の人戯の戯台も、中央だけ

を区切って戯棚を組めば、皮影戯の上演

が可能であるという。

奥に向かって左側の廂房は、演劇関連

の展示室になっている。

皮影戯は棟がいくつかに区切られた、

最も奥寄りの部屋に展示されている。ス

クリーンに投影する形で孝義の影人・背

景を展示するとともに、奥には実演用の

スクリーンも設けられている。

また、皮影戯関連資料として、劇団が

皮影戯上演の依頼を受け付けるために作

成した契約文書とその版木が二種類展示

されている。一つは五美園、もう一つは

二義園のものであり、『孝義県志』によ

ると、いずれも解放時期まで存続した皮

腔皮影戯の劇団である。契約書には、劇

団の物品に損害が生じた際の賠償責任、

上演費用の支払い責任が明記され、戯価

合同

戯目単

影人の展示

として物納される物品の分量を記

入するようになっている。契約書

は二段組みで上下同じ内容であり、

契約成立時には切り離して双方が
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皮影ベートーベン

侯氏所蔵明代紙窓影影人
（『中国美術全集』）

侯丕烈氏

保管したものであろう。

皮影戯上演時、点戯に使用されたと

思われる戯目単も二種展示されてい

る。いずれも折本型式。一つは、『孟

津県』『澠池県』『穿心釘』『上崑崙』

など、晋中皮影戯のうち皮腔の中心レ

パートリーである『封神演義』ものが

列記され、一方には『困淮南』『観音

堂』『龍鳳鐶』『宝連珠』等の碗碗腔皮

影戯の演目がならぶ。

中ほど、木偶戯の展示室には、当地の木偶のみならず、全国

の木偶が集められている。五美園の可搬式の木偶戯台も展示さ

れる。さらに正門よりには、晋劇・蒲劇など人戯の展示室があ

り、臉譜・衣装などが展示されている。また、院子中央の堂房

には、テレビ放送用の木偶戯の大がかりな舞台セットが展示さ

れている。

以上のように、未だに正式オープンはしていないとはいえ、

皮影木偶芸術博物館は規模が大きく、しかも現地に密着した独

特の展示内容をもっている。

3.3. 晋中皮影戯の概要

3.3.1. 侯丕烈氏略歴

孝義滞在二日目に、孝義市文化館に皮影戯の民間研究者兼影

人作家である侯丕烈氏を訪問した。

氏の手製の冊子『侯丕烈皮彫作品』によると、侯氏は 1939

年、平遥の生まれ。三歳で孝義に移り、大学卒業後、太原で

美術関係の仕事をつとめ、1975 年に孝義文化館に配属された。

影人の収集家として知られ、収蔵点数は約 5,000 点にものぼり、

『中国美術全集』等にも収蔵品を提供している。影人作家とし

ては呂梁地区より「呂梁人民芸術家」、UNESCOより「一級民

間工芸美術家」の称号を受けている。伝統的な影人のみならず、

西洋絵画風の鑑賞用影人をも制作している。

侯氏はまた晋中皮影戯研究者であり、数々の関連著作がある

ことは第一章に述べた通りである。侯氏によれば、既に『山西
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皮影芸術』という大著を書き上げて、原稿を数年前に山西人民

出版社に渡したのだが、資金的問題からか、未だに刊行されて

いないとのことである。

今回の訪問での聞き取り時間は二時間ほど。予備調査である

ので、晋中皮影戯のアウトラインを把握することに重点を置い

た。以下、侯氏への聞き取り調査の結果を、『孝義県志』『中国

戯曲志』山西巻などによって適宜補足しつつまとめる。

3.3.2. 晋中皮影戯概説

◦歴史と現状

孝義は「皮影之郷」の称があり、古くから皮影戯が盛んに行

われていた。侯氏は前述のように春秋時代に孝義において皮

影戯が創始されたとの説をとなえているが、石碑や出土資料に

よって孝義における皮影戯の存在が確認できるのは、金元代以

降である。前掲『中国戯曲志』山西巻は、1980 年に元大徳二

年の古墓から嗩吶を吹く童子の傍らに影人を操る童子が描かれ

た壁画が発見されたとする。侯氏によるとその墓は工事の際に

発掘されたもので、取り壊されており現存しない。また、壁畫

の写真も、機材が揃わなかったために撮影されていないが、複

数の作業に従事した人への聞き取り調査を通じて、実在したこ

とを確認しているという [注 6]。

また、侯氏は元明代のものとされる影人を所蔵しており（前

ページ図参照）、それは『中国美術全集』工芸美術巻にも収録

されている [注 7]。侯氏の部屋には、自身の手になるそのレプリ

カが飾られている。

清末民初には、碗碗腔皮影戯が陝西から晋南を経由して孝義

に伝播し、定着した。このため、現在の孝義皮影戯影人の造形

は、陝西皮影戯に似通っている。

皮影戯上演は、解放前は非常に盛んで、孝義市内だけで 50

～ 60 の民間劇団があり、その大半は専業劇団だった。劇団の

活動範囲は孝義にとどまらず、汾陽・介休・平陽さらには太原

など、広く太原盆地各地に及んだ。戯台も多数建設され、孝義

市内に存在した計 120 基の古戯台のうち、12 基が皮影戯専用

戯台であった。現在、民間劇団は梁全民氏を団長とする皮腔を

注 6	 皮影戯壁画が確認された古墓
については、各文献で食い違
いが見られる。「金斗山澗蔵
古花―孝義皮腔概述」は、
1950 年に元大徳二年の古墓
から皮影戯的な造形の侍衛の
側面像の壁画が、1979 年に
金正隆年間の古墓から同様の
侍衛の壁画が、更に 1980 年
に北宋末期の古墓から影人を
あやつる児童の壁画が発見さ
れたとする。一方、江玉祥
『中国影戯』は独自の聞き取
り調査をふまえて、1955 年
に古墓から八体の影人の壁画
と「元大徳二年」「五月　楽
影伝家、共守其職」などの題
記が発見されたとする。諸説
の是非の解明は、今後の課題
としたい。
なお、同皮影戯壁画ははが
されて孝義市皮影木偶に保存
されており、同博物館のパン
フレットに写真が掲載されて
いる。しかし、実物の閲覧は
できなかった。

注 7	 この影人については、華慈祥
（上海博物館　助理研究員）
「明代山西孝義武将紙窓影人
真偽考述」（『東南文化』1999
年第 4期）で偽造説が提出さ
れている。明代の武装と同影
人のデザインが付合しないこ
とがその主要な論拠であるが、
作品のリアリズムやデザイン
など工芸的評価の問題と真贋
問題とを混同している部分も
見受けられ、論理的に妥当で
あるとは認めがたい。しかし、
江玉祥『中国影戯』も言うよ
うに、一般に明代影人と呼ば
れるものは、収蔵者の意見以
外の明証を欠くものが大半で
あるのも事実であり、当該影
人の製作年代についても、今
後、注意深く検討する必要が
あろう。
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主体とする劇団を残すのみで、しかも団員はいずれも高齢であ

る。公営劇団は、文化館と皮影戯博物館に一つずつ存在する。

一方、晋南皮影戯の劇団は、既に消滅しているという。

◦皮腔と碗碗腔

晋中皮影戯は、前述のように皮腔と碗碗腔、二つの皮影劇種

に別れ、それぞれ異なった風格をもっている。

皮腔（皮影腔）は、孝義に古くから伝わる皮影劇種で、その

声腔は、嗩吶を主伴奏楽器とし吹腔に似る。紙のスクリーンを

使うことから紙窓影とも称される。『戯曲志』によれば、皮腔

は板腔体に分類され徴調式、平板・流水などがあり、七字・十

字上下句方式を基本構成とする。侯氏によれば、板式はシチュ

エーションによって、演唱者が決定するという。『戯曲志』に

よれば、伴奏楽器には小嗩吶・笙・呼胡などの吹奏楽器、亮

鑼・二捂眼・馬鑼・鐃鏺・木頭などの打楽器がある。

碗碗腔は別名月調、紗のスクリーンを用いることから紗窓影

とも称される。清末民初に陝西から流入した。『戯曲志』は同

治年間頃とするが、『孝義県志』は光緒七年に介休の人・金庫

之が碗碗腔皮影戯を学び、孝義で義盛軒影班を組織したのが始

まりであるとする。碗碗とは猪口ほどの大きさの鐃鏺の一種で、

「ウォーン、ウォーン」という独特の響きを持つことから碗碗

と呼ばれる。『孝義県志』によれば、徴調式で、平板・流水・

介板・滾板の四種が主に用いられる。伴奏楽器は、中路梆子と

ほぼ同じで、碗碗のほか胡胡・月琴・二弦・節子などを用いる。

このほか、晋劇すなわち中路梆子の声腔を用いるものがある。

「山西皮影」によれば、皮影劇団が日中演ずる木偶戯が晋劇声

腔を採用する。

◦劇団構成

劇団員の構成については、「七緊八慢九消停」との言葉があ

るように、十人未満程度の規模が一般的である。このうち、人

形の操作を担当するのは二人で、一人が主演、一人が助手であ

る。一人が最大五体の影人を担当できるので、一度に合計十体

が同時にスクリーン上に登場できる。なお、影人はスクリーン

に投影した後、動きがない場合は竿を固定しておけばよいので、
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一人が同時に五体を操作するわけではない。

行当は、生旦浄丑全てを一人の男性の役者が声色で演じわけ

る。『戯曲志』曲沃碗碗腔項では、この型式を「抱本」と称し

ている。筆者が文献調査したところでは、北京および冀東系の

皮影戯を除く大半の皮影戯がこの型式を採用しており、また木

偶戯でも、例えば台湾の布袋戯は伝統的なものからテレビの霹

靂布袋戯に到るまで声は一人が演ずるように、大半が同様の型

式を採用する。全国的に見れば、行当ごとに歌唱者を分ける北

京および冀東系皮影戯がむしろ特殊なのである。それ以外の劇

団員は、楽隊および帮唱を担当する。

また、晋中皮影戯では、多くの劇団が昼は木偶、夜は皮影戯

を演じていた。所謂「木偶皮影両下鍋」であり、同様の例は清

末・民国時期の北京皮影戯などにも見られる。

灯光は、旧時は一つの麻油灯だけを用いた。そのため、投影

された映像は朦朧としており、格別の視覚的効果があった。

◦上演

皮影戯の上演機会は、秋の収穫後および各種節日に多かった

という。これは冀東皮影戯などとも共通するが、それらの地域

の皮影戯は都市を基盤としない農村皮影戯であるのだから、農

閑期に公演が集中するのはごく自然なことである。

旧時は、城内・農村を問わず、皮影戯の上演は無料で公開さ

れていた。侯氏も幼少時代には、しばしばそのような皮影戯を

観覧したという。これは、皮影戯の上演コストが安く、一つの

家の資金だけでも劇団を招くことができたからであり、晋劇な

どの人戯はコストが高いため、有料の公演を見るか、あるいは

村中で金を出し合って劇団を招くのが一般的であった。皮影戯

は、解放前では一公演が五塊大洋、現在でも 500 元程度である

という。上演は、一般に夜の八・九時に始まり、十二時ころま

で続く。

◦レパートリーと台本

晋中皮影戯のレパートリーは、皮腔と碗碗腔とで違いがある。

皮腔では、『封神演義』ものをはじめとする神道戯が主要な

レパートリーを占めている。『封神演義』は一か月に及ぶ連台
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上演も可能であるという。晋中皮影戯が祖師爺とする黄龍真

人は、『封神演義』の登場人物であることからも、晋中皮影戯

における『封神演義』の占める地位の高さが窺える。『孝義県

志』によれば、清末に孝義の僧侶・道士が協力して、私塾の教

師などに書かせたものである。一方、碗碗腔では、歴史もの・

武侠ものなどの武打戯、およびストーリー性のある故事戯が中

心である。

台本は、旧時は暗記して上演したが、今は冀東皮影戯のよう

に、見ながら上演する。

晋中皮影戯関連の台本資料は、皮影戯博物館が 100 部あまり

を収蔵している。前述のように、その一覧は『孝義県志』に収

録されている。映像資料に関しては、市販のものは現在入手が

困難であるが、山西省文化庁が 1985 年頃、40 日にわたって皮

影戯公演を撮影したことがあるという。しかし、その映像資料

が現在どのような状態におかれているのか、閲覧が可能である

のかについては、今後、太原における調査が必要となろう。

3.4. 小結

わずか二日間の孝義滞在ではあったが、博物館の見学、侯氏

へのインタビューを通じて、晋中皮影戯の現状、資料の収集・

整理情況に関する基礎的な情報を得ることができた。また、侯

氏に、今後の研究活動への協力をインフォーマントの紹介を含

めて要請し、快諾を頂いたので、本格的な現地調査を実施する

基盤を確立できたと思う。

4. 山西省戯劇研究所

4.1. 介休の古戯台

孝義を離れた後、介休市で張壁古堡と后土廟戯台を見学した。

張壁古堡は介休の東南郊外の山あいにある明清代の堡塁跡

で、城壁や地下の洞窟陣地・関帝廟・劉武周廟などが残ってい

る。隋末の群雄である劉武周を祭るのは、介休で尉遅敬徳を包

囲した唐の太宗李世民が、敬徳の旧主であった劉武周を謀殺し

て首級を示し降伏せしめたという『大唐秦王詞話』『説唐』等

に見える虚構の物語に基づいている。古い町並みが比較的良好
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に保存されており、戯台も二つ現存する。

現在でも秧歌戯などが上演されるといい、

梁全民氏も 1999 年にここで皮影戯を上

演している [注 8]。

后土廟戯台は介休市街の后土廟内にあ

る、壮麗な戯台である。2002 年に全国

重点保護文物に指定されている。

太原に帰着した翌日、山西省戯劇研究

所を訪問した。研究所は、山西省人民政

府から南に下る桃園南路にある。同研究

注 8	 前掲、高巨寿「挑籤伝人―
四訪皮影木偶操作老芸術家梁
全民先生」による。

介休張壁古堡二郎廟戯台
共通の台本を使用するが、それは侯氏へ

のインタビューからも明らかになったよ

うに、大半の劇団が所謂「木偶皮影両下

鍋」であったためであろう。

余談であるが、同研究所も予算の確保

には大いに頭を痛めており、『匯編』と

して出版したい資料は多数所蔵している

が、予算が確保できた年にだけしか刊行

できないとのことである。

皮影戯の上演情況であるが、山西省で

所では、退休研究者である羅仁佐氏および、同研究所研究員の

謝玉輝氏から、皮影戯関連資料の整理情況についてうかがうこ

とができた。

山西省戯劇研究所は、約 50 人のスタッフを抱えており、う

ち研究員が 4名、副研究員が 6名いる。しかし、皮影戯を専門

に研究する研究員はいない。

同研究所は、山西省各地の地方劇に関する資料を多数収蔵し、

『山西地方戯曲匯編』などの資料を発行している。当然、皮影

戯の台本も多数収蔵しているのだが、近年の組織改組の影響で、

それら台本資料の閲覧は非常に困難になっているという。

しかし、2002 年には『山西地方戯曲匯編』の最新刊として

木偶戯・皮影戯台本の専輯を二冊組で刊行し、主要な台本資

料を収録する予定であるという。謝氏によると、木偶と皮影は

介休張壁古堡関帝廟戯台



�0‥ 近代北方中国の芸能に関する総合的研究

皮影戯の劇団が残っているのは、や

はり孝義だけである。謝氏によると、

曲沃に劇団があるとの未確認情報が

あるという。

今回は、皮影戯関係の資料確認が

目的であったため、同研究所の主要

な目的たる山西の伝統地方劇関連の

工作に関しては踏み込まなかった。

しかし、同研究所と中国都市芸能研

究会との間に協力関係を樹立し、共

同研究の可能性も視野に入れつつ交介休后土廟戯台

流を深めていくことになったので、将来、詳細に検討する機会

もあろう。

おわりに

今回の山西現地調査では、孝義市の皮影戯博物館および侯丕

烈氏訪問を通じて、孝義皮影戯の現状と文献資料・老芸人の所

在を確認することができた。また、山西省戯劇研究所訪問を通

じて、現地の研究機関との関係を確立し、今後の現地調査・研

究活動を実施する上で、老芸人や現地研究者の紹介などの協力

を取り付けることに成功した。これによって、山西省太原盆地

における大小都市や農村を結ぶ芸能ネットワークの様態を、皮

影戯を核として解明するための研究基盤を確立しえたと言えよ

う。少なくとも、中国都市芸能研究会が今後実施する予定の山

西現地調査のための予備調査としての目的は十分達成すること

ができた。

一方、聞き取り調査結果や先行研究文献の詳細な検討を通じ

て、従来の研究の遺漏や矛盾点が浮上している。それらの解明

は、今後の調査に期したい。
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梁全民氏と晋中皮影戯・木偶戯

インタビューを通じて

山下　一夫

1. はじめに

2001 年 11 月に千田大介氏が行った予備調査を通して研究協

力態勢を確立した、山西省孝義在住の影人作家・収集家である

侯丕烈氏の紹介で [注 1]、2002 年 8 月 21 日に晋中皮影戯の老芸

人梁全民氏へのインタビューを行うことができた。場所は孝義

市文化局内の侯丕烈氏宅で、メンバーは氷上正・千田大介・山

下一夫・戸部健、また座には侯丕烈氏も同席し、時にやや耳の

遠い梁全民氏を補佐する役割も果たしていただいた。

梁全民氏は、インタビューの時点で 71 歳（数え年）、芸人と

注 1‥ 侯丕烈氏については、千田大
介「山西皮影戯研究の現状と
課題」（本書収録）を参照さ
れたい。

しての活動期間は主に 1950 年代から 1990

年代にかけてであるが、解放前の事情にも

精通しており、同年代以上の芸人たちがほ

とんど世を去った今となっては、往時の晋

中皮影戯の状況を知る最後の生き証人であ

るといっても過言ではない。梁全民氏の経

歴については、すでに高巨寿氏「挑簽伝人

―四訪皮影木偶操作老芸術家梁全民先生」

（『中国社科成果要覧』、中国文史出版社、

2001 年）に紹介があり、また孝義皮影戯

の戯班や芸人の師承関係についてはいわゆ

る新編地方志の『孝義県志』（孝義県地方

志編纂委員会編、海潮出版社、1992 年）

に詳細な記述があって、今回の調査に際し

ても大いに参考となったが、実際にお話を

伺ってみると、これらの先行資料にはかな

りの誤りがあることも判明した。以下、イ
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ンタビューをもとに、氏の経歴から劇団の推移、往時の上演状

況や習俗などについて追っていきたい。

2. 解放前

梁全民氏は、1932 年に孝義県後義馬村で生まれた。父の梁

栄龍氏は後述する馮庭栄氏に師事した皮影芸人で、祖父も業余

の皮影戯楽師であったというから、皮影戯芸人の家庭で育った

訳である。幼少の頃の孝義は日本軍・国民党・共産党の三つの

勢力が対峙する激戦区で、梁全民氏自身も 1943 年に解放区で

あった介休県鉄南区から国民党支配下の鉄北区の共産党地下組

織へ文書を届ける伝達員をしたことがあるという。

梁全民氏はその後皮影戯芸人となるよう勧められたことも

あって、1948 年に父の師でもある馮庭栄氏のもとへ正式に弟

子入りした。この際は「学徒文約」を結び、保証金として三十

石の黄米を払った。馮庭栄氏は孝義県石像村の人で、幼名を洞

厮といい、若い時に陝西の碗碗腔芸人について芸を学んだのだ

という [注 2]。梁全民氏が加わった頃には七・八人のメンバーか

らなる「二義園」という戯班を率いていたが、これはもと「二

義軒」と称し、昼間は山西梆子木偶戯を、夜は孝義碗碗腔皮影

戯を行っていた。その頃孝義の碗碗腔皮影戯には馮庭栄氏の

他に王宝棟氏 [注 3]、于吉栄氏 [注 4]、張万年氏 [注 5]、高井栄氏 [注 6]

などの流派があったが、もう一つの皮影戯声腔である皮腔はこ

のころすでに衰退していた [注 7]。ただ、時に請われて皮腔を唱

うこともあり、そのため梁全民氏は皮腔皮影戯も覚えたという
[注 8]。

3. 解放後

1949 年 3 月、共産党が皮影芸人を集めて四つの小組からな

る「孝義市皮影宣伝組」を組織し、第一組には那鵬飛氏 [注 9]、

第二組に趙嘉賓氏、第三組に温世宏氏 [注 10]、第四組に馮庭栄氏
[注 11] が配属された。梁全民氏は師匠の第四組に入り、『小二黒

結婚』『白毛女』『血涙仇』『王貴与李香香』などの現代皮影戯

を上演したという。1951 年には太原市政府の要請で第二組が

注 2‥『孝義県志』には、「1922 年
に馮庭栄氏の弟馮庭義氏が陝
西へ碗碗腔を学びに行き、四
年後に帰郷して兄弟で新義園
という戯班を始め、一時は隆
盛を極めたが、1929 年に解
散し、二人は別の戯班に入っ
た」という記載がある。ま
た二義園についても、「同治
年間より武姓の芸人によっ
て代々行われた皮腔の戯班で、
1930 年代に衰退して半農半
芸となり、解放後解体した」
としている（いずれも 675 ～
676 頁）。梁全民氏によれば、
二義園という屋号はもともと
売却されたものであり、また
六代続いた武姓の芸人という
のは確かにいたということな
ので、あるいはこのころ馮庭
栄氏は購入した二義園という
名称を用いて戯班を運営して
いたということかもしれない。

注 3‥『孝義県志』によれば、王宝
棟氏は碗碗腔戯班「義盛園」
の班主だった金庫之氏の弟子
で、1936 年に逝去。

注 4‥『孝義県志』によれば、于吉
栄氏は王宝棟氏と同じく金
庫之氏の弟子で、師の死後
「義盛園」の班主となったが、
1931 年に逝去し、戯班も解
散したという。

注 5‥『孝義県志』によれば、張万
年氏は碗碗腔戯班「大成園」
の班主だった張林保氏の弟子
で、1947 年に逝去。

注 6‥『孝義県志』によれば、高井
栄氏は張万年氏と同じく張林
保氏の弟子で、一度解散した
「大成園」を 1933 年に復興さ
せ、抗日戦争期に山西省西北
部で活動。1953 年に逝去。

注 7‥ ただし『孝義県志』では、解
放前夜に活動していた「皮
腔」の劇団として、碗碗腔を
兼ねる李正有・郝如山両氏ら
の「五美園」とともに、梁全
民氏のいた「二義園」を挙げ
ている。670 頁参照。
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太原に移され、「太原市月影劇団」となった。「月影」とは、碗

碗腔皮影の別名が「月調」と称することに因んでいる。梁全

民氏は、ここで父とともに 1954 年まで太原に派遣されている。

なお、この太原の劇団は後に「太原市碗碗腔劇団」となり、碗

碗腔の「人戯」化が行われている [注 12]。

続く 1952 年から 1956 年にかけて、小組は十一に発展し、

1956 年には宣伝組も「孝義皮影木偶劇団」に改称されている。

同時期には北京でも「徳順皮影戯社」が「北京宣武皮影木偶劇

団」となっているので、恐らくこれは全国的に行われた政策で

あると思われる [注 13]。ちなみにこの頃、梁全民氏より三歳年下

の任常来氏が那鵬飛氏の弟子として入団し、それから芸人にな

るまでの数年間、炊事や掃除、師匠の身の回りの世話などをし

たという。任常来氏は後に馮庭栄氏の外甥女でやはり皮影芸人

の趙梅琴氏と結婚し、梁全民氏と共に劇団を担ってゆくことに

なる。

さて、1958 年に梁全民氏は孝義皮影木偶劇団の団長に就任

した。同年、孝義県は介休県・霊石県と合併して「介休県」と

なり、劇団の十一の小組は九個へと減らされたという。後には

さらに三小組となって、団員の大幅なリストラも断行された。

そうした中、劇団は経済的に困窮したせいもあって、ここで二

つの改革を行っていく。

一つは、皮影戯の影人の改良である。以前は７寸のものが用

いられていたが、これを１尺へ、次に 1.2 尺へと改変していき、

さらに 2尺のものを三人で操作する実験も行われた。これは恐

らく、解放後行われる様になった劇場における上演が、旧来の

戯台に比べて規模が大きくなったことに対応するためだと思わ

れる。影人が大きければ、それだけ遠くまで見え、一度に多く

の観客を対象とすることができるからである [注 14]。もう一つは、

木偶戯の導入である。宣伝組として発足して以来、劇団は皮影

戯を専門に行う団体として活動してきたが、1956 年に芸人の

王紹禺氏の提唱で木偶戯も行うようになり [注 15]、さらに 1960

年に梁全民氏らが広州に赴いて孫悟空などの木偶、芭蕉扇など

の道具、さらに曲譜や劇本を全部で 4000 元で購入、それをも

注 8‥ 高巨寿氏前掲論文は、梁全民
氏を皮腔皮影戯が専門の芸
人であるかのように記して
いるが、こうした点から見て
訂正されるべきであろう。

注 9‥『孝義県志』によれば、那鵬
飛氏は「義盛園」の于吉栄の
伝人。

注 10‥『孝義県志』では、高井栄氏
率いる「大成園」が 1947 年
に孝義に帰郷し、「三隊」に
改組されたとしている。ただ
し梁全民氏によれば、各小組
は党が芸人を選んで組織化
したもので、既存の戯班の枠
組みを継承した訳ではない
という。

注 11‥『孝義県志』では、皮腔の戯
班「善清班」が「四隊」に改
組されたとしている。

注 12‥『中国戯曲志山西巻』（中国戯
曲志編輯部編、文化美術出
版社、1990 年）521 頁によれ
ば、1956 年に趙嘉賓氏らを
負責人として「太原市碗碗腔
劇団」が成立し、また張思
聡・王万万「孝河義水灌奇葩
―孝義碗碗腔概述」（『山西
劇種概説』、山西人民出版社、
1984 年）によれば、1959 年
に「人戯化」を行って皮影
戯による上演を止めたとい
う。さらに、『中国戯曲志山
西巻』514 頁には、1970 年に
太原市晋劇団など四つの晋
劇団と合流して「太原市実験
晋劇団」となったと記されて
いる。また『中国戯曲志山西
巻』507 頁によれば、孝義で
も碗碗腔の「人戯化」が図ら
れ、皮影木偶劇団とは別に中
路梆子の劇団を基礎とする
「孝義県碗碗腔劇団」が成立、
1959 年に最初の公演を行っ
ている。

注 13‥千田大介「北京西派皮影戯を
めぐって」（『近代中国都市芸
能に関する基礎的研究』、平
成九～十一年度科学研究費
基礎研究（C）成果報告書、
2001 年）、90 頁参照。
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とに神話木偶戯として『西遊記』関連演目の上演を行った [注 16]。

幸いにもこれは好評で、以後劇団は主軸を木偶戯に移していく
[注 17]。

ちなみにこの頃、梁全民氏は鍼灸による感冒治療の際に感染

症を引き起こし、以後両手の中指が曲がって伸ばすことが出来

なくなってしまったという。

4. 文革前後

1961 年に三県合併は解消、「介休県」が再び孝義県・介休

県・霊石県へ分割され、前二者が皮影木偶劇団をそれぞれ一つ

所有することになり、また劇団で行った改革が功を奏したこと

もあって、上演は再び活況を呈するようになっていった。しか

し文化大革命が始まると、せっかく軌道に乗せることができた

神話木偶戯は禁演となり、上演は『紅灯記』などの様板戯に固

定された [注 18]。さらに 1969 年には劇団が解散となり、梁全民

氏も団長をやめることになる。団員たちは劇団の道具が批判の

対象となるようなものを含んでいることもあって、すべて処分

することを主張したが、梁全民氏が懸命に反対したため、お陰

で売却を免れたという。

1972 年に劇団が復活し、神話木偶戯『三打白骨精』の上演

を許された。これは 1960 年に導入された『西遊記』関連演目

の一つである。また従来、劇団では下から棒で操作する「杖頭

木偶」が行われていたが、ここで上から糸で操る「提線木偶」

に変更した。前者に比べて後者の方が一回り大きいため、これ

も恐らくは劇場等での上演を考慮した改変と思われる。この形

式は 4年間続けられたが、木偶の操作方法が大きく異なるため

上手くいかず、結局その後杖頭木偶に復したという。

5. 八十年代以後

1984 年に中国木偶皮影協会・国家文化部芸術局・山東省文

化庁の合同主催による「中国木偶精英薈萃大賽」が広州で行わ

れ、劇団は新団長の武俊礼氏のもと、梁全民・任常来両氏によ

る木偶戯『走雪山』を上演、精英奨を獲得する。また 1989 年

注 14‥影人の大型化は、戦後になっ
て唐山皮影戯や台湾高雄皮影
戯などでも行われており、各
地で同様に進行した事態であ
ることを伺わせる。

注 15‥解放前は多くの戯班で昼間は
梆子による木偶戯を、夜は碗
碗腔皮影戯を上演するという
形態を取っており、宣伝隊に
改組されてから皮影戯のみの
上演になっていたのを、ここ
でもう一度復活させたという
ことだと思われる。ただ、張
思聡・王万万「金斗山澗蔵古
花―孝義皮腔概述」（『山西
劇種概説』、山西人民出版社、
1984 年）では、1958 年に劇
団は皮腔や碗碗腔による木偶
戯の上演を始めたとも記して
おり、この間の経過について
はなお不明な点も残るが、こ
れについては今後の課題とし
て行きたい。

注 16‥なお、解放以前の木偶戯では、
蘇州に木偶を買い付けに行っ
ていたという。また、現在で
は劇団所属の李世偉氏が製作
を行っており、劇団は木偶の
造型レベルの高さによっても
知られる様になっている。

注 17‥『孝義県志』677 頁では、劇
団は 1962 年にこのうちのひ
とつ『三調芭蕉扇』によって
省の調演に参加したのを機に、
皮影戯の上演をやめて木偶戯
の上演に特化したとしている。

注 18‥なお、高巨寿氏前掲論文には、
「1964 年、孝義皮影木偶劇団
は、梁全民氏と任常来氏の主
演で革命現代木偶戯『劉四
姐』『飛奪芦定橋』を上演し
た」とある。
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には、省文化庁副庁長の郭士星氏をリーダーとする「中国山

西皮影木偶芸術団」メンバーとして、任常来・趙梅琴夫妻な

ど 11 人とともに、同じ石炭産地であることから山西省と友好

関係にあるイギリス・ダービー州を訪問し、皮影戯『収五毒』

『張羽煮海』、木偶戯『走雪山』、『酔戯嫦娥』（『八戒下凡』の

第一場）などを上演、好評を博したという。

しかし帰国後、劇団は経済的に困窮し、団員には給料も出な

い状況となった。そのため、梁全民氏らはやむをえず農村や個

人宅での出張上演（「走村跑戸」）を行い、慶事での上演で日銭

を稼いでいったという。1990 年代前半は、改革開放政策が軌

道に乗って生活水準が向上した結果、テレビや映画などが普及

して各地で伝統演劇が没落していった時期であり、この点では

孝義も例外ではなかったのであろう。社会主義の規制が弛んだ

お陰で復活した民間の慶事活動によって糊口をしのいだという

のも皮肉な話である。

なお、1991 年に「孝義市木偶皮影芸術博物館」が成立、梁

全民氏はここで皮影関係資料や、それぞれ二、三時間上演可能

な台本 200 種を整理し、また戯台や契約文書などの「二義園」

関係資料や、文革後用いられた提線木偶を展示品として提供し

ている。

現在、梁全民氏はすでに劇団を引退しており、近年は舞台

に立つ機会も少なくなっているが、それでも 1999 年 8 月 28 日

（農暦七月十七）に張壁村の第二届文化節として開かれた張

壁古堡の廟会では、境内の可汗王祠において皮影戯『収五毒』

『董家橋』、木偶戯『走雪山』を上演し、好評を博している。

家族は男の子が二人、女の子が四人いるが、孫娘が一人天津の

舞踏学校に通っているのを除けば、家族はいずれも皮影戯など

の伝統芸能とは関わりがない仕事をしているのだという。

劇団は現在「孝義市皮影木偶芸術団」という名称になってお

り、団長は郝智林氏、26 名の劇団員を擁し、ほとんどが梁全

民氏の学生にあたる。常演演目には皮影戯『穆桂英掛帥』、木

偶戯『長袖舞』『七品芝麻官』『救斐生』『花果山』『三打白骨

精』などがあるという。また近年はテレビ向けの児童木偶戯
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に力を入れており、1998 年に西安電影制片廠と共に中国最初

の木偶連続テレビドラマ『英雄出少年』30 集を制作したのを

皮切りに、1999 年に西安電影制片廠と木偶劇『坷拉伝奇』を、

また太原電視台と木偶劇『双蓮伝奇』を制作、さらに 2001

年には劇団の自己資金で『逗逗猴』を制作している。この他、

2002 年のサッカーワールドカップ関連イベントとして韓国の

大
テジョン

田で開催された国際木偶芸術節に参加、木偶戯『花果山』

『長袖舞』、皮影戯『張羽煮海』『収五毒』、人偶同台戯『送妻

回娘家』などを上演したという。

6. 旧時における上演

梁全民氏にはまた旧時における孝義皮影戯の上演状況につい

て色々とお話をうかがうことができた。解放前後、二義園から

宣伝組のころまでは、孝義と汾陽を中心に上演を行ったが、他

にも介休、平遥、霊石、祁県など、山西中部各地を巡ったとい

う。上演は水母娘娘廟、龍王廟、関公廟、文廟など寺廟の戯台

で行うことが多かった。ただし孝義旧県城の城隍廟は人戯の梆

子のみで、皮影戯は行われなかった。また、農暦三月初三の

「王母聖誕」の際には、辟邪のために『収五毒』を上演するな

ど、年間を通して廟会の行われる節日と上演演目の間に一定の

関係があった。また、関帝廟では関羽が死ぬ内容の演目、三清

廟では通天教主を貶める内容を持つ『封神演義』関連演目など、

祀神にとって縁起の悪いものは上演が憚られた。これらはいわ

ば廟会における「敬神戯」として上演されていると考えられる

が、1950 年代以降進展した農業の合作化によって、こうした

「民間迷信活動」は途絶えていったという。

師匠の馮庭栄氏は文盲であったが、100 以上の演目を暗記し

ており、当然のことながら梁全民氏は口伝によって演目を教

わっていった。ただし、自身は多少読み書きができたので、備

忘のために書き留めることもあったという。上演可能な演目に

ついて尋ねると、すべての名を挙げるのは不可能で、おおむね

殷周から明清まですべての王朝の故事をカバーしているという

ことであった。そこで梁全民氏に『孝義県志』759 頁～ 760 頁
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に載せる孝義木偶皮影芸術博物館収集の皮腔・碗碗腔・木偶そ

れぞれの劇本目録を見せると、これは梁全民氏も参画している

はずの劇本整理作業を基礎としているにもかかわらず、梆子戯

などの演目が多数混入していて、すべてが皮影戯や木偶戯の劇

目であるとは見なし難いという答えが返ってきた。氏が梆子戯

の演目としたものについても、或いは別の皮影戯芸人が行って

いたものである可能性も捨てきれないが、ともかく以下に目録

の中から梁全民氏が碗碗腔皮影戯および木偶戯であると断定し

たものを抜き出しておく。

碗碗腔皮影戯

祝家荘‥ 火焔山‥ 董家橋‥ 収五毒‥ 大変化

跑馬‥ 劫駕

（以上 7種は『孝義県志』では皮腔とする）

逼塵珠‥ 九蓮珠‥ 宝蓮珠‥ 忠孝図‥ 苦極図‥

紫霞宮‥ 虎賁山‥ 困淮南‥ 遊河南‥ 九華山‥

黒風山‥ 恩陽関‥ 景星光‥ 玄武楼‥ 紅灯記‥

桃花記‥ 白羊河‥ 桃山洞‥ 両世音‥ 大西漢‥

女忠孝‥ 双報恩‥ 十万廟‥ 観音堂‥ 五女興唐

卒花宮‥ 李能打老婆‥ 禿子尿床

（以上 28 種は『孝義県志』でも碗碗腔とする）

木偶戯

薬王巻‥ 蟠桃会‥ 遊宮‥ 通天河‥ 火焔山‥

三打白骨精‥ 八戒下凡‥ 八戒過海‥ 嫦娥奔月

（なお後四者は解放後の作）

碗碗腔皮影戯では『孝義県志』所載皮腔 35 種・碗碗腔 61 種

の中から 35 種、木偶戯は同じく 10 種のうち 9種という結果で

あった。また、碗碗腔皮影戯の演目には、上に見えない三国演

義や薛家将、および楊家将などの関連演目や、また皮腔皮影戯

で行われるとされた『西遊記』『封神演義』などもあるという

ことであった（特に後者は六十八本の長大なテキストを上演す
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るのだという）。なお解放後はご多分に漏れず、「封建的」「迷

信的」とされた演目は行われなくなっている。

また、影人の材料には黒牛の皮が最も好まれ、一つの戯班

には最低でも 250 個の頭と 150 個の身子、および幾つかの布景

（建物・家具・山水などの舞台背景）が必要であるという [注 19]。

上演に際しては、解放前は「写頭」なるものが戯班と観衆＝

契約者との間に入って上演の手配などを行ったという。いわゆ

る「経紀人」に相当するのだろうが、連想されるような「黒社

会」との関係はないということだった。上演費用は現金か物品

で支払われたが、後者によることが多かったという。博物館に

所蔵されている旧時戯班で用いられた「合同」とよばれる契約

文書には、油や茶葉など様々な項目が立てられているが、これ

はそれらが契約時に費用に充てられることを表している [注 20]。

また解放前は、碗碗腔皮影戯芸人の職業神、いわゆる「祖

師爺」として、「苗荘王」が祀られたという。現在、博物館の

敷地内に移築されている旧時の皮影戯戯台でも、後台に苗荘王

注 19	なお、博物館で所蔵する影人
を見せてもらったところ、皮
腔皮影戯で用いられる影人は
碗碗腔皮影戯と異なり、頭部
と身体が一体で、それぞれが
一定の登場人物に特化したも
のとなっていた。したがって、
ここで梁全民氏が言っている
のも、碗碗腔戯班における状
況であると思われる。

を祀った霊牌が供えられている‥（写真参

照）。なお皮腔皮影戯の祖師爺は黄竜真

人、木偶戯は陳平、人戯である梆子戯は

老郎神（一般に唐の玄宗とされる）であ

るとされる。苗荘王については、博物館

の展示室内にある解説文「碗碗腔皮影戯

祖師爺苗荘王」では以下の様になってい

る。

興隆国の苗荘王には、金蓮・玉

翠・妙善の三人の姫がいた。苗荘

王は妙善に婿をとらせ国政を司ら

せようとしたが、妙善は仏教を好

み、観音菩薩の導きによって香山

寺で出家し、尼となった。その後、

妙善は病気となった苗荘王のため

に眼と手を切断して薬を作ってこ

苗荘王の霊牌

注 20‥千田大介「山西皮影戯研究の
現状と課題」の「合同」の写
真（73 頁）を参照。
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れを救った。そこで苗荘王は妙善を千手千眼菩薩に封じ、

誕生日である２月 19 日に国を挙げて祀ることにしたほ

か、家臣の段標に命じ紙で妙善の人形を作らせ、幻灯に

照らして娘を偲んだ。さらに苗荘王はこれに飽きたらず、

妙善の出家の経過を物語にして、影人を作り段標に国中

で上演させた。これが皮影戯の始まりであり、上演した

内容は『三皇姑出家』または『大香山』と呼ばれる。こ

のため芸人たちは苗荘王を祖師爺として祀っている。

一見して明らかな様にいわゆる香山観音故事に基づいており、

また後半は唐の玄宗が楊貴妃を追慕するため影人による上演を

行ったという皮影戯起源説話が流用されている（なお、苗荘王

は『香山宝巻』や『南海観世音菩薩出身修行伝』などのテキス

トではふつう「妙荘王」と表記される）。苗荘王を祖師爺とす

ることは山西省南部でも行われており [注 21]、また陝西省華陰県

皮影戯や北京西派皮影戯などが観音を祖師爺としていることと

の関連も推測される。

7. おわりに

インタビューの後、「孝義市木偶碗碗腔専場文芸晩会」に参

加し、現在劇団で常演される木偶戯演目や、皮腔の吹唱による

「輝煌孝義」を鑑賞し、また翌日には博物館で梁全民氏および

劇団員による碗碗腔皮影戯『収五毒』や木偶戯『走雪山』の上

演を鑑賞した。この二度の観劇によって、孝義の皮腔、碗碗腔、

木偶戯それぞれについて、実際の上演状況を把握することがで

きた。またいずれも後台の見学を許され、人形の操作方法や楽

器演奏などについても実際に見ることができた。ちなみに梁全

民氏は、既に引退して久しく、喉も壊しているということだっ

たが、その上演は大変すばらしいもので、参加メンバーは一様

に感銘を受けたものである。

さて、今回のインタビューによって、梁全民氏の経歴を主軸

に、解放前から現在に至る山西中部の皮影戯および木偶戯の状

況について、先行する幾つかの資料についての誤りを訂正しつ

注 21‥墨遺萍『蒲劇史魂』（山西省
文化局戯劇工作研究室、1981
年）21 ～ 22 頁参照。なお、
墨遺萍は妙荘王について、郭
郎、唐玄宗、呂洞賓などに同
定を試みつつ、結局は不明で
あるとしている。
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つ、その概観を得ることができた。これによって、山西中部の

都市および農村における巡回上演という形態を基礎とする当地

区の皮影戯が、共産党による社会主義思想の宣伝および統制と

いう観点からの組織化、またこれと密接な関係にある木偶戯化

および人戯化、さらに文革期の休止を経て復興を見ながらもそ

の後直面しつつある新時代への対応など、幾つかの方向性の中

で、演目や上演形態などを変化させながら展開していった状況

を了解することができるであろう。

今後の課題としては、以下の二点が挙げられる。まず第一に、

今回行った梁全民氏へのインタビューや山西省戯劇研究所所蔵

資料調査によって概略を知ることができた皮影戯や木偶戯の

個々の演目について、上演台本に即したより詳細な研究が必要

となろう。影巻については、山西省戯劇研究所と孝義皮影木偶

芸術博物館が共同整理を進めていて、間もなく『山西地方戯曲

匯編・皮影戯巻』として出版されるとのことであり、研究を進

める条件が整いつつある。また次に、山西南部や陝西東部など、

隣接する地域の皮影戯についてもさらに調査を行う必要がある。

その結果を従来の北京皮影戯や唐山皮影戯などについての研究

成果と合わせることで、それぞれの地域的偏差や普遍的特色な

どを析出し、中国の皮影戯が通俗文学史および芸能史の上で果

たした作用について、

明らかにすることが

可能となろう。
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山西省戯劇研究所所蔵

皮影戯劇本目録稿

千田　大介

はじめに

2002 年度夏期山西省現地調査では、太原市内に位置する山

西省戯劇研究所を、8月 19 日と 24 日の二度にわたって訪問し

た。目的は、現地研究者との研究交流をはかることと、同研究

所に収蔵される地方劇関連文献資料を閲覧することにあった。

山西省戯劇研究所は、筆者が前年に行った予備調査で訪問し、

研究協力関係を築いていたが、短時間の訪問であったため、文

献資料を閲覧することはできなかった。

訪問には、氷上・山下・戸部・千田が参加した。19 日には

李運啓所長をはじめとする同研究所の主要メンバーと懇談し、

同研究所についての説明を受けるとともに、地方劇の上演や文

献資料の整理工作について話を伺い、今後の共同研究の可能性

について話し合った。

24 日の訪問では、同研究所の資料室に収蔵される山西省の

伝統地方戯の台本資料を閲覧し、また同所に所蔵される山西省

中部の晋中皮影戯、同南部の晋南皮影戯の台本の目録を作成し

た。

それらの台本の大半は研究所員による手抄本であり、管理上

は档案として扱われるため、中華人民共和国国家档案法の制限

を受ける。そのため、表紙の撮影や内容の閲覧・メモは認めら

れたが、内容の複写はできなかった。

目録

以下は同研究所に収蔵される山西皮影戯台本の目録である。

今次の調査は、山西省戯劇研究所側の夏休み時期と重なって
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劇種 題目 口述者・来源 記録者 重抄者 日時
孝義皮腔 板沙亭 温世宏 董鑑承 孫愛華 1983/3
孝義皮腔 五岳図 李正有 李宏 1962/6/7
孝義皮腔 対金鞭 李正有 董鑑承 孫愛華 1983/3
孝義皮腔 青龍関 李正有 李宏 1962/6/21
孝義皮腔 五鼠鬧東京 李正有 李宏 1962
孝義皮腔 鎖陽関 李正有 李宏 1962/6
孝義皮腔 火焼琵琶 李正有 董鑑承 王林金 1983/3
孝義皮腔 汜水関 李正有 董鑑承 劉玉香 1983/5
孝義皮腔 窃降書 李正有 董鑑承 劉玉香 1983/7
孝義皮腔 五嶽図 李正有 董鑑承 孫愛華 1983/3
孝義皮腔 鬧朝歌 李正有 董鑑承 孫愛華 1983/2
孝義皮腔 佳夢関 李正有 董鑑承 孫愛華 1983/6
孝義皮腔 澠池県 李正有 董鑑承 孫愛華 1983/6
孝義皮腔 炮烙柱 李正有 董鑑承 王林金 1983/3
孝義皮腔 文王逃関 李正有 董鑑承 王林金 1983/4
孝義皮腔 斬殷洪 李正有 董鑑承 王林金 1983/5
孝義皮腔 黄河陣 李正有 董鑑承 劉玉香 1983/5
孝義皮腔 凍岐山 李正有 董鑑承 劉玉香 1983/6
孝義皮腔 社稷図 李正有 董鑑承 王翠蓮 1983/5
孝義皮腔 摘心楼 李正有 董鑑承 王林金 1983/7
孝義皮腔 攅心釘 李正有 董鑑承 王林金 1983/7
孝義皮腔 森羅陣 李正有 董鑑承 王翠蓮 1983/5
孝義皮腔 五賢牌 李正有 董鑑承 劉玉香 1983/7
孝義皮腔 八仙鬧東海 李正有 董鑑承 王林金 1983/4
孝義皮腔 青龍関 郝如山 董鑑承 王翠蓮 1983/5
孝義皮腔 朱仙陣 郝如山 董鑑承 孫愛華 1983/3
孝義皮腔 火焼西岐 郝如山 李文 孫愛華 1983/3
孝義皮腔 十絶陣 郝如山 董鑑承 王林金 1983/5
孝義皮腔 斬侯虎 郝如山 董鑑承 王林金 1983/5
孝義皮腔 九龍柱 郝如山 董鑑承 王林金 1983/7
孝義皮腔 紂王降香 郝如山 董鑑承 王林金 1983/7
孝義皮腔 訪賢 郝如山 董鑑承 王翠蓮 1983/5
孝義皮腔 上崑崙
孝義皮腔 対金鞭
孝義皮腔 碧遊宮（賈門関） 1962/12/10
孝義皮腔 破六陣
孝義皮影 斬黄袍
孝義碗碗腔 金玉釵 穆銀根 董鑑承 王義 1984/9
孝義碗碗腔 九龍冠 穆銀根 董鑑承 王義 1984/8
孝義碗碗腔 白洋河 温世宏 董鑑承 王翠蓮 1983/3
孝義碗碗腔 九連珠 温世宏 董鑑承 王翠蓮 1983/5
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孝義碗碗腔 景星関 温世宏 董鑑承 劉玉香 1983/3
孝義碗碗腔 紅燈計 温世宏 董鑑承 劉玉香 1983/3
孝義碗碗腔 二征北海（観音堂） 温世宏 董鑑承 王林金 1983/7
孝義碗碗腔 困淮南 温世宏 董鑑承 劉玉香 1983/3
孝義碗碗腔 九華山 温世宏 董鑑承 孫愛華 1983/5
孝義碗碗腔 恩陽関 温世宏 董鑑承 王翠蓮 1983/3
孝義碗碗腔 清蓮帕 温世宏 董鑑承 劉玉香 1983/5
孝義碗碗腔 両世音 温世宏 董鑑承 王林金 1983/6
孝義碗碗腔 女忠孝 温世宏 董鑑承 王林金 1983/6
孝義碗碗腔 三堂会審 温世宏 董鑑承 孫愛華 1983/6
孝義碗碗腔 逼塵珠 温世宏 董鑑承 劉玉香 1983/7
孝義碗碗腔 串龍珠 温世宏 董鑑承 劉玉香 1983/7
孝義碗碗腔 十王廟 温世宏 董鑑承 王翠蓮 1983/3
孝義碗碗腔 三首案 王五保 董鑑承 王義 1984/8
孝義碗碗腔 陰陽差 王五保 董鑑承 王義 1984/8
孝義碗碗腔 逼親 賀恩成 董鑑承 王義 1984/9
孝義碗碗腔 大苦節図（連三本） 焦亮妙 董鑑承 孫愛華 1983/1
孝義碗碗腔 龍鳳凰 焦亮妙 董鑑承 王翠蓮 1983/5
孝義碗碗腔 華柳林 焦亮妙 董鑑承 王翠蓮 1983/3
孝義碗碗腔 玉蓮花 焦亮妙 董鑑承 王義 1984/9
孝義碗碗腔 遊河南 李忠孝 董鑑承 劉玉香 1983/5
孝義碗碗腔 桃山洞 李忠孝 董鑑承 劉玉香 1983/5
孝義碗碗腔 玄武楼 李忠孝 董鑑承 劉玉香 1983/3
孝義碗碗腔 二龍山 李忠孝 董鑑承 劉玉香 1983/5
孝義碗碗腔 香鈴串 李忠孝 董鑑承 孫愛華 1983/5
孝義碗碗腔 大西漢 温世宏 董鑑承 王林金 1983/3
孝義碗碗腔 双桂英 焦亮妙 董鑑承 孫愛華 1983/3
孝義碗碗腔 琅玕琚

孝良巻 馮慶栄
乞賢居 馮慶栄
泗陽関 山西省戯研室 1981/9
荊紫関 山西省戯研室 1981/9

晋南碗碗腔 五女興唐（第一～四本） 晋南蒲劇院
晋南碗碗腔 困淮南 臨汾蒲劇院存本
晋南碗碗腔 還陽伝 臨汾蒲劇院存本
晋南碗碗腔 錯報親 臨汾蒲劇院存本

昭君出塞
莽当山
柳窰（壱本）
清素菴
白玉鈿
紫霞宮（前本）
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玉燕釵
泰山廟
節義楼
売詩文
八戒招親
火雲洞
四姐下凡
忠孝図
金碗釵
抱靈牌
建修五台 1960/5/23
観音堂
鬧天宮
反金寺

しまい、わずか半日足らずしか文献調査時間が得られなかった。

このため、目録作成作業においては、全ての皮影戯台本を閲覧

室に持ち出し、それらの表紙をデジタルカメラで撮影、帰国後

その画像に基づきデータを取るという方法を採用した。

しかし、撮影者および機材の問題から不鮮明な画像が含まれ

てしまったため、一部の台本については目録の文字が正しい

のかいささか不安が残る。また、一部の台本は表紙への情報の

記入が十全ではなく、詳細に内容を調査しないとどの地域の皮

影戯の台本であるか確定できない。整理番号についても、別途、

同研究所図書室の手書き目録と付き合わせる作業が必要となる。

そこで、以上の目録は暫定稿とし、不足情報の補完は今後の

調査に期したい。

収蔵の傾向

山西省戯劇研究所に所蔵される皮影戯台本は、一見してわか

るように、孝義皮影戯のものが大半を占める。とりわけ、孝義

皮腔皮影戯の主要レパートリーである『封神演義』故事が一通

りそろっていることは特筆に値しよう。

口述者のうち、李正有および郝如山は玉清園出身の皮腔皮影

戯の芸人である（『孝義県志』）。温世宏・馮慶栄・穆銀根・焦

亮妙・李忠孝・王五保らは、手元の文献資料には見えない。
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孝義皮影戯台本資料のうち、1983 ～ 84 年にかけて重抄され

たものには、いずれも「198x 年 x 月于呂梁」と記されている

ので、呂梁地区に属する孝義において、現地機関が口述筆記し

た台本を同研究所が重ねて書き写したものと思われる。具体的

な経緯については、今後、戯劇研究所および孝義にて確認する

必要があろう。

おわりに

同研究所には山西にあまたある地方戯の台本資料が 梆子腔

系を中心に大量に収蔵されている。『山西地方戯曲匯編』に整

理・収録されているものもあるが、大半は未整理の抄本として

保存されている。

それらは、地方劇の形成・伝播研究の一級資料であるのみな

らず、たとえば皮影戯台本と同地域で演じられた人戯台本と

の比較分析など、さまざまな研究の可能性を秘めている。今後、

同研究所収蔵資料の全貌を明らかにするとともに、戯曲・通俗

文学研究などの方面から山西地方劇の文化史的性質を明らかに

していきたい。

補

同研究所では、現在、所蔵資料のオンラインデータベースを

構築中である。完成の暁には、山西地方劇の文献・博物資料へ

のアクセシビリティが大いに向上するものと期待される。

また、2005 年初頭、同研究所より『山西省戯曲彙編』皮影

戯・木偶戯巻が刊行された。その目録を以下に掲げる。

1.《大西漢》（皮影戯）温世宏口述　董鑑承抄録

2.《桃山洞》（紗影戯　碗碗腔）李忠孝口述　董鑑承抄録

3.《火焼西岐》（紙影戯　皮腔）郝如山口述　曹文抄録

4.《困淮南》（紗影戯　碗碗腔）温世宏口述　董鑑承抄録

5.《炮烙柱》（紙影戯　皮腔）李正有口述　董鑑承抄録

6.《三首案》（紗影戯　碗碗腔）王五保口述　董鑑承抄録

7.《青龍関》（紙影戯　皮腔）郝如山口述　曹文抄録
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8.《逼塵珠》（紗影戯　碗碗腔）温世宏口述　董鑑承抄録

9.《摘星楼》（紙影戯　皮腔）李正有口述　董鑑承抄録

10.《百梁殿》（皮影戯）那忠漢蔵本　田春生、王毅峰抄録

11.《社稷図》（紙影戯　皮腔）李正有口述　董鑑承抄録

12.《文王逃関》（紙影戯　皮腔）李正有口述　董鑑承抄録
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2004 年度新収皮影影巻目録

陝西省礼泉県弦板腔皮影および

華県碗碗腔皮影

山下　一夫

1. 解説

中国都市芸能研究会では、中国各地の皮影戯の演目資料を保

存し、またこれを研究・分析するため、様々な皮影戯台本の

収集・整理作業を行っている。これまでにも冀東、湖南、北京

西派などの影巻を収集してきた。2004 年度夏期に行った現地

調査では、陝西省礼泉県を中心に行われている弦板腔皮影戯と、

華県を中心に行われている陝西東路碗碗腔皮影戯の影巻（台

本）を収集することができた。以下に掲げるのはその目録であ

る。

タイトルはいずれも書皮所載のものによっている。中には明

らかな誤字と思われるものもあるが、特に変更は加えていない。

なおこれらの影巻は、整理研究の後、慶應義塾大学メディアセ

ンターに寄贈・公開する予定である。

2. 礼泉弦板腔皮影影巻目録

以下に掲げる礼泉弦板腔皮影の影巻は、インフォーマントと

して協力して頂いた老芸人の劉璟氏の旧蔵になるものである。

いずれも劉璟氏自身を始めとして、任天福、程淩月、程付坤、

程徳恆、劉継鑫、王清一といった劇団の関係者と思われる人物

によって抄写された写本であり、『青化塬』が三冊となってい

る以外はすべて一冊本である。うち、『薛家三上墳』に 1963 年

の記年があるのを除けば、他は任天福氏抄本がいずれも 1978

年と記されているなど、ほとんどが文化大革命終結後に抄写

されたものとなっている。サイズについては 22cm× 23cmの
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ものと、19.5cm × 27.5cm のものに大別される。印象では前者

が比較的抄写年が古く、また後者は劉璟氏の抄写分が中心だが、

他にも数件の台本がこれに従っている。

礼泉県弦板腔については調査報告や映像資料などの資料が少

ない上、現在では劉璟氏の劇団しか残っていないに等しい状況

にある。その点で、氏のいわば劇団一つ分の所蔵影巻は、弦板

腔皮影の上演演目について研究する基礎的資料となり、これを

分析することによって、陝西の他地域の皮影戯や人戯などとの

比較研究へと進むことができるものと思われる。

（1）劉璟氏抄写本

張奎破免池‥ 火焼葫蘆峪‥ 高西伐魯‥ 三顧茅廬

西涼与馬超‥ 夜明珠‥ 倒鴛鴦‥ 食盒換子

鍘懐英‥ 取四郡‥ 宛城与張秀‥ 北平借将

瓦橋関‥ 白宮‥ 蝴蝶杯‥ 富貴図

佘堂関‥ 鍘趙王‥ 雲河‥ 烏雲駝

九龍

（2）任天福氏抄写本

女将‥ 四花‥ 用水‥ 冷川

（3）程淩月氏抄写本

進風駒・蘇龍篡位‥ 釵‥ 衫

（4）程付坤氏抄写本

迅雷駒‥ 木門道

（5）張氏抄写本

西成‥ 汴京赴晏

（6）程徳恆氏抄写本

梓桑関

（7）劉継鑫氏抄写本

苦肉計

（8）王清一氏抄写本

青化塬（三冊）

（9）羅氏抄写本

五牛分屍
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（10）抄写者不明本

君臣夢‥ 馬跳潭溪‥ 蜜蜂‥ 両狼山

火焼連営‥ 鳳儀亭‥ 火牛計‥ 追風駒

老爺出五関‥ 四花玩灯‥ 薛家三上墳‥ 松

鞭打至禁門‥ 騰霄足‥ 菊蓮帕

その他タイトル不明四種

3. 華県碗碗腔皮影影巻目録

以下に掲げる華県碗碗腔皮影の影巻は、華県呂家塬村の劉建

平氏を通じて購入したものである。いずれも一冊本で、当該

地の皮影芸人が使用あるいは所蔵していたものだという。サ

イズについては 22cm× 23cmのもの、19cm× 27.5cm のもの、

18.2cm × 25.7cm の三種類があり、前二者は礼泉県弦板腔皮影

の影巻でも行われていたもので、また後者は要するに B5 サイ

ズのノートに書かれたものである。抄写者として魏穏処、劉華

民、鄭金瑞、毛禄有、劉趕年、陳書京、曹友民といった名前が

見え、華県皮影団などの印章が認められるものもある。抄写

年は多くが 1978 年から 1984 年に集中しており、文化大革命終

結後の皮影戯復興の際に作成されたことが伺われるが、中には

『霓皮傳』のように 1995 年と比較的近年になってからのもの

も見受けられる。華県の碗碗腔については調査報告や映像資料

なども幾つか出版されており、陝西省の皮影戯の中では比較的

検討材料が豊富である。今後それらと影巻テキストとの比較検

討を進めることで、上演演目の詳細な検討が可能になると思わ

れる。

（1）魏穏処氏抄本

雙鳳釵哭樓‥ 蛟龍駒‥ 玉鳳釵‥ 白玉樓掛畫

兵火拉傘‥ 遊河南‥ 霓逼緣‥ 玩瓊花

白玉鈿‥ 香蓮珮‥ 五鳳山‥ 香山還願

會風扇‥ 紅燈記

（2）劉華民氏抄本

漢家莊‥ 金碗釵‥ 繡龍跑‥ 秦英征西

桑林寄子‥ 白鹿塬‥ 楊龍開弓‥ 四聖歸天
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寶蓮燈‥ 金沙灘‥ 王禪臥冰‥ 鴛鴦被

竹林會‥ 燕王吊孝‥ 斬單童‥ 孝廉卷

（3）鄭金瑞氏抄本

梅花簪‥ 龍鳳環‥ 虎逼緣‥ 周仁回府

（4）毛禄有氏抄本

柳河川‥ 鴛鴦樓

（5）劉趕年氏抄本

博浪沙‥ 全家福

（6）陳書京氏抄本

無瑕碧‥ 燕王吊孝

（7）相百鎖氏抄本

槐蔭媒

（8）曹友民氏抄本

全家福

（9）抄写者不明本

劉高代箭‥ 二度梅‥ 霓皮傳‥ 金水河

李元觀表‥ 百花瓶

その他タイトル不明三種
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2002 年度山西・江蘇・湖北等 

寺廟調査報告

二階堂　善弘

1. 調査地域及び日程

筆者は 2002 年度において、夏季（2002 年 8 月 18 日から 8

月 26 日まで）に山西省及び北京市、また冬季（2003 年 2 月 22

日から 3月 7日まで）に江蘇省・湖北省及び上海市において、

幾つかの寺廟の調査を行った。ただ、冬季調査は茨城大学の短

期留学引率の仕事が中心であり、また交通や天候事情の影響も

あって、不十分なものとならざるを得なかった。しかし限られ

た時間の中で、可能なかぎり各寺廟の信仰事情や神像の祭祀の

状況について調査することに努めた。なお、訪れることのでき

た寺廟は以下の通りである。

◦夏季

純陽宮（山西省太原市内）

双塔寺（山西省太原市内）

晋祠（山西省太原付近）

五台山諸寺（山西省五台山）

清虚観（山西省平遥）

平遥城隍廟（山西省平遥）

北京白雲観（北京市内）

◦冬季

上海白雲観（上海市内）

上海城隍廟（上海市内）

玄妙観（江蘇省蘇州市内）

寒山寺（江蘇省蘇州市内）
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武当山諸宮観（湖北省武当山）

長春観（湖北省武漢市内）

このうち、五台山と武当山には十数箇所以上の寺廟が含まれ

ている。調査できたのはそのうち主要な幾つかの寺廟のみにと

どまった。

また多くの寺院や道観において、僧侶や道士による宗教儀礼

を目睹することができた。これは庶民層において、宗教的な祭

祀を行うことが復活しており、それがすでに日常化しているこ

とを示すものと思われる。さらに五台山や武当山などの大規模

な寺廟群では観光地化が進み、宗教施設とは異なった性格が非

常に強くなっている。

2. 各廟の概観

ここでは、今回訪ねた幾つかの寺廟のうち、五台山や武当山

などの山間部に位置するものは除き、特に都市部または都市近

郊に存在するものを採りあげ、その歴史的経緯や特色について

探ってみたい。

a) 純陽宮と晋祠

ともに山西の太原付近にある古廟である。

純陽宮はその名の通り、呂純陽（呂洞賓）を祀った道観であ

る。太原市の中心部に位置する。もっとも、現在ここは山西省

博物館になっており、宗教施設としての性格は薄くなっている。
純陽宮前の牌楼

注 1‥ ここでは山西省博物館編『純
陽宮』（山西省博物館）を参
照した。

道教関連の文物も陳列してはいるが、収

蔵品の多くは青銅器や陶磁器や仏像など

であり、やや建物にそぐわない印象があ

る。

さて、山西はそもそも呂洞賓の出身地

とされており、その祠廟も数多く存在す

る。この純陽宮の正確な創建年代は不明

であるが、元代には丘処機の弟子である

宋徳芳がこの道観を主持したという。現

在の建築物の多くは、明から清にかけて
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のものであり、記録によれば、明の万

暦二十五（1579）年に、この地の藩王

であった朱新揚と朱邦祚が建てたもの

が、いま見られる純陽宮の基になって

いるとされる。その後、清の乾隆年間

にも大きく改築された [注 1]。

面積は広くないものの、呂洞賓を主

尊に祀る呂祖殿などは宏壮な趣きがあ

る。また後殿の楼閣建築の複雑な構造

に見どころがある。門の前部の小高い

純陽宮後部の楼閣

注 2‥ 太原市晋祠博物館編『晋祠諸
神』（山西人民出版社・2001
年）参照。

聖母殿

亭には、関帝が赤兎馬に跨り、刀を手にした像が置かれている。

晋祠は太原からは二十五キロほど離れたところにある。ここ

には古来、「晋王祠」という唐叔虞を祀った廟があった。後に

道教の廟や仏教寺院が併置され、いわば儒道仏が融合した宗教

施設となっていった [注 2]。

晋祠で最も著名であるのは、北宋の天聖年間に作られたとい

う聖母殿である。ここには唐叔虞の母である邑姜を祀る。修復

されているものの、柱や塑像を中心としてかなり北宋のものを

残しており、貴重な古建築である。

この他、晋祠の北部には、文昌宮（文昌帝君）・東嶽祠（東

嶽大帝）・関帝廟・三清祠（元始天尊・霊宝天尊・太上老君）・

唐叔祠（唐叔虞）や呂祖閣（呂洞賓）などがある。また聖母

殿の後面には魯班を祀る殿がある。これらの殿宇の設立年代は

様々であるが、塑像の中には明代のも

のが多く見られた。

b) 清虚観と平遥城隍廟

平遥は城壁に囲まれた街全体が明清

期の遺構を残すものであり、至る所に

古建築を存する。寺廟では清虚観と城

隍廟が有名である。

清虚観も現在は平遥県博物館となっ

ており、宗教施設としての役割はほと

んど無い。その淵源は、唐の高宗の頃



10�‥ 近代北方中国の芸能に関する総合的研究

の建になる太平観であるという。山門

より入り、龍虎殿・三清殿・純陽宮と連

なっている。龍虎殿の巨大な青龍・白虎

像が有名である。

平遥城隍廟は城隍神を祀る。その淵

源は北宋年間にあるとされるが、明の

嘉靖三十三（1554）年及び清の咸豊九

（1859）年に大火に遭い、大規模な修復

を経ているという [注 3]。

建物は正殿の他、六曹府・鍾馗殿・土
清虚観

注 3‥ 董培良『平遙城隍廟』（山西
経済出版社・2001 年）1頁。

城隍廟本殿

地府・竈神廟・財神廟などがある。冥界神たる城隍の性格を反

映し、地獄の判官である六曹や鍾馗なども祀るのが特徴的であ

る。ここではまた地獄の恐ろしい裁判の

様子を描いた像が幾つも存在する。さら

に土地府には、平遥付近を管轄する土地

神を集めており、四十体ほどの像が祭祀

されている。財神廟には比干や関帝や趙

公明などの財神を祀る。城隍廟には古い

戯台を有することでも有名である。

c) 玄妙観

蘇州の繁華街の中心に位置し、広大

な面積を持つ道観である。その淵源は

東晋時の「真慶道院」とされる。唐代には「開元宮」、宋代に

は「天慶観」として、幾多の改建を経

ている。元の成宗の時に「玄妙観」と改

称されたものの、明の洪武年間にはさら

に「正一叢林」とされ、明の嘉靖十六年

（1537）に再び重修されて名称も玄妙観

に戻る。ほとんどの廟宇は明清期に度

重なる改築を蒙っており、兵乱や災害の

ために荒廃していた時期もあった。1980

年代に大規模な改築が行われ、現在の姿

となっている [注 4]。

玄妙観前殿
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殿宇は、三清殿・雷祖殿・財神殿・

文昌殿などの各殿がある。このうち中

心となる建物は三清殿である。三清

殿には元始天尊・霊宝天尊・太上老君

の三清を中心に祀り、玉皇上帝や皇

土地祇などを併祀する。三清の脇には、

鄧・辛・張・陶・龐・劉・苟・畢・

岳・温・殷・朱の十二天君の像が置か

れ、後部には六十太歳の像が置かれて

いる。また三清殿の脇にある無字碑は

著名なものである。

注 4	 趙亮等『蘇州道教史略』（華
文出版社・1994 年）125 ～
133 頁。

玄妙観三清殿

注 5	 張九賦『長春観』（武漢出版
社・2001 年）2～ 5頁。

長春観太清殿

雷祖殿は、本来は九天雷声普化天尊を祀る殿である。ただ現

在は前方に椅子を並べ、儀礼を行う祭祀の道場として使用して

いるようであった。財神殿には趙公明などの財神を祀る。

d) 長春観

長春観は武昌の東門に位置し、全真教の十方叢林として著名

な道観である。その創建は元代であるとされる。西側には有名

な黄鶴楼がある。現在の建物は清の同治三（1864）年に再建さ

れたもので、これもかなり改築を経ている。建築は、正面から

王霊官を祀る霊官殿、太上老君を祀る太清殿、全真七子を祀る

七真殿が並んでいる。また呂祖殿には呂洞賓を祭祀し、後ろに

は三皇殿があり、伏羲・神農・軒轅の三皇を祭る [注 5]。

3. 元帥神像について

今回の調査で特に注意したのは、各

廟に祭祀される「元帥神」の像につい

てであった。元帥神は宋から明代に信

仰が盛んになった神格である。北宋に

おいて雷法が興起し、それとともに元

帥神が道教信仰において重要な地位を

占めるに至った。元帥はまた「天君」

とも称され、その多くは武勇の神であ

る。
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現在関帝として祭られる関羽も、元来は関元帥として、四大

元帥の一角を占めるものであった。また財神として有名な趙公

明も、趙元帥として元帥神の一つとして著名であった。また王

霊官は、現在全真教系の道観において霊官殿に必ずといってよ

いほど祭祀される神であるが、これも元帥神の一種である。

このように、元帥神のうち幾つかは、後世それぞれ別の性格

を持つ神として発展を遂げ、単一に祀られることが増えていっ

た。一方でそれ以外の元帥神については、現在でも儀礼面では

重視されることがあるものの、一般的な廟宇では祭祀されなく

なったものが多い。特に諸元帥を数体から十数体をまとめて祭

祀することが行われにくくなっている。むろん、現在新しく造

られている香港や台湾の廟において四大元帥像を祭祀すること

もよく見られるが、その大半は伝統的な元帥の形象とは異なっ

たものとなっている。

明代の元帥神像、或いはその伝統的な形象を引き継いだ元帥

神の像は現在ではかなり少なくなっており、元明期の神信仰の

研究において非常に重要なものである。ここでは今回の調査に

おいて目睹しえた像について些か言及してみたい。

蘇州玄妙観の三清殿にある元帥神像は、十二天君像と呼ばれ、

おそらく再建されたものと思われるが、よく伝統的な形象を残

⇦ 殷元帥

馬元帥 ⇨
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している。祭祀されているのは、鄧・辛・張・陶・龐・劉・

苟・畢・岳・温・殷・朱の十二元帥である。鄧天君や辛天君な

ど、ここでは特に雷部に属する元帥を全面的に意識した配置と

なっていると考えられる。

平遥城隍廟においても、後殿の真武殿に真武大帝と四大元帥

が祀られている。四大元帥の人員は時代や廟によって異なるが、

元明における一般的な配置は温元帥（温瓊）・関元帥（関羽）・

⇦ 王霊官

趙元帥 ⇨

⇦ 岳元帥

温元帥 ⇨
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注6	『絵図三教源流捜神大全』（上
海古籍出版社・1990 年）222
頁。

馬元帥（馬勝）・趙元帥（趙公明）の四神であった。武当山の

諸宮観ではこの組み合わせがしばしば行われる。しかし平遥城

隍廟では、温・馬・趙元帥の三元帥については一致するものの、

関元帥が抜けて代わりに岳元帥が入っている。これは関元帥が

関帝として独立して祭祀されるようになったため、それに伴っ

て起こった現象であると考えられる。現在台湾の廟などでは、

関元帥の代わりに康元帥を入れることが多い。

岳元帥は岳飛であるとされるが、その由来については不明な

点も多い。忠義で有名な神であることから、関元帥との入れ替

えは容易であったと考えられる。先に見たように、玄妙観にも

岳元帥像を蔵する。

上海白雲観に蔵する元帥神像は、明代の塑像であると伝えら

れる。蔵されているのは、趙元帥・殷元帥・馬元帥・王霊官・

岳元帥・温元帥の像である。上海白雲観は、現在は全真系の道

観となっており、このような元帥神像を祭祀することには若干

の違和感を覚える。実はこれらの神像は南京の朝天宮に蔵され

ていたものであり、幾つかの経緯を経て、上海白雲観に配され

ることになったものである。その形象は、明代の元帥の形象を

よく保存しているとみられ、貴重なものである。

この中で殷元帥像は、手に鐘を持ち、首に髑髏を掛けている。

これは殷元帥が太歳神という疫病神であることからきている。

蘇州玄妙観の殷元帥像も全く同じ形象であった。この鐘を持ち、

髑髏を掛けるというのが伝統的な殷元帥の特色である。

馬元帥はまた華光大帝とも称される神である。手に金磚とい

う投擲用の武器を持つのが普通であるが、何故かこの上海白雲

観の像は明らかに書物を手にしている。

王霊官と趙元帥は鞭を持つことで有名であるが、この像も鞭

を手にしている。また趙元帥は黒虎に跨ることで知られている

が、この像もそうなっている。ただ、王霊官と趙元帥について

は、後世独立した神格として祭祀されることも多く、その形象

については大きな変化はない。

温元帥は狼牙棒と輪を持っている。『三教捜神大全』の図な

どを見ると、確かに温元帥は輪を持っている [注 6]。また一般的
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には温元帥に固有の武器は狼牙棒であるとされる。岳元帥は、

普通の槍を持つ。

この上海白雲観の元帥像は、温・馬・趙・岳元帥を四大元帥

として祭祀し、それに殷元帥と王霊官を加えたものなのか、或

いは他の元帥神像がさらにあったのかは不明である。関元帥が

おらず、岳元帥が入っているのは平遥の城隍廟と同じである。

こういった元帥神像の形象や組み合わせの差異と問題点につい

ては興味深いものがあるが、これについては今後の検討課題と

したい。
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2004 年度山西・北京

寺廟調査報告

二階堂　善弘

前言

2004 年 8 月 23 日～ 9月 4 日における中国への調査旅行にお

いて、その前半日程については山西省南部の廟宇を、後半にお

いては北京の若干の寺廟を訪れることができた。山西の解州の

地は、関帝の郷里とされ、関連の廟が多い。また壁画で有名な

永楽宮も近くに位置する。本報告では、これらの廟について若

干の報告を行いたい。

1. 二つの関帝廟―解州関帝廟・常平関帝廟

関帝は、関聖帝君の略であり、言うまでもなく三国の武将関

羽が神格化されたものである。その信仰は現在では儒教の孔子、

仏教の観音と比肩するほどであり、中華を代表する神と言える

ほど盛んなものである。顧炎武や趙翼などの文人が、中国全

土に普遍的な信仰を、やや行き過ぎたものと嘆いているが、現

在でもその状況はあまり変わらないと言えよう。現在でも「武
解州塩池 廟」「関帝廟」と呼ばれる廟は中国の全土

に存在し、シンガポールやマレーシア、は

たまた日本の横浜と神戸に見られるがごと

く、アジア一帯に広範囲にわたって存在し

ている。

その中でも、解州にある関帝廟は無数に

存在する廟の中でも一際異なった、特別な

存在である。何故なら解州は関帝の出身地

であり、そのためにこの廟こそが「祖廟」

と見なされるからである。関帝信仰のそも
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そもの源流は

この解州の土

地にある。関

帝信仰を知る

上では、洛陽

の関林と並ん

で最も重要な

廟であると考

えられる。

ところで、

解州の関帝廟は実は二箇所ある。一つは祖廟とされ、広大な規

模を持つ解州関帝廟、もう一つは関帝の家廟とされる常平関帝

廟である。双方の廟の位置はそれほど離れてはいない。さらに

解州には、関帝信仰に絡む有名な塩池がある。

鐘楼と鉄獅子

そもそも、六朝期から唐代までは関羽

を神として重んじた記録がほとんど無い。

僅かに隋代の天台智顗に絡んだ説話があ

るが、これも何時頃からの説話であるの

か判然としない。北宋代になってようや

く、関羽を神として扱う記録が現れるよ

うになる。その起点となるのが、張天師

の命によって塩池に害をなす蚩尤神を退

治するというものである。その説話が広

まってより、関羽は駆邪の神、すなわち

道教における元帥神として知られていく。

その後、崇寧真君、義勇武安王と位階を

上げ、明末には関聖帝君として祀られる

ことになった。

この解州関帝廟の創建年代は、伝承に

よれば隋の大業年間のことであるという
［注 1］。しかしこの年代はやや早すぎるき

らいがある。顔清祥氏の指摘によれば、

北宋の哲宗元祐七年に知州の張杲が修建

牌楼と午門

注 1‥『解州関帝廟』山西人民出版
社 2002 年、15 頁。
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したとの碑文が残されている。恐らく北

宋代には存在していたと見なしてよい。

しかし、解州の関帝廟がそれなりの規模

を擁するようになったのは、金から元に

かけて幾度かの重修を経てからのことと

思われる［注 2］。また現在見られる建物の

多くは清代に改築されたものである。

広大な面積を擁する廟の前には、まず

鐘楼と鼓楼が聳える。次に端門があるが、

これは明代の遺構とされる。端門の前に

は、擋衆と呼ばれる三本の鉄柱が交わっ

たものがある。また傍らには明の万暦年

間の造になる鉄の獅子が置かれている。

さらに中には、稚門と午門があり、そ

れらを抜けて本殿である崇寧殿に至る。

崇寧殿の前には御書楼があり、さらに奥

殿として、春秋楼がある。御書楼は康煕

帝の御書があるためにそう呼ばれる。康

煕四十二年の建になる。崇寧殿は関帝を

祀る本殿であり、康煕五十七年に建立さ

れた［注3］。ここには、青龍刀と印を配した刀楼と印楼がある。

常平関帝廟は、解州関帝廟よりそう遠くないところに位置す

る。伝承によれば、ここには関羽の故宅があったとされ、その

ために家廟と称される。

創建年代はこれも隋代と称するが、廟宇が営まれたのは金代

からであろう。但し、現在残る建築物のほとんどは清代のもの

である。

廟内の建築には、山門・儀門・崇寧殿・娘娘殿・聖祖殿など

がある。こちらも同じく関帝を祀る崇寧殿を本殿とする。ただ

全体の規模はそれほどのものではない。常平関帝廟では、関帝

の眷属などを祀ることが多い。聖祖殿には、関帝の祖とされる

関龍逢を祀り、また娘娘殿では関夫人を、さらにその両脇の太

子殿には子の関平と関興を祀る。

注 2	 顔清祥『関公全伝』台湾学生
書局 2002 年、260 頁及び 302
頁。

注 3	 前掲『解州関帝廟』、28 頁及
び 46 頁。

崇寧殿及び春秋園
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なおこの廟の前方に、現在数十メート

ルにわたる巨大な関帝像を造ろうとする

計画があるが、やや俗に過ぎるものにな

るかもしれない。

関帝の伝説とは別に、解州の塩池には

独自に神があった。現在でも塩池を一望

できる所に解州池神廟が残っている。す

なわち塩池神を祀る。

かなり規模の大きい廟であるが、前方

は派出所になっており、また訪れる者も

少ない廟であった。しかしその来歴からすれば、関帝廟に劣

らず古く、唐代から祭祀されていたものである。その格式も高

かったようで、『元史』成宗本紀によれば、媽祖神や伍子胥神

と並んで、この解州塩池神が封じられており、「広済」との号

が与えられている。

2. 元代壁画―永楽宮

永楽宮は、元の名を純陽万寿宮といい、全真系の道観である。

その創建は元の憲宗の時代であるが、その後は信仰が衰え、存

在が忘れられていた。1950 年代になって、三門峽ダムの建設

に伴う調査によってその価値が明らかになり、ダムによる水没

を避けて芮県の北に移築されることになった［注4］。

広大な面積を持ち、山門・龍虎殿・三清殿・純陽殿・重陽殿

常平関帝廟

解州池神廟
などの建築がある。建築もさることなが

ら、殿宇内に描かれた壁画は、古今無比

と言えるほどの価値を有するものである。

特に三清殿の壁面に描かれる道教神の

パンテオンは重要である。南極長生大

帝・太乙救苦天尊・三十二天帝君・二十

八宿・北極紫微大帝・北極四聖などの姿

は、宋元代の道教経典の記載と一致する

ものが多い。

元から明末にかけて、道教の神々はそ

注 4	 舒恩編『永楽宮』山西人民出
版社 2002 年、1～ 2頁。
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の姿を大きく変えていったが、ここに

は元代の神体系がそのまま残されている。

これは後世と異なるものも多い。例えば、

五星のうち金星は、後世では『西遊記』

に登場する太白金星のごとく、白髪の

老人と想定されることが多い。しかし永

楽宮三清殿の五星のうち、水星と金星は

女性の姿で描かれる。金星を司る神につ

いては、西洋ではイシュタル神やヴィナ

ス神などの女性神とみなすことが多いが、

永楽宮に描かれる金星像はむしろそちら
永楽宮純陽殿

に近い。また雷公などの姿もやや異なっている。いずれにせよ、

大変貴重なものである。

3. 北京寺廟散見	

―火神廟・碧霞元君廟・八大処・白雲観など

北京においては、かつての寺廟がどんどん復興しつつあり、

また幾つかの寺廟では拡建が行われている状況にある。

まず火神廟である。かつて北京では花市の火神廟をはじめ、

幾つかの火徳真君廟が存在した。北京で多かった火事を防ごう

としての祭祀であったという。そのなかの一つ、地安門外の火

徳真君廟は、現在修復が行われている。明万暦と清乾隆年間の

重修であり、什刹海を望んで南面して建つ［注5］。

次にこれも修復中であったが、石景山区の八大処に近い所に、

碧霞元君廟があった。

往時の北京においては、碧霞元君の信仰は甚だ盛んであり、

俗に「五頂」と称された［注6］。碧霞元君は東嶽大帝の娘と考え

られていた女神で、南方の媽祖と拮抗する形で、北方では盛ん

な信仰があった。現在、北京の碧霞元君の多くは残っていない。

この碧霞元君廟は、石景山の中腹において修復されていた。た

だ場所自体は工場の敷地内であり、ほとんど訪れる参拝客も無

いような状況である。

注 5‥『北京名勝古跡辞典』北京燕
山出版社 1989 年、115 頁。

注 6‥ 敦崇編・小野勝年注『北京年
中行事記』岩波書店 1941 年
初版、97 ～ 103 頁。
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石景山区にある西山八大処は、現在で

も夥しい数の参拝客が訪れる場所となっ

ている。八大処とは、一処長安寺、二処

霊光寺、三処三山庵、四処大悲寺、五処

龍泉庵、六処香界寺、七処宝珠洞、八処

証果寺という、幾つかの寺を総称して呼

ぶものである。実際には、それぞれの寺

の創建年代や、八大処となった由来はか

なり異なっている。

このうち、歴史が古く、まだ現在でも
碧霞元君廟

信仰の中心となっているのは、二処の霊光寺である。元来は唐

代に建てられた龍泉寺がもとで、遼の時代に塔が建てられた
［注 7］。しかし義和団の変のさなか、1900 年に八国連合軍の手

によって破壊された。その後復興されたようで、現在の建物は

比較的新しいものが多い。遼の塔は、その基台のみが残されて

いる。

この塔には、800 年間の長きにわたって、仏牙と舎利が収め

られており、清代に修復のおりにそれが発見されることになっ

た［注8］。伝によれば、スリランカから伝えられた仏舎利は、于

闐を経て南朝の斉に伝えられ、その後隋朝からは長安に伝えら

れた。五代の兵乱を受けて、仏舎利は遼国に伝えられ、この塔

に収められることになったとのことである。むろんこれは、あ

くまで伝承として考えておくべきであると思われる。その後
二処霊光寺

1964 年に新しい塔が建設され、仏牙舎

利はそこに安置されている。

北京の白雲観においては、東側の殿宇

が 2000 年以後に重修されている。今回

の訪問で、はじめてこれらの殿宇を確認

することができた。三星殿・慈航殿・真

武殿・雷祖殿などである。

真武殿は真武大帝を、雷祖殿は雷声普

化天尊を祀るもので、かつての殿宇が復

興されたものである。但し、三星殿は元

注 7‥ 黄春和編『西山八大処』華文
出版社 2002 年、27 ～ 28 頁。

注 8	 前掲黄春和編『西山八大処』
41 ～ 43 頁。
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来は華陀などを祀る華祖殿であり、慈航

殿は火徳真君を祀る火祖殿であったはず

である［注 9］。いま三星殿は福禄寿三星を、

慈航殿は慈航道人、すなわち観音菩薩を

祀るものに変えてしまったのは、一般の

信仰の変容によるものとはいえ、些か軽

率に過ぎる行為ではないだろうか。

白雲観真武殿

注 9	 李養正編『新編白雲観志』宗
教文化出版社 2003 年、85 ～
92 頁。
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山西省図書館・天津図書館 

利用案内

戸部　健

1. はじめに

中国のある地域の歴史について研究する場合、それらの地域

に関する史料を豊富に所蔵している地方図書館の利用は欠かす

ことができない。そのため、それら地方図書館の紹介はこれま

でも多くの研究者によってなされている。しかし、その後の市

場経済化や行政改革により図書館の利用方法は全国的に激しく

変動している。そこに中国の図書館情報を更新する意義がある。

以上のような観点から、本稿では中国都市芸能研究会が行っ

た山西省調査の一環として訪問した山西省図書館および著者が

その後訪問した天津図書館の具体的な利用方法について報告す

る。

2. 山西省図書館（2002 年８月 19 日調査）[ 注 1]

所在地：山西省太原市文源巷 23 号（迎沢公園西）

注 1‥ 山西省図書館及び太原の各図
書館、档案館の概略について
は吉澤誠一郎「張家口・山西
城市考察報告」『近代中国研
究彙報』22 号、2000 年、93
～ 112 頁に見える。

開館時間：

　平日：　8:00 ～ 11:45‥

　　14:30 ～ 17:30

　土、日：9:00 ～ 11:45‥

　　14:30 ～ 16:45

（夏季）平日：8:00 ～ 11:45‥

　　14:30 ～ 17:30

　土、日：9:00 ～ 11:45‥

　　14:30 ～ 17:45

複写：1949 年以前の文献のコ

ピー、写真撮影は基本的

山西省図書館北楼
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に不可。抄写のみ可。

利用に際しては、まず北楼（正門を入って正

面の建物）の１階にある受け付けで閲覧証を作

らなくてはならない。必要なものはパスポート

とデポジットの 20 元のみで、特に紹介状は必

要ない。

山西省の地方文献を閲覧するには東楼（正門

を入って右側の建物）の３階にある地方文献閲

覧室を訪ねなければならない。ここには山西省

の演劇関係の書籍も多く収蔵されている。地方

文献閲覧室の書庫は閉架式であるが、閲覧室内

には開架の図書もあり、そこには 1949 年以降

に出版された山西地方の書籍、雑誌なども配架

されている。しかし、目録を引いてみた限りで

は 1949 年以前の山西省関係の史料は中国国家

注 2‥ http://lib.sx.cn/

山西省図書館東楼 図書館に比べてさほど充実していない印象を受けた。なお、司

書によると、本来同館６階には古籍閲覧室があったが、それら

の書籍は全て３階の地方文献閲覧室に移動されたそうである。

しかし、利用する上で不便な点が多いのも事実である。カー

ド目録にはあるものの閲覧することのできない書籍が少なか

らずあったのは特に問題である。ただし、訪問当時山西省図書

館は組織改変の最中で、それにともない閲覧室、書庫が統廃合

されたため、それぞれの書籍の所在が館員にすら把握が困難に

なっていたこともあり、このような状態は組織改変の暁には改

善されることであろう。

この他、古籍や雑誌のマイクロ化、電子化なども進められて

いる。また、山西省図書館ではウェブ・サイトを開設しており、

OPACでは 1949 年以降に出版された書籍の検索ができる [注 2]。

3. 天津図書館（2003 年３月３日調査）

所在地：天津市南開区復康路 15 号（南開大学の南側、天津

市档案館の左隣）

開館時間：５月１日～９月 30 日：8:30 ～ 19:00
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　10 月１日～４月 30 日：8:30 ～ 18:00（毎週金曜午前は休

館）

（歴史文献部、地方文献部）8:30 ～ 12:00　13:00 ～ 17:00（金

曜の午前、土、日は休館）

複写：A4が 0.4 元、B4 が 0.6 元、A3が 0.8 元で、１枚につ

き資料費２元が加算される。デジタルカメラを持ち込

んでの撮影も可能であるが、資料費は徴収される [注 3]。

マイクロ資料はコピー１枚（A4）につき資料費込み

で 4.6 元。

1949 年以前の史料は歴史文献部と地方文献部で閲覧するこ

とになる。利用に際してはパスポートと中国国内のしかるべき

人物の紹介状とが必要となる。それらを入室の際に室員に提示

し、利用の手続きをする。

歴史文献部は図書館主楼（正門を入って正面のビル）の裏側

に位置し、やや分かりにくい場所にある。まず図書館主楼に

入り、突き当たりを右折し、さらに左折し、左手に手荷物預か

り所を見ながら進む。すると大きな鏡に突き当たるが、その

注 3	 ただし、2003 年３月の時点
ではデジタルカメラによる
資料撮影に関する規定がなく、
撮影料金は担当者や部署によ
って異なる。

注 4	 日本文庫は、戦前期に主に日
本人が所有していた書籍を集
めたものであり、その大半は
日本租界にあった天津日本図
書館の蔵書である。日本文庫
については以下に詳しい。桂
川光正「天津図書館『日本文
庫』の紹介」『近きに在りて』
36 号、1999 年。 桂 川 光 正
「『天津図書館日本文庫』再訪
記」『近きに在りて』第 40 号、
2001 年。

天津図書館主楼

鏡の裏側に通路がある。通路の出口から外に出

て、正面に見える建物の 1階が歴史文献部であ

る。歴史文献部の閲覧室はマイクロ資料、善本、

日本文庫 [注 4]、四庫全書の閲覧室も兼ねている。

地方文献部は図書館主楼の３階にある。室内

の本棚には天津の地方文献（主に洋装本）、マ

イクロ化されていない天津の逐次刊行物、日

本文庫の書籍の一部などが配架されている。し

かし、これらの本棚には鍵がかかっているため、

閲覧に際しては室員に申請する必要がある。そ

のほか、鍵のかかっていない本棚には 1949 年

以後に出版された天津地方文献も配架されてお

り、これらは自由に閲覧することができる。

歴史文献部・地方文献部それぞれにカード目

録があるが、資料目録が数種類刊行されており、
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それらの利用が便利である。それらの目

録は両閲覧室に備え付けられている。天

津関連の書籍については天津図書館社科

部編『館蔵天津地方文献提要目録（1949．

１月以前、中文・図書部分）』（天津図書

館、1996 年）を利用する。この目録は

地方文献部で購入することができる。日

本文庫に関しては白春蓮編『天津図書

館館蔵旧版日文書目』（天津社会科学院

出版社、1996 年）、山根幸夫編『天津図

注 5	 http://www.tjl.tj.cn/
注 6	 なお、天津図書館の隣にあ
る天津档案館の所蔵に関し
ては最近「天津档案網」と
いうサイトで档案検索がで
きるようになった。天津档
案網：http://www.tjdag.gov.
cn/index.asp

注 7‥ 桂川光正前掲論文、68 ～ 70
頁。

この鏡の裏に歴史文献部への通
路がある。

注 8‥ 古旧図書交易中心の存在は
天津社会科学院歴史研究所の
張利民氏にご教示いただいた。
記して感謝の意を表したい。

書館日本文庫蔵近代中国・日本関係図書分類目録』（汲古書院、

2000 年）がある。マイクロ化された逐次刊行物に関しては貴

志俊彦・劉海岩・張利民編『天津史文献目録』（東京大学東洋

文化研究所附属東洋学文献センター、1998 年）の 301 ～ 314

頁の目録が便利である。ただ、それらの逐次刊行物を閲覧でき

る歴史文献部にはマイクロ映写機が一台しかないため、機械の

取り合いになることもしばしばである。なお、歴史文献部、地

方文献部ともに 1949 年以前の文献には１冊につき１元の閲覧

費がかかる。

天津図書館もウェブ・サイト [注 5] を開設しており、OPAC

では 1949‥年以降に出版された書籍の検索ができる [注 6]。また、

現在WEB-CATを利用した日本文庫のOPAC化も進められて

いる [注 7]。

同図書館では逐次刊行物のマイクロ化を進めている。しかし、

これらの資料がマイクロ化されると複写費が高くなり、また、

前述のように映写機も１台しかなく、かえって不便になるとい

う問題もある。天津図書館所蔵の逐次刊行物には北京の中国国

家図書館に所蔵されていないものも少なくないだけに、少々頭

の痛いところである。

4. 天津市古旧図書交易中心（2003 年３月２日調査）[ 注 8]	

開催場所：天津市南開区白提路天津市南開人民文化宮

開催日：毎週土・日曜日
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近年、中国では古書を購入できる機会が従来に比べ増えてい

る。それは各都市に古書市が開かれるようになったからで、北

京の潘家園や上海の文廟などはつとに知られている。天津でも

天津市古旧図書交易中心という古書市が開かれている。文献史

料の入手に関する情報としてあわせて紹介しておく。

天津市古旧図書交易中心では様々な古書を販売する露店が軒

を連ね、民国期の線装本から最近の古新聞、古雑誌までありと

あらゆる文献が売りに出される。とりわけ目に付くのは企業の

図書室の整理、閉鎖などにともない流出した書籍である。その

中には入手が困難な内部出版物が含まれていることもあり、運

が良ければ格安で貴重な資料を購入することもできる [注 9]。ま

た、民国期の書籍や契約文書、文革期の档案などもしばしば売

りに出されている。これらの資料は古文化街と鼓楼北側とにあ

る古籍書店では入手が困難であり、古書市ならではのものであ

ると言えよう。

なお、古旧図書交易中心が開かれる南開人民文化宮の建物は、

もともと李純（1875 ～ 1920）の家祠として 1924 年に建てられ

たものである。李純は直隷系の軍閥で江蘇督軍を務めた人物で

ある [注 10]。華表や戯台などの保存状態も良く、一見の価値があ

る [注 11]。

5. おわりに

以上、山西省図書館、天津図書館および天津古旧図書交易中

心について紹介してきたが、以上の情報にも今後の組織改変等

により変化するところがあると考えられるのでご注意いただき

たい。

近年、中国の地方図書館が続々とウェブ・サイトを開設した

ことにより、それらの図書館情報へのアクセスが格段に容易に

なった。しかし、利用手段や資料の保存状況、閲覧の可否など

の具体的な情況については公開が十分ではなく、実際に行って

見ないと分からないというのが実情である。したがって、研究

者が連携して中国の図書館や档案館に関する詳細な情報を交換

する枠組みを構築することが、中国の地域史研究だけでなく、

注 10‥徐友春主編『民国人物大辞
典』河北人民出版社、245 頁。

注 11‥本調査の後、古旧図書交易中
心は南開区の鞍山西路新時
代文化市場（天津大学北門付
近）に移転した。

注 9‥ 例えば、民盟天津市委員会文
史資料研究小組編『文史参考
資料彙編』第２輯（1980 年
代前半の出版）は一冊そのま
ま「北洋軍閥人物索引」であ
り、便利である。
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広く中国研究全体のために必要であると考える。

天津市古旧図書交易中心
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国劇概念の変遷

清末から 1960 年代の台湾まで

平林　宣和

「京劇は中国の国劇である」という定義は、ごく一般的な常

識、あるいは一種の決まり文句として中国社会に流布している。

我々外国人もまた、京劇が国家の文化を代表する演劇として定

位されていることに対し、特に不自然な印象を持つことはない

だろう。

しかし大陸においては、この定義自体は頻繁に使用されるも

のの、京劇の呼称は一貫して「京劇」であり、劇団名や公演名

に直接国劇という名称が用いられることはまずない。また、国

劇は即ち国粋であるがゆえに、みだりに加工せず可能なかぎり

原形をとどめて継承するのが好ましい、という態度が取られて

いるかといえば、新編歴史劇や現代戯が常時一定量生産されて

いる現状からして、そうした通念もまた共有されているとはい

えないだろう。新作に労力を割かず、保存継承を重視すべきだ

という人は多いものの、それは現今支配的な趨勢となっている

とはいいがたい。大陸において「国劇」とういことばは、呼称

としても、あるいは通常想定されるような価値観としても、十

分に通用しているとはいえないのである。

一方台湾では、国民党の遷台以降、二十世紀の後半を通じほ

ぼ一貫して国劇という名称が用いられてきた。並行して「平

劇」という呼称も使用され、また 1990 年代に入ってからは

徐々に「京劇」も使われるようにはなったが、一方でオフィ

シャルな場面においては、「国防部国劇隊」といった呼称に見

られるように、主として国劇が京劇の呼称として通用してきた

のである。

京劇は国劇かという議論に、おそらく結論はないだろう。国

劇という呼称自体、国民国家の形成にあたり、国民の共有する

文化資産というカテゴリーに演劇が取り込まれた結果として生
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じたものである。それゆえこの命題に根拠らしきものを与える

のは、それを支持する人々が用いる文化的、政治的戦略として

の言説のみであろう。とはいえこうした言説は、時に一つの演

劇の命運を左右する力を持ちうるものであり、台湾における国

劇の位置づけは、その顕著な実例の一つとなると思われる。小

稿は、この国劇概念の消長をたどりつつ、それが担った意味内

容に関して初歩的な検討を試みるものである。ただし、当時の

資料の把握、収集が十分でないため、簡単な整理レベルに止ま

るものであることを最初にお断りしておく。

一、国劇ということば

まず国劇ということばとその含意について、簡単に確認をし

ておきたい。このことばは、中国への国家および国民という概

念の流入に連動して出現したものであり、その時点はおそらく

二十世紀初頭以前に遡ることはないと思われる。以後二十世紀

を通じて、国劇には複数の含意があったことが確認できるが、

それらはおおよそ以下の三つに大別可能である。

　

１：近代以前から行われてきた中国在来の演劇の総称。

２：在来の演劇の代表として特に京劇を指し示す。

３：余上沅の提唱による、中西双方の演劇の特質を融合し

た新たな国民演劇としての国劇。

このうち３については、1920 年代に現れた実験的芸術運動

のコンセプトとして用いられたものであり、通念として一般

化したものではないので、ここでは検討の対象から外しておく
［注1］。

一方の１および２はともに、国医、国画、国術等と同様、中

国固有の伝統文化という含意があるが、時期的にはまず１の

出現が先行している。管見に及ぶ限りでは、1904 年に発表さ

れた蒋観雲「中国之演劇界」［注2］の末尾に、国劇ということば

の最も早い使用例が見られる。悲劇を持たないことが中国演劇

の最大の欠点であるとして、「国劇刷新」を唱える改良運動期

注 1‥ 余上沅の国劇運動について
は、松浦恒雄「国劇運動再
考」（『野草』第 50 号、1992
年）に詳しい。

注 2	『新民叢報』3巻 17 期。阿英
編『晩清文学叢抄　小説戯曲
研究巻』、中華書局、1962 年
所収。
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の代表的文章だが、ここで使われている国劇は、特に京劇に限

定されたものではなく、１の中国在来の演劇全般という意味で

あった。以後こうした意味を付与された国劇ということばは、

演劇関係の文章の中に散見されるようになる。

一方２の用例に関しては、初出および普及の時期に関して十

分な考証が行われていないため確実なことは言えないが、おそ

らくは 1931 年の北平国劇学会の創立前後に一般化していった

のではないかと思われる。七年後の 1938 年に刊行された徐慕

雲『中国戯劇史』の皮黄戯の項に、「晩近竟有上皮黄劇以国劇

之尊号者」という一文があり、この記述を信用するなら、国劇

＝京劇という用法は、1930 年代にはある程度普及していたと

いうことになるだろう。もっとも国劇学会の「国劇」も、その

機関誌である『戯劇叢刊』創刊号所載の傅芸子「発刊詞」が、

「崑漢黄秦」全てを研究対象とすると述べているように、当初

は１の意味で用いられていた。しかし学会の中核にいたのが

梅蘭芳、斉如山など京劇関係者であり、また梅蘭芳や程硯秋等

が相次いで欧米に紹介された時期でもあったため、他の劇種は

徐々に脇に追いやられ、もっぱらに京劇を指すことばとして普

及していったと考えられる。同時に、最も洗練された中国伝統

文化の粋という含意も、当時の京劇俳優の水準の高さと相俟っ

て、この時期以降漸次付与されていったのであろう。

二、台湾における国劇概念（1945 年から 1965 年まで）

さて、日本植民地時代即ち二十世紀前半の台湾では、京劇は

「正音」、「外江戯」、「京戯」、「平劇」など様々な名称で呼ばれ

ていた。大陸で生まれた国劇という名称がいつ頃台湾にもたら

されたか、今のところ期日を確定し得ないが、少なくとも日本

植民地時代の台湾演劇史を扱った複数の研究書からは、国劇の

使用例を見出すことはできない［注3］。

一方、温秋菊編による年譜「清末民初以来伝統職業劇団的演

出（1909-1948）」［注 4］の記載から見出しうる国劇の早期の使用

例は、いずれも 1945 年、すなわち台湾が植民地支配を脱した

戦後の事例である。最も早い例が 1946 年に来台した新風国劇

注 3‥ 邱坤良『新劇與旧劇　日治
時期時期台湾戯劇的研究
（一九八五～一九四五）』、自
立晩報社文化出版部、1992
年。および徐亜湘『日治時期
中国戯班在台湾』、南天書局
有限公司、2000 年。

注 4‥ 温秋菊『台湾平劇発展之研
究』、学芸出版社、1994 年所
収。
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団、それに続くのが 1948 年に公演を行った鉄路局国劇研究社

であり、いずれも劇団名として用いられている。さらに毛家華

『京劇二百年史話　上・下巻』には、1949 年 5 月に上海から

中国国劇団が来台、一部の俳優はそのまま大陸に戻らず台湾に

居残った、との記述がある［注5］。新風国劇団や中国国劇団は民

間の職業劇団だが、このように光復から国民党遷台に至る時期

を発端として、各種資料に国劇という名称が散見されはじめる

のである［注6］。

さらに国劇ということばがある程度一般化した様子を確認

できるようになるのは、1950 年代以降である。たとえば後に

台湾における京劇上演活動の中核となる陸海空の三軍国劇隊、

すなわち大鵬国劇隊、海光国劇隊、陸光国劇隊が、もともと

軍中にあった劇団を基盤に設立されたのは、1950 年代のこと

であった（それぞれ 1950 年、1954 年、1958 年に設立）。加え

て、1961 年に刊行された台湾演劇史の専著である呂訴上『台

湾電影戯劇史』（銀華出版社）の一部、「台湾平劇史」を通覧

すると、国民党の遷台後の記述にのみ国劇という名称が用いら

れ、それ以前の部分は平劇という名称に統一されている。この

書籍が出版されたのは国民党遷台の十二年後であるから、文面

には 1950 年代当時の語感が反映されていると見てよいだろう。

以上の情報を総合すると、京劇を表す国劇という名称は、民間

劇団や軍中の劇団によって国民党遷台前後に台湾に持ち込まれ、

以後各国劇隊の設立と期を一にして一般化していったものと考

えられる。

では当時の国劇（平劇）に対して、人々はどのような社会的

機能を期待していたのか、先述の「台湾平劇史」には以下のよ

うな記載がある。

民国四十年前後に顧秋正劇団が解散（訳注：顧劇団の解

散は 1953 年）、永楽戯院も映画館に鞍替えし、一時期平

劇の上演は全く絶えてしまった。一部の平劇関係者は

次々と改業し、平劇は衰亡の危機に立たされたのであ

る。時の参謀総長であった王叔銘将軍は、平劇が我が国

注 5‥ 毛家華『京劇二百年史話　
上・下巻』、行政院文化建設
委員会、1995 年。

注 6‥ さらに、1945 年から 1954 年
までの台湾における演劇活動
を記した焦桐編「戦後台湾戯
劇年表」によれば、1950 年
から「鉄路国劇研究社」、「保
安司令部官兵康楽委員会国劇
組」など、国劇ということば
を冠した組織名が出現する。
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固有の思想道徳を発揚し、それを暗黙のうちに人々に伝

え、社会教育の不足を補うことができるという点に鑑み、

各方面からそれを大いに提唱した。これによって平劇は

衰退の道から蘇ることができたのである。

演劇の社会教育機能を称揚する、従来からたびたび語られて

きた言説だが、この資料によれば 1950 年台前半に、中国固有

の文化を維持、伝達してゆく媒体として、平劇の維持すなわち

国粋の保存が必要である、との主張が軍の実力者によってなさ

れたということになる。この認識が当時どの程度共有され、ま

た国民党の文化政策に具体的にどのように反映されていたか、

現時点では十分明らかにしえない。しかし少なくとも、国軍を

中心にして、平劇に対し上記のような意味が注入され始めてい

たことは確実であろう。またそれは、中国文化の正統は我々が

継承する、という当時の国民党の矜持にも合致したものであっ

た。

三、国劇と中華文化復興運動（1965 年以降）

しかしながら 1950 年代においては、一般人を対象とした国

劇隊の上演はほとんど行われていなかった。そもそも 1964 年

にいたるまで、三軍国劇隊はそれぞれ軍隊内の康楽隊に属して

おり、その主要な任務は軍隊の慰労だったのである。国光劇場

など専用の劇場はあったものの、一般の人々が国劇隊の上演を

実際に目にできるのは月に一回程度、その意味では先に述べた

国劇の社会教育機能は十全に果たされていたとは言い難く、国

劇と一般社会との距離はかなり遠いものだったといってよいだ

ろう。

しかし 1965 年に至って、この状況に一定の変化が訪れる。

この年に国防部総政治作戦部が国軍新文芸運動を提唱し、国光

劇場を改造して国軍文芸活動中心を開場、国劇隊の常打ち小屋

とし、以降一般向けの上演が頻繁に行われるようになったので

ある。さらに翌 1966 年に中華文化復興運動が開始され、国劇

の普及継承はその重要な一項目と見なされるにいたった。こう
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した変化の背景には、大陸における文化大革命の勃発がある。

中華文化復興運動の発端については、省政府の出版物において

以下のように説明されている。

この年（訳注：1966 年）の八月、中共は大陸において

紅衛兵を用いた文化大革命を発動し、中華伝統文化の一

切を破壊することを企図した。有識者達は深い憂いにと

らわれたこの時期に、…中略…国父誕生日を中華文化復

興節と明確に定めるよう政府に建議し、一方で中華文化

復興運動を立ち上げたのである［注7］。

そしてこの運動のなかで国劇はあらためて国粋と定義され、

以降各種の普及活動が実施されている。

国劇の推進活動と、各劇団の上演レベルの向上：国劇は

国粋であり、省分会（訳注：復興運動推進委員会台湾省

分会）は強力にその普及活動を押し進め、これまでたび

たび国劇巡回模範公演を挙行し、上演観摩清唱コンクー

ル、国劇文武場研習会、国劇舞踏研究会などの活動を指

導してきた［注8］。

中華文化復興運動推進委員会は翌年の 1967 年 7 月に成立し

ているが（同台湾省分会はさらにその翌年）、その副委員長を

つとめた陳立夫の国劇に対する態度に関して、以下のような記

述が残されている。

陳資政（訳注＝陳立夫）はまたこのように述べている。

「略…国劇は芸術の精華を集め、また自ら暗黙の内に道

徳仁義の宣揚に威力を発揮する。これがその尊ぶべきと

ころである」。この言に従うと、国劇芸術を振興するこ

とができれば、あらためて道徳を整備することができ、

道徳が整えられれば、文化の復興も可能となる。それゆ

え国劇芸術は、今日の文化建設の上で非常に重要な役割

注 7‥ 台湾省政府新聞処『台湾復興
四十五年専輯　文化建設篇　
教育発展與文化建設』、1990
年。

注 8‥ 同注 7。



	 国劇概念の変遷（平林）‥ 12�

を占めているのである［注9］。

以上は 1962 年に始まった「電視国劇」に関する書籍の序文

からの引用だが、ここでも先の王将軍の場合と同様に、国劇が

伝統的価値観を伝達する媒体として称揚されているのである。

先に触れたように、国劇ということば、そして国劇＝国粋と

いう概念は、国民党遷台前後に台湾に持ち込まれ、1965 年以

前の段階である程度普及はしていた。しかし国劇隊の活動範囲

が限定されていたため、当初は実質的にその機能を十分発揮し

ていたとは言い難い。それが 1965 年以降、大陸の文化大革命

に対する台湾側のリアクションとして、国粋としての意味をよ

り強固に背負わされる結果となり、加えてその機能を十全に発

揮させるべく、各種の環境整備が行われたのである。

国民党が共産党の文化政策に対抗するため、国劇に関する施

策を実施していった背景を、研究者の王安祈は以下のようにま

とめている。

「伝統演目を上演すること」と「老戯の復活上演」とい

う二つの重点項目の背景は、政府の遷台後の文化全体、

さらには政治の趨勢と密接な関係がある。中共の「革

命」文化に対して、台湾の国民党政府は「正統」の継承

を自らの任務とし、採択した文化政策もまた「伝統の復

興」であった。京劇の観客の大部分も、芸術的観点はそ

の政治的立場と一致しており、対岸の共産党が伝統演劇

を任意に改造することに不満を持ちつつ、一方で細心の

注意を払って台湾京劇の正統な地位を守るべきだと考え

ていた。当時の大部分の劇評家が常に念頭に置いている

のは、すべて「北平の富連成科班では云々」といったこ

とであり、伝統的なものを正統と見なす文化的気風は非

常に明確であった［注10］。

時期によるニュアンスの強弱には触れていないが、大陸から

もたらされた国劇ということばに、国民党および台湾の政治的、

注 9‥ 王元富『電視国劇論述』、黎
明文化事業公司、1982 年。

注 10‥‥ 王安祈「文化変遷中台湾京
劇発展的脈絡」、『伝統戯曲的
現代表現』、里仁書局、1996
年。
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歴史的文脈に基づく特殊な含意が重なり合っていった様子が、

この記述から見て取れるだろう。

結び：

以上、清末における国劇ということばの誕生から、国民党の

遷台、さらに文化大革命期に至るまでの台湾における国劇概念

の歴史を通覧してきた。冒頭に述べたようにいまだ初歩的な整

理という段階に止まるものであるが、二十世紀前半に大陸で使

われ始めた国劇ということばが、国民党遷台に付随する形で台

湾に伝わり、さらに文化大革命に対するリアクションとしてそ

の意味を強化していったプロセスを、ある程度素描し得たので

はないかと思う。

なお、これ以後の 1970 年代末から 1980 年代にかけて、郭小

荘の雅音小集（1979）や呉興国の当代伝奇劇場（1986）など、

新作演目や新たな演出形態を追求する民間劇団が設立され、従

来の国劇という枠組みから一定の距離を置いた活動が展開され

始めた。さらにその後、台湾本土意識の台頭と、それに連動し

た政治状況の変遷の影響を被り、1990 年代に三軍国劇隊が合

併、国軍内の劇団が全て消滅するという、小稿で素描した国劇

の発揚という方針とは全く反対の動きが現れている。こうした

近年の新たな局面については、また機会を改めて記述したいと

思う［注11］。注 11‥‥ この論考の続編として、論
文「国劇の黄昏―中華文化
と本土文化の狭間で」（『広島
経済大学研究論集』第 25 巻
３号、2002 年‥12 月）を執筆
している。
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慶應義塾図書館所蔵民国時期 

北京新聞資料紹介

戸部　健

1. はじめに

中国都市芸能研究会では、民国時期北京で発行された新聞

『順天時報』に掲載された演劇関連記事の整理を進めている。

これによって民国時期の伝統劇およびそれを取り巻く情況につ

いて、多くの知見を得られることが期待される。しかし、『順

天時報』は 1930 年で廃刊されており、1930 年以降については

他の新聞資料を参照する必要がある。そこで同時期の北京で刊

行された新聞について演劇関連記事の掲載情況を中心に調査を

した。その報告が本稿である。

あまり知られていないが、慶應義塾図書館三田メディアセン

ター（以下「慶應図書館」と略称）には中華民国時期の「北京

で発行されていた新聞」（以下「北京新聞」と略称）のマイク

ロフィルムがまとまって収蔵されている。そこで本稿ではそれ

らにおける演劇関連記事の掲載情況を報告するとともに、慶應

図書館における北京新聞について具体的に紹介する。

2. 慶應図書館所蔵北京新聞概況

慶應図書館には 139 種類の中国語新聞が所蔵されている。こ

のうち 1901 年から 1949 年までの間に北京で発行された新聞

は 71 種類であり（表 1）、その大半はマイクロフィルムである。

それらは図書館新館 3階のマイクロ資料閲覧室で閲覧する。そ

の他少量ながら原版および影印版のものもあり、それらは図書

館旧館 3階か新館地下 4階に所蔵されている［注1］。北京新聞の

請求番号は表 1に示したが、他地域の新聞の所在についてはマ

イクロ資料閲覧室窓口備え付けの「中国語新聞リスト」を参照

注 1‥ 慶應義塾図書館三田メディア
センターは旧館、新館の２つ
の図書館によって構成されて
いる。



132‥ 近代北方中国の芸能に関する総合的研究

新聞名 所蔵範囲 請求番号
順天時報 1905.8.22 ～ 1930.3.27 YN-147
新中国報 1913.5.1 ～ 1913.9.30 YN-103
大陸日報 1913.9.9 ～ 1913.9.29 YN-141
日知報 1913.11.28 ～ 1936.11.9 YN-162
晨鐘 1916.8 ～ 1918.9 合訂本
益世報（北平版） 1917.1.28 ～ 1948.12.25 YN-179
啓明日報 1917.6.17 ～ 1917.9.29 YN-132
北京時報 1917.7.9 ～ 1917.12.21 YN-100
華文日報 1918.12.1 ～ 1919.3.31 YN-107
晨報 1918.12 ～ 1928.6 合訂本
民意日報 1919.10.25 ～ 1920.12.31 YN-130
北京日話報 1919.12.5 ～ 1938.9.5 YN-175
新華日報 1920.7.1 ～ 1921.8.31 YN-119
北京晩報 1921.3.23 ～ 1924.2.29 YN-109
新社会報 1921.4.1 ～ 1922.1.27 YN-102
東南日報 1921.10.16 ～ 1922.5.31 YN-95
晨報副鐫 1921.10 ～ 1928.5 合訂本
穆声報 1924.12.26 ～ 1926.7.9 YN-124
輿論 1925.9.1 ～ 1925.12.31 YN-133
世界晩報 1926.5.1 ～ 1949.2.5 YN-165
燕京大学校刊 1928.9.14 ～ 1929.6.28 YN-115
朝報 1928.10. １～ 1928.10.31 YN-140
全民報 1928.10.24 ～ 1947.11.15 YN-164
新中華報（マイクロ版） 1928.11.24 ～ 1929.5.10 YN-104
北平朝報 1928.12.1 ～ 1929.5.20 YN-139
華北医報 1929.9.1 ～ 1931.8.11 YN-108
導報 1930.11.11 ～ 1937.7.31 YN-163
北平晩報 1931.6.18 ～ 1937.8.11 YN-171
新北平 1931.11.11 ～ 1938.5.31 YN-172
平西報 1932.1.21 ～ 1934.5.27 YN-167
曙光報 1932.2.15 ～ 1932.7.19 YN-121
北平民治報 1932.7.11 ～ 1933.8.6 YN-94
北平老百姓日報 1932.9.1 ～ 1935.8.31 YN-97
燕京報 1932.9.22 ～ 1933.5.26 YN-120
軍事日報 1932.10.10 ～ 1933.3.8 YN-112
現代日報 1932.11.11 ～ 1938.8.31 YN-126
北辰報 1932.11.24 ～ 1935.6 YN-167
公安日報 1932.12.17 ～ 1933.7.2 YN-106
東方快報 1932.12.21 ～ 1937.7.27 YN-174
毎日評論 1934.5.13 ～ 1934.10.28 YN-177

表１）慶應図書館所蔵民国期北京新聞目録
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されたい。

3. 調査報告

慶應図書館に所蔵されている北京新聞の全貌は表 1を参照

していただくことにして、以下では特に演劇関連記事を多く

掲載する日刊紙に絞って時期ごとに紹介する。各紙の出版情

新華日報 1933.7.6 ～ 1933.10.27 YN-118
実報 1933.9.1 ～ 1945.9.21 YN-212
燕京新聞 1934.9.25 ～ 1948.12.6 YN-176
正報 1934.11.1 ～ 1934.11.30 YN-131
京報快刊 1935.10.1 ～ 1937.7.28 YN-99
亜州民報 1935.12.1 ～ 1937.8.7 YN-168
大路報 1936.1.1 ～ 1937.8.13 YN-110
潮報 1936.12.28 ～ 1937.7.2 YN-122
大公報　北平晨報 1937.7.4 ～ 1937.7.14 原版製本
警察日刊 1938.1.13 ～ 1938.2.28 YN-127
新北京 1938.6.1 ～ 1943.12.29 YN-173
武徳報 1938.9.15 ～ 1942.11.21/

1943.1.1 ～ 1944.7.1
YN-105

新中華報（刷新版） 1939.2 ～ 1941.5 刷新版
時事快報 1940.2.18 ～ 1941.12.8 YN-211
民衆報 1940.2 ～ 1944.4 YN-169
華北新報 1944.5.1 ～ 1945.9.30 YN-96
新民声 1944.8.1 ～ 1945.8.16 YN-178
明報 1945.8.24 ～ 1945.12.11/

1948.1.1 ～ 1949.2.14
YN-111

新平日報 1945.8.25 ～ 1945.11.2 YN-117
正報 1945.9.1 ～ 1945.12.5 YN-143
国光日報 1945.9.12 ～ 1945.10.12 YN-144
時代日報 1945.9.25 ～ 1945.11.6 YN-126
中華民報 1945.10.1 ～ 1947.11.27 YN-98
北平戦闘日報 1945.10.10 ～ 1945.11.9 YN-128
紀事報 1945.12.12 ～ 1947.12.31 YN-113
国民新報晩刊 1946.5.18 ～ 1946.10.26 YN-116
人民日報 1946.5 ～ 1990.12 ＋ YN-60
北平日報 1946.8.15 ～ 1949.2.23 YN-114
遊芸報 1946.12.31 ～ 1947.1.17 YN-123
民語報 1947.4.6 ～ 1947.9.30 YN-145
生生画刊 1947.8.7 ～ 1948.3.28 YN-129
北平小報 1948.7.2 ～ 1948.8.31 YN-128
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注2‥（　）内は慶應図書館の所蔵
分を示している。

注 3‥ アジア経済研究所編『中国文
雑誌・新聞総合目録』アジア
経済研究所、1986 年、677 頁。

況・背景については黄河編著『北京報刊史話』（文化芸術出版

社、1992 年）、王桧林・朱漢国主編『中国報刊辞典（1815 －

1949）』（書海出版社、1992 年）および各マイクロフィルムの

冒頭に付された解説を参照した。しかし、それらの資料には相

互に矛盾をきたしているものも見られるので今後更なる調査が

必要である。各紙の欠号情報についてはマイクロフィルム冒頭

の一覧に基づく。なお、本稿では 1面欠けた場合でも欠号とし

て扱った。

（1）1901 年から 1930 年まで

この時期に出版された新聞では『順天時報』、『益世報』、『晨

報』などが収蔵されており、そのうち演劇関連記事・広告が最

も多いのは『順天時報』である。『晨報』は上演広告を掲載す

るものの、その頻度は高くなく、また、劇評などもほとんどみ

られない。

①『順天時報』（1905.8.22 ～ 1930.3.27）104 リール［注 2］

1901 年 10 月に中島真雄によって創刊され、1905 年 3 月以降、

外務省の保護下に入る。以後、華北における最も権威のある新

聞のひとつになった。主編は中島真雄が、編輯は平山武清、辻

武雄、有留重刊、横山八郎などが務めた。そのうち辻武雄（聴

花）は京劇通として知られ、1910 年代以降、彼が担当した第 5

面には豊富な演劇関連記事が掲載されていた。

中国国家図書館所蔵のマイクロフィルムを購入したもので、

1907 年以前では欠号が多いが、それ以降に刊行された分につ

いてはほぼ完全に揃っている。国内では慶應図書館のほかに国

会図書館・東洋文庫・東洋大学附属図書館にも原版が所蔵され

ているがそれぞれ欠号が見られる［注3］。

［欠号］

1901 年：10 ～ 12 月

1902 ～ 1904 年：1～ 12 月

1905 年：1月 1日～ 8月 21 日、8月 24 ～ 12 月 31 日

1906 年：1月 1～ 10・12 ～ 31 日、2月 1～ 2・4～

13・16 ～ 20・22 ～ 26・27 ～ 28 日、3月 1～ 3・

5～ 28・30 ～ 31 日、4月 1～ 4・6～ 21・23 ～
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30 日、5月 1～ 14・16 ～ 28・30・31 日、6月 1

～ 8・10 ～ 30 日、7月 1～ 5・7～ 11・14 ～ 31

日、8月 1・3～ 9・11 ～ 31 日、9月、10 月 1 日

～ 13・15 ～ 31 日、11 月、12 月

1907 年：1月、2月 1～ 16、8 月 9 ～ 11・13・14・16

～ 18・20 日

1909 年：2月 3～ 6日、4月 30 日、5月 1・2日、7月

17・18・20・21 日

1910 年：3月 10 日、10 月 1・2 日

1912 年：10 月 31 日、11 月 15 日、12 月 9 日

1913 年：1月 5日、2月 2・9日、4月 14・19・20 日、6

月 6日、7月 1・15・18 ～ 20 日、8月 13・18 ～

21 日、9月 25 日、10 月 24 日、12 月 27 日

1914 年：2月 14 日、5月 29 日、6月 2・17 日、7月 3

～ 5・15 日、8月 5・14 ～ 16 日、9月 29 日、10

月 11 日、12 月 5・11 日

1915 年：10 月 21 日、12 月 31 日

1917 年：7月 13 日

1918 年：2月 10 日

1926 年：12 月 26 日

②『晨報』（1916.8 ～ 1928.6）影印本

1916 年 8 月 15 日に創刊され、1918 年 12 月まで『晨鐘』と

いう名称で出版された。創刊には梁啓超・湯化龍・蒲殿俊など

が関わり、李大釗が主編を務めた時期もあった。各時代による

編集方針の変化が激しい。演劇広告はそれほど多くなく、しか

も各面と面の合間に掲載されているので、非常に見づらい。

［欠号］

1916 年：8月 21 日、11 月 22 日

1917 年：5月 8・17 日、6月 11・23・24 日、7月 12・

20 ～ 23 日、8月 1～ 5・10・15・16・21・23・

28・29 日、9月 16・24 日、10 月 28 日、12 月

19・28 日

1918 年：4月 9日
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1919 年：5月 24 日、6月 1～ 3日

1921 年：11 月 12 日

1923 年：1月 6・19 日

1925 年：7月 21 日、8月 24 日

1926 年：10 月 24 日、11 月 30 日

1927 年：1月 2～ 5日、7月 28 日

1928 年：3月 25 日

（2）1930 年から 1938 年まで

慶應図書館が所蔵する北京新聞はこの時期のものが最も多い。

演劇関連記事・広告を最も多く掲載するのが『全民報』である

が、欠号が非常に多い。このほか『新北平』、『導報』、『実報』

も文化欄に演劇情報を多く掲載している。

①『全民報』（1928.10.24 ～ 1938.8.10）45リール

1928 年 8 月 10 日に張蔭梧の主導で、閻錫山軍閥の機関紙

として創刊された。1930 年 10 月以降に閻錫山との関係が切

れ、もっぱら蒋介石支持の論調となった。日本軍による北平占

領後は北平市政府の機関紙となり、作野秀一が社長に就任した。

1938 年 8 月 10 日以後、『新民報』［注 4］に統合されたが、1947

年 6 月 15 日に張興周によって復刊を果たした。同時期の新聞

としては最も大量の演劇広告を掲載し、また文化面にも演劇関

連記事が多く見られる。

［欠号］

1928 年：10 月 25・27 ～ 30 日、11 月 1 ～ 28・30 日、

12 月 1 ～ 12・14 ～ 18・21 ～ 28・30 日

1929 年：1月 1・4～ 9・11 ～ 31 日、2月 1日～ 10 月 3

日

1932 年：2月 16・19 日、4月 20 日、8月 12 日、9月

5・10 日

1933 年：2月 9・13・23 日、7月 16 日、10 月 10 日、12

月 10 日

1934 年：3月 1～ 31 日、6月 30 日、7月 17 日、8月 31

日、9月 1～ 30 日、12 月 9・19 日

1935 年：3月 18 日、5月 15 日、9月 1～ 30 日、10 月

注 4‥『新民報』は日本の華北統治
のために設立された政治組
織である新民会の機関紙で、
1938 年１月１日に『世界日
報』と『世界晩報』を改組し
て創刊された。社長には武田
南陽などが就任した。1944
年５月に『華北新報』に統合
されるまで、北平の多くの新
聞を吸収した。
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21 日、11 月 7・24・26 日、12 月 19 日

1936 年：1月 15・19・24・25 日、2月 10 日、3月 23 日、

6月 2日、8月 1・2・27 日、9月 2・9日、10 月

1 日、11 月 2・15・18 ～ 20・23・26・29・30 日、

12 月 7 日

1937 年：2月 10 日、4月 10 日、5月 24 日、7月 30・31

日、12 月 3・6 日

1938 年：1月 30 日、3月 25 日、6月 3日、7月 4・8・

30 日、8月 10 日（→ 1938 年 8 月 10 日～ 1947 年

6 月 14 日『新民報』に吸収、その後停刊）

1947 年：6月 15 ～ 26 日、7月 9・12・18・19 日、10 月

1・19・24・29 日、11 月 12 日

②『新北平』（1931.11.1 ～ 1938.5.31）7リール

1931 年 10 月 10 日に創刊。全 4面の大衆向けタブロイド紙

であるが、抗日の論調であったため北平陥落後に日本の機関に

接収され、『新北京』と改名される。演劇広告は 1933 年 10 月

ごろより第 2面（社会面）において見られるようになる。ま

た、第 4面（副刊と称する）には演劇に関する記事がほぼ毎日

見られる。例えば 1936 年には「一日一伶」というコラムで毎

日様々な俳優を紹介していた。

［欠号］

1931 年：12 月 1・31 日

1932 年：1月 1日～ 8月 8・12 ～ 14 日、9月 9・25 日、

10 月 2・16・20・25 日

1933 年：1月 5日、2月 8日・24 日、3月 31 日、4月

3・11・16・24 日、5月 2・4・9・21・24・26・

27・30 日、6月 5～ 7・15・23 日、7月 3・7・28

日、8月 16 日、9月 24 ～ 26 日、10 月 9・13・

14・23・31 日、11 月 1 日～ 12 月 31 日

1934 年：1月 1・13 ～ 15・23 日、2月 2・3・17・22・

25 ～ 27 日、3月 11・20 日、4月 11・12 日、5月

6・14・20・21・25・30・31 日、6月 1・6日、7

月 3・24・26・28 日、8月 11・22 日、9月 2・24
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日、10 月 3・13 日、11 月 4 ～ 6・8・10 ～ 16・

18・23・25 日、12 月 5・7・29 日

1935 年：1月 7・9・11・12・14・15・17・21・22 日、2

月 20 日、4月 2・23・27 日、5月 3日、6月 9日、

7月 17 日、9月 1日、10 月 5・7・10・16・21・

24 日、11 月 3・23 日、12 月 31 日

1936 年：1月 4・17 ～ 20・23 日、2月 20 日、3月 18・

19・21 日、5月 3・14・21・23 日、6月 11・24

日、7月 19 日、10 月 3 日、11 月 4 日、12 月 11・

13 日

1937 年：1月 4日、4月 26・30 日、5月 25 日、6月 28

日、7月 4・6・10・12・17・23 日、8月 1日～

10 月 19 日、11 月 16 日

③『導報』（1930.11.11 ～ 1937.7.31）31リール

『北京報刊史話』や『中国報刊辞典』には未掲載。マイクロ

冒頭の解説によると、はじめ北平で創刊されたがまもなく停刊

し、1930 年 5 月 9 日に上海で復刊、その後 1930 年 11 月 11 日

より北平に復帰したものである。全 8面（1937 年 7 月 30 日以

後 4面に縮小）で、演劇広告が豊富である。第 5面の「曙光」

という文化欄には演劇の記事も多い。

［欠号］

1931 年：6月 27 日、12 月 24 日

1933 年：4月 18 日、5月 7日、6月 15・29 日、7月 20

日、11 月 19 日

1934 年：4月 17 日

1935 年：1月 10・11・22・24・31、2 月 6 ～ 7・25 日、

3月 16 ～ 17 日、4月 14 ～ 16・19 ～ 24 日、5月

4・7・8・23 日

1936 年：8月 2日、11 月 28 日～ 12 月 8 日

1937 年：2月 12 ～ 15 日、3月 29 日、4月 25 日

④『実報』（1933.9.1 ～ 1945.9.21）

後述。

（3）1938 年から 1944 年まで
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日中戦争が勃発すると、それまで北平で出版されていた新聞

の多くが停刊を余儀なくされた。存続できた新聞もほとんど

が日本軍の特務機関により買収され、プロパガンダに利用され

た。慶應図書館所蔵の新聞も 1938 年以前に比べると大きく減

少する。演劇情報の収集に利用できるものは『新北京』、『実

報』、『新民声』の 3紙である。

①『新北京』（1938.6.1 ～ 1943.12.29）11リール

前掲『新北平』が日本の特務機関によって接収されたもので

ある。体裁は『新北平』とほとんど変わらず、演劇広告も相変

わらず豊富である。1944 年の正月に『新民報』に吸収された。

［欠号］

1940 年：11 月 18 日

1941 年：1月 14 日、2月 19 日、9月 28 日、12 月 22 日

1942 年：1月 4日、2月 22 日、3月 29 日、5月 31 日、

6月 8日

②『実報』（1933.9.1 ～ 1945.9.21）19 リール（当館所蔵は

5～ 19リール）

1928 年 10 月 4 日に親日派ジャーナリストの管翼賢によって

創刊された。その論調は親日的であり、盧溝橋事件が勃発した

際も不抵抗を主張した。そのため、日本軍による北平占領後

も論調、出版体制ともに変化はなかった。その後、管翼賢は華

北政務委員会情報局局長に就任したため、何庭流が後を継いだ。

1944 年 5 月 1 日に『華北新報』に吸収されたが、日中戦争終

結後に復刊された。

マイクロフィルムの第 1巻を欠くため、冒頭の解説、欠号情

報を見ることができないが、筆者が確認したところ 1933 年か

ら 1936 年までの間、および 1944 年 5 月 1 日から 1945 年 8 月

23 日の間に大きな断絶があった。全 4面（時に 6面）のタブ

ロイド紙で、演劇情報は第 4面に掲載されている。

〔欠号〕（1944 年）

1944 年：1月 2・25・26 日

③『民衆報』（1940.2 ～ 1944.4）10 リール

『武徳報』という体育教育新聞を発行していた武徳報社から
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注5	 半月刊新聞では『新民報半月
刊』を引き継いだ『新民声』
が出版されていた。

出版され、『実報』の創刊者である管翼賢などが社長を務めて

いる。1944 年 5 月 1 日に『華北新報』に吸収された。全 4頁

のタブロイド紙である。演劇広告は第 2面から第 3面の間の折

り目に当たっており、非常に見づらい。

［欠号］

1940 年：7月 7～ 27・29 日、8月 13・22 日、9月 3・

4・13・16・18・23 日、10 月 3・13・22・26・28

日、11 月 2・3・5・8 ～ 10・13・19・23・26 日、

12 月 3・13・24 日

1941 年：1月 13 日、3月 28 日、9月 13・14 日、12 月

13・29 日

1943 年：1月 6・9・24 日、2月 1・3・9・20 日、3月

20・24 日、4月 16・18 日、5月 19・25・29 日、

6月 13・15 日～ 10 月 2・4 ～ 6・8 ～ 18・20・23

～ 29・31 日、11 月 1 ～ 30 日

1944 年：3月 10 日～ 4月 9・12・13・15 ～ 25 日

（4）1944 年から 1945 年まで

1944 年 5 月 1 日以降、北平の全ての中文日刊新聞は『華北

新報』に統合された [注 5]。

①『華北新報』（1944.5.1 ～ 1945.9.30）3リール

1944 年 5 月 1 日に北平の『新民報』、『実報』、『民衆報』及

び天津の『庸報』、『新天津報』を統合して北平で創刊された新

聞である。社長は当時華北政務委員会情報局局長だった管翼賢、

副社長は大川幸之助、編輯および発行人は張道本であった。日

中戦争終結後もしばらく出版されたが、まもなく停刊した。第

2面に演劇広告を載せる。欠号は見られない。

（5）1945 年から 1949 年まで

日中戦争終結とともに多くの新聞が創刊、復刊された。慶應

図書館に所蔵されるこの時期の北京新聞は 21 紙に上るが、そ

の多くは比較的短い期間で停刊している。この時期では『紀事

報』、『明報』、『北平日報』が比較的多くの演劇広告を掲載する。

①『紀事報』（1945.12.12 ～ 1947.12.31）4リール

②『明報』（1945.8.24 ～ 1945.12.11，1948.1.1 ～ 1949.2.	
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14）3リール

『紀事報』は 1937 年 9 月 24 日に天津で国民党による地下新

聞として創刊された。1939 年 8 月 21 日に休刊したが、1945 年

8 月 8 日に正式な新聞として北平で復刊し、名称を『明報』と

改める。社長は孔效儒、主筆は王葆楨、総編輯は顧建平、発

行人は高仲明であった。1945 年 12 月 12 日に名称を『紀事

報』に戻したが、1948 年 1 月 1 日に再び『明報』に変更した。

1948 年 6 月 19 日から 9 月 30 日まで休刊。共産党の北平入城

後は共産党の発布した法令などを載せるが、1949 年 2 月 14 日

に廃刊となった。全 2面から 4面のタブロイド紙で、第 2面に

演劇広告を掲載し、1946 年 3 月以降、その件数が格段に増加

する。

［欠号］

1945 年：8月 26 日、9月 20・26 日、10 月 20 日、11 月

4・29 日、12 月 1 日

1946 年：4月 5日

1948 年：6月 18 日

1949 年：1月 1・8・14・17 ～ 31 日、2月 2・10 ～ 12

日

③『北平日報』（1946.8.15 ～ 1949.2.23）3リール

1937 年に休刊した『北平晩報』が 1946 年に復刊されたもの。

全 4面のタブロイド紙で、演劇広告は非常に簡単なものである。

欠号はない。

（6）1949 年以降

共産党の北平入城後しばらくすると、多くの新聞は休刊に追

い込まれた。慶應図書館に所蔵されている 49 年以降の新聞は

『人民日報』1紙のみである。『人民日報』には 1966 年 10 月

まで演劇広告が掲載されている。

①『人民日報』（1946.5 ～）

中共中央晋冀魯豫分局の機関報として 1946 年 5 月 15 日に河

北省邯鄲で創刊された。社長は張磐石、総編輯は袁勃であった。

1948 年 6 月 15 日に中共中央晋察冀分局の機関紙である『晋察

冀日報』と合併し、中共中央華北局の機関紙となる。1949 年 3
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月 16 日より演劇広告を掲載する。

4. 北京史研究に有用な新聞

慶應図書館所蔵の北京新聞は民国期の演劇研究のみならず政

治、社会あるいは文芸を研究する上でも当然のことながら有用

な資料である。筆者の専門とする歴史学の立場から見ても史料

的価値が高いと思われるものが多く存在する。以下、そのよう

な新聞を数点紹介する。なお、欠号、巻数情報は省略する。

①『益世報』（1917.1.28 ～ 1948.12.25）

1915 年 10 月 1 日に天津で天主教会によって創刊される。創

刊者は雷鳴遠（Vincent‥Lebbe）である。その後天津において

は『大公報』と並び称されるほどの大新聞に成長し、昆明、重

慶、西安、上海、北平などでも発刊される。『益世報』の北平

版は慶應図書館が所蔵する北京新聞のなかでは最も長い期間を

カバーしている新聞であり、史料的価値も高い。ただし、日本

占領時期など長期に亘る休刊も目立つ。

②『東方快報』（1932.12.21 ～ 1937.7.27）

1932 年に創刊。出版背景については不明。全 8面で、国内

外記事がともに充実している。北京に関する記事は内容に応じ

て「本市新聞」、「教育与体育」、「経済新聞」の各欄に分けられ

掲載されている。欠号が少なく、印刷も鮮明であるため、利用

しやすい。

③『北京白話報』（1919.12.5 ～ 1938.9.5）

④『北京晩報』（1921.3.23 ～ 1924.2.29）

⑤『世界晩報』（1926.5.1 ～ 1949.2.5）

⑥『北平晩報』（1931.6.18 ～ 1937.8.11）

⑦『北平老百姓日報』（1932.9.1 ～ 1935.8.31）

以上 5紙はタブロイド紙であり、記事の量も少ない。しかし、

民衆の嗜好に迎合した記事も多く見られ、また、時には大新聞

がとても取り上げないような市井の些事も掲載している。こう

したタブロイド紙は庶民に好んで読まれていたため、発行部数

は非常に多く、当時の庶民がどのような記事を読んでいたのか

を考える上で貴重な史料であると思われる。
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5. おわりに

以上のように、20 世紀前半北京における演劇関連情報を収

集する上で慶應図書館所蔵の北京新聞は非常に有用な資料であ

る。今後、系統的に演劇関連記事・広告の抽出、整理作業を続

けていく必要があろう。

近年、中国の新聞・雑誌のマイクロフィルムは購入が比較的

注 6	 例えば北京の全国図書館文
献縮微複製中心は、1949 年
以前に中国国内で出版され
た新聞、雑誌などをマイクロ
フィルム化し、国内外に向
けて販売している。すでに
『1861 ～ 1949　中文報紙縮微
品目録』(1) 中国書籍出版社、
1993 年などの目録がある。容易になっている

[注 6]。そして日本

の大学や研究機関

がそれらを購入す

る例も増えている

が、収蔵情況の把

握が困難な情況に

ある。研究の効率

化を図るうえでも、

そうした情報の共

有化は必要であろ

う。
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京劇上演データベース構築の 

パースペクティブ

千田　大介

はじめに

近年の中国伝統演劇研究は、社会学や文化人類学的な方法

論・視点を導入し、演劇をとりまく社会環境を重視することで、

従来の審美学的な上演技術論や批評の枠にとどまらない、多様

な研究成果を生み出している。

しかしその一方で、それらの研究をささえるべき研究資料の

整理状況はといえば、いまひとつの感がある。例えば、新聞資

料に基づいた資料匯編のたぐいはいくつか出版されてはいるが、

総合的な資料索引やデータベースは未だに出現していない。中

国古典で文献の大半がデータベース化され、容易にアクセス・

検索できるのと比較すると、その立ち後れは明白である。

かかる観点から、中国都市芸能研究会では、民国時期の演劇

関連文献資料の収集およびデジタルデータ化を進めている。本

稿で報告する京劇上演データベースもその一環である。

以下、現在構築を進めている京劇上演データベースの目的と

概要を紹介するとともに、試験的に作成した評価版データベー

スに基づき、その研究上の有効性や問題点、将来的な展望につ

いて論じたい。

1. データベースの構想	

a) 目的	

我々が構築を進める京劇上演データベースは、何時・何

処で・誰が・何を演じていたのかをデータベース化し、京

劇の上演状況の検索および統計処理機能を提供するもので

ある。現在作成中のプロトタイプは、Windows‥XP 上で
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Microsoft‥Access‥2003 を用いて作成しているが、将来的には

PostgreSQL 等を用いて、オンラインデータベースとして公開

する計画である。

このデータベースによって、ある特定の日や劇場において、

誰が何を演じていたのかが容易に検索できるようになるので、

劇団・劇場・俳優に関する演劇学研究に大きく寄与するのはも

ちろん、例えば文学作品のコンテクスト研究、人物の伝記的研

究などにも幅広く活用できよう。

データベースの特色に、データ抽出条件を指定してさまざま

なデータを抽出できることがある。たとえば、ある俳優がどの

ような演目を演じていたのか、ある演目が誰によって演じられ

てきたのか、さらにはある劇場がどのように使用されてきたの

か、といった資料を切り出すことができるので、上演状況を通

時的かつ計量的に把握できるようになる。また、特定の期間に

絞って上演状況を検索・抽出することもできるので共時的な状

況の把握に有用であるし、何より、演劇上演の実態を計量的に

把握する途を開くものである。

以上のように、京劇上演データベースの構築は、京劇の歴史

を、具体的かつ計量的に研究する基礎資料を提供するもので、

完成の暁には研究の進展に大いに寄与するものと期待される。

b) 収録データの範囲	

京劇の上演に関する資料は、新聞・雑誌・専門書籍から骨董

店で売られる戯目単まで、非常に膨大である。これらを全てデ

ジタル化することは、もちろん不可能であり、データベースの

対象となる地域・時間・資料を絞り込む必要がある。

まず、データの範囲であるが、京劇が急速に発展を遂げた民

国時期の北京に絞ることとした。その上で、データベース化

する資料として、『五十年来北平戯劇史材後編』[注 1]‥（以下『後

編』）、および『順天時報』を選定した。

前者は、周明泰が編纂した清末から民国時期にかけての戯目

単をまとめた資料である。ただし、前言によれば、主に新作劇

初演時の戯目単を選んで収録したものであり、網羅的な資料で

はない。後者は清末から 1930 年にかけて北京で発行された日

注 1‥ 匯文閣書店、1932。台湾広文
書局本の影印本を用いた。‥
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本陸軍系新聞である。しかし、戯迷として知られた辻聴花が編

集に参画しており、長期間にわたって演劇面が設けられている。

本研究では、研究遂行の過程で『順天時報』に見える演劇資料

の抽出作業を完了しているが、その資料から同紙演劇面に掲載

された、掲載当日の演劇上演状況をまとめたコラム [注 2] を再抽

出した。同紙には海報も掲載されるが、掲載状況にむらが多く

また海報の趣向をこらした組み版が効率的なデジタル化に適さ

ないことから、今回は対象としなかった。

資料の電子化は、北京書同文数字化技術有限公司 [注 3] に委託

した。同社は、『四庫全書』・『四部叢刊』など豊富な文献デジ

タル化の経験を持ち、繁体字文献を効率的かつ安価にデジタル

化することができる。具体的には、対象資料の日付・劇場・役

者・演目など、専門的知識を有さなくともレイアウトだけで容

易に判別可能な要素についてXML形式でマークアップしても

らい、そうして完成したXMLデータを我々が再度校正・整形

した。

2. データベースの概要	

a)RDBの採用	

一口にデータベースといっても、さまざまな種類が存在する。

一般にイメージされるデータベースというと、カード型データ

ベースになるのではなかろうか。しかし、カード型はいうなれ

ば表計算ソフトのスプレッドシートのようなもので、項目リス

トが積み重なった、二次元的な構造にすぎない。このため、レ

コードごとに掲載できる項目数は固定になる。住所録や資料目

録のような単純なデータベースには向いているが、京劇上演

データベースでは、複数の演目がそれぞれ異なる役者によって

一回の公演の中で上演される、その全貌をデータベース化しな

くてはならない。このような、内部に一対多の関係のデータを

含むものは、カード型データベースでは処理しきれない。

そこで、京劇上演データベースの構築には、リレーショナル

データベース（RDB）を採用した。RDBとは、複数のテーブ

ルを関連づけることで、柔軟なデータベース構造を実現するも

注 2‥ 1915.8.18 ～ 16.4.4 は「梨園歌
舞」とのタイトルで、主要
劇場の上演演目・役者を掲
載 す る。1917.12.7 ～ 18.1.11
は、コラムのタイトルはなく、
各劇場の当日（一部数日後）
の上演演目・役者を掲載す
る。このうち 1917.12 前半は
広和楼のみを、後半から吉祥
戯院・広徳楼なども掲載する。
1918.1.12 以降は「舞台大観」
のタイトルで、主要劇場の演
目・役者を掲載する。‥

注 3‥ http://www.unihan.com.cn/‥
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のである。技術的には既に枯れたものであるといえよう。現在

構築中のプロトタイプには、Microsoft‥Access‥2003 を利用し

ている。将来的には、PostgreSQL などを利用して、オンライ

ンデータベース化する計画である。

データベースにはもう一つ、XMLデータベースという形式

がある。XMLデータベースでは、DTDでデータのツリー構

造や要素の数・形式等を定義し、データソースはXMLテキス

トとなるので、RDBでは複数のテーブルの組み合わせで表現

される階層構造を、一つのテキストデータに全て盛り込むこ

とができるなど、技術的には RDBよりも先進的なものである。

京劇DBの元データはXMLテキストとして作成しているので、

XMLデータベース化することも検討したが、作成時点では適

当なフリー XMLデータベースソフトが見あたらず、データ

ベースアプリケーションを構築する上で多大な手間がかかるこ

とが予測されたため、ひとまず RDB形式を採用した。この点

は、適当なXMLデータベースソフトが登場した段階で再検討

したい。

b) 上演・演目・劇目の階層化	

京劇上演資料の RDB化においては、上演と演目との関係を

適切に処理しなくてはならない。

民国時期の京劇公演は、一般的に、昼過ぎに前座の上演が始

まり、夜にかけてより名望の高い役者による中軸・圧軸へと進

んでいく。全体は、一つの劇場で一つの劇団によって演じられ

るのが一般的であり、一回の上演と見なされる。圧軸などの、

上演の中の一つのユニットでは、

単一の劇目が演じられることが

多いが、しかし中には複数の劇

目が演じられていたり、通し狂

言名を記さずに折子戯の名称を

列挙するような例もしばしば見

られる。

このため、京劇上演資料の

データベース化にあたっては、
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一回の上演全体と上演劇目に加えて、そ

の中間にユニットという概念を導入し三

階層に分けて処理する必要が生ずる。本

DBではそれを仮に「演目」と名付け、

上演・劇目とあわせて三種のテーブルを

作成した。演目テーブルの実体は、上演

テーブルの ID と上演テーブルの ID と

を一対多関係で関連づけるもので、具体

的なデータは含まれない。前ページの図

は、上演テーブルから、関連する演目・劇目・役者のデータを

表示させたところである。各テーブルの階層構造が見て取れよ

う。

このほか、連台本戯や記念公演など、複数の日に跨るシリー

ズ上演も想定されるが、それは、上演テーブルにメモフィール

ドを設けることで対応した。

その他の劇場やデータソースなどのテーブルは、元のXML

テキストデータを加工し切り出すことで、それぞれのテーブル

を作成し、他のテーブルと関連づけた。

c) 役者名・劇目の処理

役者名と劇目を処理する上で問題となるのが、異称の処理で

ある。上演資料の記述は、時に姓名、時に姓を省略した名の

みと一定しないし、程艶秋と程硯秋、周信芳と麒麟童のように、

同一人物が複数の呼称を有することも多い。誤字もしばしば見

うけられる。データベースの利便性を考えると、一つの名称を

指定するだけで、異称までも一括検索できることが望ましい。

この問題は、役者一人一人に ID 番号を付与し、その ID と

異称との対照テーブルを作成することで解決できる。本DBで

は次ページのような異称テーブルを作成した。

この例では、人名 ID:71 の役者に五種類の異称が使われてい

ることを表している。この人名 ID と異称 ID とを、劇目テー

ブル上で上演劇目と関連づけ、人名 IDの指定による異称の一

括検索を実現した。異称テーブルを介さずに検索すれば、ある

特定の名称標記のみを抽出することもできる。

テーブルのリレーションシップ
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ところで、上の例では、「幼・又」、「泉・荃・全」がそれぞ

れ同じ発音であることから、正式な表記はいずれか一つである

と思われる。また、姓を書かずに名前だけで記述されるケース

では同名の可能性を考慮して慎重に検討しなくてはならない。

今回、人名の同定にはひとまず『後編』の索引を参照したが、

異称問題については別途、周辺資料の詳細な調査・検討を通じ

て同定作業を進めていく必要がある。

劇目に関しては問題はより複雑である。劇目には、本戯（通

し狂言）としての名称と折子の名称とがある。例えば、「大保

国・探（嘆）皇陵・二進宮」が「大探（嘆）二」と略されたり

「龍鳳閣」と称されたりするし、折子戯として「大保国」だけ

が上演されることもある。問題は、本戯と折子戯との関係が、

かならずしもきれいなツリー構造にはならない、という点にあ

る。

例えば、データには「空城計」と記されたり「空城計代

（帶）斬謖」と記されたりする例があるが、どうも前者にも

「斬馬謖」を含むものがあったようである。つまり、「空城

計」というタイトルが、「失・空・斬」という本戯の名称、「空

城計」という折子戯の名称など、複数の意味で使われていた可

能性が高く、名称のみでは本戯・折子戯いずれの階層を示して

いるのか分からないのである。

この問題を完全に解決する方法は、まだ発見できていない。

現在のところ、劇目テーブルに時代・ジャンル・物語全体の名

称などのフィールドを追加し、一対一対応する別名の対照テー

ブル、多対多対応の関連劇目対照テーブルを作成することで一

括検索に対応し、実用上の問題を緩和する方法を考えている。

また、劇目テーブルに、文戯・武戯・流派などの情報を付加す

人名 ID 異称 ID‥ 名称（全）‥

71 77 王幼泉‥
71 78 王又荃‥
71 79 王幼荃‥
71 80 王又全‥

71 81 王幼全‥
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ることで、より多彩な検索も可能になろう。

3. 展望と課題	

a) 評価版による分析	

現在、Access‥2003 で作成した評価版データベースには、

『後編』のデータのみが収録されている。それをもとに、いく

つかの劇目・役者について統計を取った結果をいくつか紹介

する。『後編』のデータは網羅的ではないし、劇目の一括処理

テーブルも未完成であるので、あくまでデータベースの有効性

検証のためのサンプルに過ぎないことを、お断りしておく。

まず、上演回数上位七劇目である。数値は、1910 年より、

五年ごとののべ上演回数である。

上演劇目 合計 10 前 10 後 20 前 20 後 30 前
硃砂痣 82 9 35 22 11 5
艷陽樓 80 10 17 30 21 1
泗州城 74 4 18 24 21 7
胭脂虎 70 5 13 17 25 10
取金陵 63 6 13 21 20 3
馬上緣 62 4 28 24 3 3
草橋關 61 6 15 17 20 2

これらのうち、現在でもかろうじて演じられているのは「艶

陽楼」くらいではなかろうか。第一位の「硃砂痣」は、現在で

はまず演じられることがない。

次に役者ごとの上演回数。

名 合計 10 前 10 後 20 前 20 後 30 前
高慶奎 272 21 125 59 44 23
楊小樓 253 24 101 91 28 8
朱桂芳 243 20 110 50 58 4
郝壽臣 239 14 38 78 81 27
九陣風 238 22 50 88 44 34
梅蘭芳 226 31 118 49 21 5
王鳳卿 220 26 109 61 18 5
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四大老生・四大名旦が意外と少ないが、役者としての評価

と上演頻度とは必ずしも一致するものではないのかもしれな

い。あるいは、新作劇の初演時の戯目単を中心に収録するとい

う『後編』の編纂方針の反映と見るべきであろうか。

梅蘭芳と楊小楼の上演回数上位七劇目。

楊小楼 梅蘭芳
上演劇目 回数 上演劇目 回数
連環套 15 金山寺 7
戰宛城 11 醉酒 7
落馬湖 9 天河配 5
安天會 7 天女散花 5
長坂坡 7 汾河灣 5
艷陽樓 7 鄧霞姑 5
𧈢蜡廟 6 奇雙會 4

前の表に見える彼らの総上演回数にくらべて、いずれの劇目

も上演回数が非常に少ない。また、彼らの上演劇目の総数はそ

れぞれ 140・106 であり、劇目の同一視処理を行っていないた

め重複が含まれ可能性があるとはいえ、旧時の俳優のレパート

リーの広さがうかがい知れる。「𧈢蜡廟」「天河配」という応節

戯が入っているのも面白い。

もとよりデータの網羅性には問題のある『後編』ではあるが、

しかし以上のごく簡単な統計結果からも、現在とは相当に異な

る民国時期の京劇舞台の様子をうかがい知ることができる。京

劇データベースの演劇研究における有効性は、明らかである。

b) 収録データの量・分野の拡充	

現在、データベースの典拠に用いている『後編』および『順

天時報』は、一定の分量を持つものではあるが、しかしそれで

もデータ量はまだまだ足りない。前述のように、『後編』は網

羅的な資料ではないし、『順天時報』も圧軸相当の演目と各二

三人の主要役者しか掲載しないため、共演者や劇団などの情報

が十分に得られない。また、1930 年代以降のデータも含まれ

ない。このため、今後は収録データの質的充実と、収録年代の

拡大をはかっていく必要がある。
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コレクションブームに沸く中国では、骨董・古銭・切手など

ばかりでなく、文革グッズなどまでが蒐集の対照となっている。

当然、京劇の戯目単も重要なコレクションの一つとなっている。

潘家園などの骨董市では解放前のものも売られているが、しか

し我々日本人からしても購入が少々ためらわれるほど高くなっ

ている。

そのような世相を反映したのか、いくつかの戯目単の影印が

出版された。たとえば、『旧京老戯単』[注 4] や、首都図書館の

館蔵の戯目単を影印した『首都図書館蔵旧京戯報』[注 5] などが

ある。これらの資料は、京劇データベースの内容を拡充する有

力なデータソースとなろう。

収録地域の拡大が、もう一つの課題である。中国全土をカ

バーするのは非常に難しいが、しかし、京劇の一方の中心地で

あった上海、そして天津における上演状況は、是非ともデータ

ベースに取り込んでいきたいところである。

また、『順天時報』以後の北京の新聞における演劇記事の掲

載状況については、戸部氏の詳細な調査報告がある [注 6]。それ

らの新聞資料からの演劇関連記事の抽出・整理作業を行うこと

で、データベースのカバーする時期を文革前にまで拡大するこ

とが可能になると思われる。

c) 関連データベースの構築	

現在作成しているデータベースは評価版であるため、多くの

テーブルが作成途上である。例えば、劇場や劇団については、

上演 IDとの関連づけテーブルは作成されているものの、劇場

や劇団の情報を登録するテーブルはまだ作成していない。役

者・劇目の同一視・関連づけテーブルとともに、これらのデー

タテーブルの作成および充実が、まず第一の課題である。

しかし、これらの情報は、京劇データベースが基づいた資料

からは得られないものである。従って、別途情報を収集する必

要がある。最も簡便な方法は、著作権の切れた京劇概説書・辞

典の類を電子テキスト化し、必要なデータを切り出すやり方で

ある。今後、そのような書籍を選定し、データテーブルの充実

を図りたい。また、京劇関連の書籍を広くテキストデータベー

注 4‥ 中国文聯出版社、2004。

注 6‥「慶應義塾図書館所蔵民国時
期北京新聞資料紹介」（本報
告書収録）。

注 5‥ 学苑出版社、2004。
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ス化し、上演データベースと伝記資料・台本資料・用語解説な

どとをリンクさせることで、京劇総合データベースへの発展の

途も開けよう。

d) オープンデータベースとしての拡張	

ところで、我々は現在、過去の上演状況の把握に苦労をして

いるが、しかしながら、将来の研究者のために現在の上演状況

を記録・蓄積する努力を行っているかと言えば、はなはだ心許

ない。中国にいくつかある伝統劇サイトも、ニュースなどのド

キュメント、写真・音声・動画などの収集には熱心であるが、

しかし、上演記録や劇評などの蓄積は、ほとんどなされていな

い。

映画においては、例えば IMDb[注 7] のようなデータベースが

あり、基本的にはエンターテイメントを目的としているが、映

画・俳優の詳細、さらには売り上げや批評などの膨大なデータ

の蓄積は、学術的な使用にも十分耐えうるものであるし、なに

よりこのようなデータを同時代的に集積していくシステムは非

常に素晴らしいものである。

中国伝統劇に関しても、同種のデータベースが構築できない

ものだろうか。しかし、これは日本に住む我々にとっては、現

実的に困難な課題でもあり、現地の研究機関や個人との協力が

不可欠である。将来、京劇上演データベースをWWW上に公

開し、だれもがデータを登録できるオープンデータベースとし

て運用すれば、そのような活動の拠点として利用することも可

能になろう。

理想的な学術データベースとは、構築の過程で教育・研究効

果が得られ、作成されたデータベースからは従来にない新たな

知見が得られ、かつコラボレーションの拠点として利用しうる

ものであると、筆者は考えている。京劇データベースが、その

ような理想的な学術データベースとして完成できるよう、今後

とも努力を重ねていく所存である。

注 7‥ The Internet Movie Database。 
http://us.imdb.com/
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学術情報発信ツールとしての

Wiki

千田　大介

はじめに

Wiki や Blog の流行については、昨今、さまざまな雑誌など

で取り上げられており、容易に他のサイトと連携できるオープ

ン性と批評メディアとしての特質、サイト構築の簡便性など

さまざまな理由が指摘されているが、WWWの利用が定着し

情報の発信者・受容者ともに成熟した結果として、デザインに

凝ったサイトよりも実質的な情報を発信するサイトへの評価が

高まっていることも一つの要因なのではあるまいか。

そもそも学術サイトとは、大学の学科組織や研究会サイトで

あれ個人サイトであれ、第一に研究・教育に有用な情報を継続

的に発信し続けることが求められる。この点において、オープ

ン性と簡便性とを備えた情報発信ツールであるWiki は、まさ

しく学術サイトの構築に適しているといえよう。

かかる観点から、筆者は、各種Wiki クローンの多言語化を

進めるとともに、個人サイト「電脳瓦崗寨」［注 1］およびWeb

マスターをつとめる中国都市芸能研究会サイトをWiki に移行

させ、さまざまな学術情報の発信に活用している。小文はその

報告である。

1.Wiki の多言語・多漢字化

	1.1YukiWiki と UniWiki

日本で作成・配布されているWiki クローンの大半は、日本

語（Shift‥JIS や EUC-JP）にしか対応していない。このため、

Wiki を中国学用途に用いるにあたっては、多言語・多漢字処

理といういつもの問題をクリアしなくてはならない。

注 1‥ http://wagang.econ.hc.keio.
ac.jp/
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日本語版のWiki クローンは複数存在するが、Perl によって

記述されたものとしては、YukiWiki［注 2］が最も広く利用され

ている。しかし、YukiWiki は jcode.pl を利用する日本語 CGI

であり、多言語・多漢字ドキュメントを扱うのは難しい。その

ため、筆者がYukiWiki‥2.05 を UTF-8 化し多言語処理に対応

させたのがUniWiki である。最新版はβ 1.56 で、筆者のサイ

トで配布している。

実のところ、日本語の Perl‥CGI を UTF-8 による多言語

CGI に改造するのは比較的簡単である。文字コードを変換し、

HTMLヘッダ生成部分と jcode.pl 関連部分を調整するだけで

よい。スクリプト中に正規表現による置換部分がある場合は、

左辺にASCII コードの文字しか使えないという制限はあるも

のの、最新の Perl5.8 のみならず、Perl‥5.x で問題なく利用で

きる。UniWiki では、多言語混在ページに対応するため、文字

列の言語を

<span‥lang="xxx">

タグで指定できるよう整形ルールを追加している。最新のブラ

ウザでは、これによって表示フォントが当該言語のものに自動

で切り替わるので、Unicode で統合されている「骨」と「骨」、

「差」と「差」などの日中の字形差をも表現することができる
［注3］。

1.2	PukiWiki の UTF-8 化

PukiWiki‥は、PHP で記述された国産Wiki クローンである。

メニューバーを備えた洗練されたインターフェス、プラグイン

による豊富な機能と優れた拡張性を備えており、筆者もサイト

の運営に利用している。執筆時点での最新版は 1.4.3［注 4］。

PukiWiki には、UTF-8 化による台湾版が存在しているの

で［注 5］、それをベースに、HTMLヘッダ等の言語設定部分を

書き換え、日本語スキンファイル等をUTF-8 にコンバートす

れば、比較的容易に多言語化が実現できる。また、default.ini.

php に整形ルールの拡張設定が用意されているので、span タ

注 2‥ ‥ 結城浩氏作。http://www.
hyuki.com/。執筆時点での
最新バージョンは 2.1.2。

注 3	『漢字文献情報処理研究』第
3 号（好文出版、2002 年 ）
「WWWブラウザ」レビュー
（師茂樹）参照。

注 4	 http://pukiwiki.org/

注 5	 http://pukiwiki.kandix.idv.
tw/
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グによる言語指定なども簡単に追加できる［注6］。

ただし、PukiWiki は PHP‥4.1.0 以上でないと動作しないた

め、設置できないサーバも多い。その場合は、Perl ベースの

CGI を利用するしかなかろう。

2.Wiki による研究会サイトの構築

2.1 中国都市芸能研究会PukiWiki

中国都市芸能研究会は、近現代中国の都市における芸能とそ

れをとりまく事象について研究する、分野横断的な研究会であ

り、会誌『中国都市芸能研究』を毎年発行している［注7］。

中国都市芸能研究会サイトは、執筆時点では、三つの

PukiWiki から成り立っている。第一は一般向けの情報公開用

Wiki［注 8］。第二は焦循『劇説』Wiki［注 9］で、会読成果を公開

するとともに、後述するように古典戯曲総合データベースとし

て発展させていくことを計画している。第三は対外非公開の

会員専用Wiki で、整理中の各種資料や、名簿などの非公開情

報・個人情報などを交換する必要から設置している。

2.2 研究会サイトWiki 化のメリット

研究会サイトをWiki で運営することの最大のメリットは、

いうまでもなくサイト更新の負担を分散できることにある。

注 6	 改造の具体的手順については、
筆者のサイト（注 1参照）の
「PukiWiki 改造覚書」を参照
して頂きたい。

注 7	『漢字文献情報処理研究』第
3号「電子版学術雑誌をめぐ
る諸問題」参照。

注 8	 http://wagang.econ.hc.keio.
ac.jp/~chengyan/

注 9	 http://wagang.econ.hc.keio.
ac.jp/~chengyan/jushuo/

FTP によるサイト更

新では、パスワード管

理が不可欠である上に、

HTML・FTP 等の知識が

欠かせないので、勢い数少

ない電脳派の人がWeb マ

スターに指名され、更新負

担が集中してしまうことに

なる。一般的に、人文学・

中国学の領域では電脳人

材が豊富とはいえず、事務

作業の電脳化が進んだ昨今

は、限られた電脳派の人に

中国都市芸能研究会　PukiWiki
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仕事が集中する傾向に拍車がかかっているようである。このた

め、忙しさからサイトの更新頻度が低下する、更にはWeb マ

スターの異動によってサイトが死んでしまう、などという事態

がしばしば発生する。

現実的には、研究会・学科等を問わず、Web を通じた情報

の公開に理解のある人はごく少数であり、いかにWiki を利用

したところで、だれもが積極的にサイトの更新や情報公開を

始めるとは考えられない。しかし、Wiki は HTMLや FTP の

知識を必要としないので、インターネットに接続し BBS を利

用できる程度の PCスキルさえあれば、誰でも簡単にページの

更新や追加ができる。それゆえに、Web マスターは具体的な

ページ作成・更新作業を比較的気楽に会員に割りふることがで

き、サイトメンテナンスの負担を分散することができるのであ

る。ひいては組織全体の PCスキルや情報公開意識を向上させ

ることにも繋がろう。

また、PukiWiki ではファイルをページに添付してアップ

ロードすることができる。つまり、Web サイトを手軽にサー

バの共有スペースとして利用することができるわけである。こ

の機能を利用することで、写真や動画、Word・Excel のファ

イル等を共有することができる。

中国都市芸能研究会サイトでは、主に会員専用Wiki でこの

機能を活用している。全国に会員が散らばる研究会では、研究

例会等の欠席者との情報共有化が一つの問題となる。欠席者に

レジュメを一々郵送するのは非常な手間で、実現が困難であっ

たが、PukiWiki の添付ファイル機能を利用することで、基本

的にこの問題は解決された［注 10］。このほか、現地調査の記録

写真、校正中のテキストデータ、さらには各種申請書の共有

化・交換等にも利用している。

以上は、Wiki のコラボレーションツールとしての特性を生

かした利用方法といえよう。

2.3 研究論文の公開

a)	PukiWiki による人文学論文の処理

筆者は『中国都市芸能研究』誌の編集とデジタル化について

注 10	ただし、文献コピー資料をス
キャンしてアップする必要が
ある、という問題はのこる。
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紹介したことがあるが［注 11］、その際に『中国都市芸能研究』

PDF版のデータ容量が大きいという問題を指摘した。そこで、

論文データの公開に PukiWiki を用いることで、その問題の解

決を試みた。

前述のように、PukiWiki は非常に機能が豊富であるため、

人文学の学術論文に用いられる書式であれば、ほぼ問題なく表

現できる［注 12］。例えば、ページに画像を添付してアップロー

ドするとともに、任意の位置に読み込むことができる。表組み

では上下・左右のセルを結合させることもできる。また、丸

カッコ二つで文字列を囲うことで、脚注を追加することができ

る。注釈番号がアラビア数字に限られるなどの制限はあるもの

の、実用上問題ないといってよかろう。

ただ問題となるのが、見出しのレベルである。一般に国産

Wiki クローンでは、ページ中の子見出しのレベルは三段階ま

で（h2 ～ h4）の対応である。しかし、多少長めの人文学論文

であれば、四段階、あるいは五段階を越える見出しレベルが使

われることも珍しくはない。

この問題を解決するためには、PukiWiki そのものを改修す

る必要がある。具体的には、アスタリスクから始まる行を見

出しタグに置換する箇所、html.php の 316・323 行、および

注 11	注 7参照。

注 12	PukiWiki の 人 文 学 論 文
記 述 へ の 適 性 に つ い て
は、Puk iW ik i . o r g「Use‥
PukiWiki/ 論文だって書けち
ゃう」ページ参照。

convert_html.php の 168 行

に見える「3」を任意の数字

に書き換えればよい。例えば

「5」に書き換えれば、見出

しを五段階（h2 ～ h6）まで

利用できるようになる。

中国都市芸能研究会の刊行

物のうち、科研費報告書は

Word で、『中国都市芸能研

究』はAdobe‥InDesign で組

版している。Word ファイル

は、独自のテンプレートを用

意し、スタイル機能を用いて

『中国都市芸能研究』ページ
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各自作成したものである。従って、Word 上で書式を検索して

見出しや引用箇所の行頭に記号を挿入することで、Wiki の整

形ルールに従ったテキストに変換することができる。InDesign

の場合は、データを独自タグ付きUTF-8 テキストで書き出す

ことができるので、それらのタグを置換すればよい。

脚注はもとの InDesign データでは本文とは独立したストー

リーに配置されていたが、さしたる量でもなかったため、二重

括弧を付けて本文に埋め込む作業は手で行った。

Wiki は、ディレクトリや階層構造を持たないために、作成

したページの整理やアクセスにとかく困難がつきまとうのだ

が、PukiWiki ではその対策としてページ名の階層処理と、サ

ブメニューという機能が用意されている。ページ名の階層処理

は、「分類名 /ページ名」と命名することで、ページをカテゴ

リ分類する機能である。階層は何段階にも分類することができ

る。サブメニューは、「分類名 /SubMenu」というページを作

成し、「MenuBar」に「#includesubmenu」と記述することで、

分類名が含まれるページを開いたときに、メニューバーにサブ

メニューが表示される機能である［注13］。

論文データの公開に際しては、この機能を活用し、「『都市芸

研』第一輯 /論文タイトル」というページ名でページを作成し、

サブメニューとの連繋によってアクセシビリティーの向上をは

かった。

b) 利点と問題点

人文学の学術論文の公開では、PDF、あるいはWord など

のワープロソフトからエクスポートしたHTMLが使われるこ

とが多い。しかし、前者にはファイルサイズが大きくなるとい

う問題が、後者には独自のタグが大量に付されてしまいアクセ

シビリティーの高いシンプルなHTMLの生成が困難であると

いう問題がそれぞれ存在する。

Wiki では、Word や DTP ソフトのスタイルを検索し置換・

整形することで、比較的簡単にWiki データを作成することが

できる。しかも、Wiki に登録してしまえば常にシンプルかつ

正確なHTMLが生成されるので、HTMLに比べて作業の手間

注 13	以上の機能については、
PukiWiki.org のプラグイン解
説参照。
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をかなり低減できる。全文検索機能が利用できるのも嬉しい。

ただし、Wiki ページが増えるに従い、検索速度が遅くなると

いう問題はある。

学術研究では常に研究が深化し新たな資料が発見されつづけ

る以上、研究論文にも本当の意味での完成はありえないし、い

かに万全を期しても、それでも誤りや校正漏れが発生すること

は避けられない。この点、Wiki による公開には、論文を容易

に修正できるというメリットがある。

ただし、学術論文のデータは、それぞれの著者の研究業績で

あり、改訂・書き換えは著者の責任のもとに行われなくてはな

らないので、不特定多数による書き換えが可能な状態で公開す

るのには、些か危険がともなう。このため論攷に関しては、部

外者が更新できないよう、パスワードによるロックをかけてい

る。

ページのロックを解除し、ページに閲覧者が掲示版の感覚で

コメントを書き込めるように一行コメントを付け加えるなどす

れば、閲覧者とのオープンな対話によって論文を更新していく、

つまり知的生産の場としてWiki を活用することも可能になろ

う。もっとも、Wiki には悪意ある書き込みや改竄・ページ消

去などのリスクがどうしてもつきまとうので、運用方法には工

夫が必要となる。また、論文は引用されるものであることを考

えれば、頻繁な書き換えに適さない面もあるし、書き換えが数

次にわたる場合のバージョン管理問題もある。この点は、今後

の課題である。

2.4 電子テキストと会読成果の公開

a)『劇説』Wiki

『劇説』は、清代中期の人、焦循の手になる全六巻の筆記小

説である。歴代の戯曲・演劇の作品・作家と上演に関する記事

を編纂したもので、中国古典戯曲を研究する上で最も重要かつ

根本的な資料であり、中国古典戯曲史の大半は同書をもとに記

述されているといっても過言でないほどである。

『劇説』の排印本は数種類刊行されているが、しかしなが

ら、引用文献の原典を一々確認して校訂を加えたものは存在
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しない。そこで中国都市芸能

研究会では、同書を会読し

て校注を施すとともに邦訳を

すすめており、その成果を逐

次、「『劇説』校注　附：訳注

稿」として『中国都市芸能研

究』誌上に発表している。焦

循『劇説』Wiki は、それを

PukiWiki 上に公開したもの

である。

b)　Wiki データファイルへ

の加工

『劇説』Wiki は InDesign

で DTPしたデータを元にしたものであり、作成しなくてはな

らないWiki ページは、本文・訳文・注釈あわせて数百ページ

にも及ぶ。このため、データを手作業で一々Wiki に登録する

のは現実的ではない。

多くの国産Wiki クローンでは、各ページのデータはテ

キスト形式で保存され、ファイル名はタイトルの文字列を

文字コード番号に変換したものになる。例えば、UTF-8 を

使用している場合、「元曲」というタイトルのファイル名は

「E58583E69BB2.txt」になる。このファイル名は、Perl スク

リプト等を用いて容易に生成することができる。

さて、紙版の『劇説』校注では、校訂済み原文に中国語の注

釈を、校注・戯曲用語注・作品名注・人名注などに分類して付

し、その後に日本語訳と訳注とを掲載する形になっている。注

釈を内容ごとに分類したのは、歴代の戯曲資料をひろく収集し

た『劇説』の全編に施した注釈を抽出・加工することで、簡明

な古典戯曲辞典や用語集を作成しうるものとの見通しを持って

おり、将来的な再編集の便を考慮したものである。

作業は、InDesign からエクスポートした InDesign タグ付き

テキストデータをもとに、まず EmEditor［注 14］を用いて不要

な InDesign タグの除去などの加工を施した。その上で本文・

『劇説』Wiki

注 14	EmEditor については、『漢
字文献情報処理研究』第 4号
（好文出版、2003 年）「テキ
ストエディタ」レビュー（山
田崇仁）参照。なお、バージ
ョン 4 で UTF-8 の正規表現
検索・置換・Grep 等に対応
した。入手先は http://www.
emeditor.com/jp/
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注釈・訳文などを、それぞれ別ファイルに抽出した。

注釈のうち校注と訳注とは、それぞれ原文・日本語通釈に脚

注として埋め込んだ。その他の注釈は、リンクの便を考え、そ

れぞれ独立したページに加工した。まず見出し語が重複するも

のの内容を調整し、他の脚注を参照するだけのものを削除し

た上で、Perl を用いて見出し語ごと、つまりは一行ごとに別

ファイルに切り出し、Wiki データを生成した。注釈は、本文

中から容易にリンクできるよう、それぞれの見出し語をファイ

ル名とした。

本文と訳文は、校注・訳注を脚注として手作業で埋め込

み、やはり Perl を用いて記事ごとに別ファイルに切り出した。

ファイル名は、本文については記事の通し番号、訳文につい

ては「通し番号 /通釈」とし、対応する本文と訳文との間を容

易に行き来できるよう、それぞれのページへのリンクを付け

加えた。日本語Wiki クローンでは、一般に二重のブラケット

（[[]]）で囲んだ字句には、その字句をタイトルとするページ

へのリンクが設定されるので、リンクの設定は容易である。そ

れを利用し、本文・訳文に現れる注釈の見出し語についても、

各注釈にリンクするよう一括置換した。

こうして作成されたデータを PukiWiki のデータディレクト

リにアップロードし、パーミッションを変更してユーザーにも

書き込み権限を与え、『劇説』Wiki の公開作業は完了した。

c)	ハイパーテキスト化の方法としてのWiki

『劇説』Wiki では、メニューバーの目次に従って各記事を

閲覧する。表示した記事本文中のリンクをクリックすれば、注

釈にジャンプできる。また、多くのWiki クローンはページタ

イトルをクリックすることで、そのタイトルをキーワードとし

てWiki ページを全文検索する機能があるので、注釈の立てら

れた語彙の出現箇所を一覧しジャンプすることもできる。

このように『劇説』Wiki は、ハイパーリンク等の機能に

よってテキストのリニアな構造を解体した典型的なハイパーテ

キストとして成立している。ハイパーテキストは、WWWの

登場とともにその革新的意義が盛んに喧伝されてきたが、中国
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学の分野では、コーパスこそ構築が進んでいるものの、学術的

に有用なハイパーテキストはほとんど存在しないのが実情であ

る。その理由は、HTMLファイルの本文に一々ハイパーリン

クを張り込むのは手間がかかるし、また漢字のファイル名が利

用できないのでファイル名を一々考えるかあるいはスクリプト

で一括処理するしかなく、ある程度のレベルの電脳スキルが必

要になってしまう、という点に求められよう。

『劇説』Wiki では、既存のテキストに基づいて作成したた

め、Perl スクリプトによる一括処理でWiki データファイル

を生成した。しかし、会読の成果を整理・公開する場として

Wiki を活用し、徐々にコンテンツを構築していくのであれば、

二重ブラケットで本文の語句を囲い、注釈の見出し語をファイ

ル名にしてページを作成すればいいので、さほどスキルの高く

ないユーザーであっても十分に対応できる。ゆえに、学術・教

育に役立つハイパーテキストサイトを容易に構築しうるツール

として、Wiki は非常に有用であるといえよう。

d)	今後の拡張計画と問題点

前述のように、『劇説』校注は、将来的に中国古典戯曲・

演劇の小辞典として加工することを目指している。これは、

Wiki に注釈語彙の索引を設置することで、ほぼ実現できので

はないかとの見通しを持っている。

現在、『劇説』Wiki には、中国都市芸能研究会が書同文公

司に委託入力した中国古典戯曲作品の解題目録、『曲海総目提

要』を仮に登録してある。『曲海総目提要』は、校正や異体字

の統一作業が完了していないし、リンクの埋め込みも完全では

ない。しかし、まがりなりにも『劇説』と『曲海総目提要』と

いう古典戯曲研究における重要資料がWiki 上で有機的に結合

されているので、例えば『劇説』の本文上の「王實甫」リンク

をクリックして注釈に移動し、注釈本文からさらに「西廂記」

注釈に跳び、さらに「西廂記」の含まれる全てのページを検索

する、というような使い方が可能なのであるから、現状でも十

分、研究・教育に利用しうるものと思われる。

今後、『劇説』校注の作成を進めるとともに、さまざまな古
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典戯曲資料や各種目録などのデータをWiki に登録し、相互に

連携させることで、総合的な古典戯曲研究データベースとして

発展させていく計画である。

ただ、前にもふれたように、PukiWiki や YukiWiki では、

ページ数が増えるにつれてページの表示や検索の速度が極端に

低下するという問題がある。今後、Wiki から HTMLファイル

を生成させる、あるいは SQL を用いたサイト管理システムを

導入するなどの対策が必要になるかもしれない。

また、『劇説』では本文は繁体字、訳文は常用漢字を採用す

るため、本文と訳文との連携が必ずしも十分ではない。異体字

や類義語の一括検索の実現も、今後の課題である。

終わりに

以上のように、学術情報発信にWiki を活用する試みは、現

時点では一定の成果を上げている。従来から指摘されている

コラボレーションツールとしての適性もさることながら、ハイ

パーテキスト構築ツールとしても有用であることは、Wiki の

人文学分野における応用の可能性を示している。

しばしば指摘されているように、日本国内の研究・教育組織

あるいは研究者個人のWWWを通じた情報発信は、全体とし

てまだまだ立ち後れている。そのような状況を緩和する手段と

して、Wiki は一つの有力な選択肢となろう。
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デジタル化テキスト一覧

千田　大介

本研究の遂行にあたっては、コンピュータを活用した演劇・

文化研究の効率化をはかり、関連文献のデジタル化を進めた。

以下は、その一覧である。

残念ながら、科研費支給額が当初申請よりも減額されたこと

から、アルバイトによるデータの校正を十分に行うことができ

ず、まだ公開できる状況にないものが大多数である。それらの

整理・公開作業は、今後順次進めていく予定である。

伝統劇関連

『中国劇』　辻聴花

『五十年来北平戯劇史料（下）』　周明泰

『都門紀略中之戯曲史料』　周明泰

『道咸以来梨園繋年小録』　周明泰

『順天時報』所見京劇上演資料

『晩清文学叢抄』小説戯曲研究巻

『清代燕都梨園史料』

古典戯曲関連

『顧曲塵談』　呉梅

王国維戯曲論著

『曲海総目提要』

『伝奇匯考』
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初出一覧

本報告書に収録した論著の多くは発表済みのものであるが、収録にあたって必要に応じて加

筆・修正されている。以下、それぞれの初出誌を掲げる。

『西遊記』影巻加格達奇抄本をめぐって（山下）‥………………『中国都市芸能研究』第一輯（好文出版、2002）

華北旧皮影戯初考（千田）‥…………………………………………『中国都市芸能研究』第二輯（好文出版、2003）

『燕影劇』の編集をめぐって（山下）‥……………………………『中国都市芸能研究』第三輯（好文出版、2004）

芸術研究院戯曲研究所所蔵影巻目録（山下）‥……………………『中国都市芸能研究』第二輯（好文出版、2003）

2002 年度新収皮影影巻目録（千田）‥………………………………『中国都市芸能研究』第一輯（好文出版、2002）

山西皮影戯研究の現状と課題（千田）‥……………………………『中国都市芸能研究』第一輯（好文出版、2002）

梁全民氏と晋中皮影戯・木偶戯（山下）‥…………………………『中国都市芸能研究』第二輯（好文出版、2003）

山西省戯劇研究所所蔵皮影戯劇本目録稿（千田）‥………………『中国都市芸能研究』第二輯（好文出版、2003）

2004 年度新収皮影影巻目録（山下）‥………………………………『中国都市芸能研究』第三輯（好文出版、2004）

2002 年度山西・江蘇・湖北等寺廟調査報告（二階堂善弘）‥……『中国都市芸能研究』第二輯（好文出版、2003）

2004 年度山西・北京寺廟調査報告（二階堂善弘）‥………………………………………………………（書き下ろし）

山西省図書館・天津図書館利用案内（戸部）‥……………………『中国都市芸能研究』第二輯（好文出版、2003）

国劇概念の変遷（平林）‥………『中国都市芸能研究』第一輯（好文出版、2002）※原題：台湾における国劇概念

慶應義塾図書館所蔵民国時期北京新聞資料紹介（戸部）‥………『中国都市芸能研究』第二輯（好文出版、2003）

京劇上演データベース構築のパースペクティブ（千田）‥………『中国都市芸能研究』第三輯（好文出版、2004）

学術情報発信ツールとしてのWiki（千田）‥…………………『漢字文献情報処理研究』第 5号（好文出版、2004）




