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 創刊の辞 

このたび、中国都市芸能研究会待望の機関誌、『中国都市芸能研究』を創刊する運びとなった。

これも、原稿執筆や編集作業にご尽力いただいた会員諸氏の情熱の賜物である。この場を借りて

改めて御礼申し上げたい。

中国都市芸能研究会の歴史は 1995 年に遡る。当時大学院生であった平林・竹越（現鹿児島大

学）・千田が雑談するうちに、中国の伝統芸能を共同で研究する組織がほしい、作ってしまおう、

ということになった。農村芸能に比べて研究が遅れた感のある都市の芸能のあり方を横断分野で

多角的に研究するというコンセプトのもと、関東地区の文学・史学・哲学・演劇学などを専攻す

る大学院生から参加者を募り、1996 年 4月、中国都市芸能研究会は発足した。その後、全国各

地に徐々に会員を増やして現在に至っている。

中国都市芸能研究会の会員の多くは長期の中国留学を経験しており、その現地体験を研究の基

盤としている。それゆえに、本会は現地調査の実働部隊的な性格を帯びており、毎年数次の現地

調査旅行を実施して新たな資料の発掘に努めるとともに、中国の芸人や現地研究者のネットワー

クを広げてきた。

本会の研究活動の成果として公刊されたものに、『近代中国都市芸能に関する基礎的研究』（平

成 9― 11 年度科学研究費基盤研究 (C)）成果報告論文集がある。これにとどまらず、本会の例

会では毎回、現地調査の報告や会員の専門分野に関する研究報告が行われ、活発な議論が展開さ

れている。本誌は、それらの研究成果や情報を研究会内部だけに留めずに広く公表する媒体とし

て着想された。本誌の記事が主に研究ノート的な論攷や資料紹介、会読の成果報告から成り立っ

ているのはこのためであるが、しかし、一定以上の学術的水準をもつものと自負している。

本会は情報化への対応を特色の一つとしており、発足当初より会員間連絡にメーリングリスト

を活用し、WWWを通じて研究会の情報を発信してきた。本誌の創刊にあたり、最先端の DTP

技術を用いて、Web 版・CD-ROM版・紙版の複合という新しい出版型式を試みることができた

のも、会員諸氏の高度な電脳スキルの裏付けがあったればこそである。

本誌の刊行が中国学の発展にいささかなりとも寄与することができれば、それにまさる幸せは

ない。

本号編集担当　慶應義塾大学経済学部

千田　大介
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周信芳評価の一側面
－ 1930 年代の資料から－

藤野　真子

１

周信芳（1895 ～ 1975）の中国京劇史におけるポジション

はなかなか興味深く思われる。その理由としてまず、京劇の本

拠地たる北京ではなく上海を生涯の活動拠点としていたこと、

そして殊に歌唱技術が批評の主要対象となる老生として、あえ

てしぐさ・科白を中心とした「做工老生」の道を選んだ－悪

声のため選ばざるを得なかった－ことが挙げられよう。こう

した大きな負の要素、特に長らく酷評された声質の問題を抱え

つつも、解放後の彼はかの梅蘭芳と並び、京劇界二大巨頭の一

人としての地位を確固たるものにした。突出した扱いを受けた

原因には、早くから田漢など左翼系知識人と接触があった、演

劇界における北京と上海とのバランスが考慮された等いろいろ

な理由が考えられるが、大衆的な人気があり、京劇の改革者と

して注目を浴びてはいたものの、周信芳を京劇界全体の頂点と

見做す共通認識が全国レベルで形成されていたとは言い難い。

現にこんにちでも、北方で麒派が特に尊重されているとはとて

も思えない［注1］。また同世代の老生全般を見渡しても、より安

定した舞台評価を受けていた人物は他に幾人か存在する。

では、周信芳の演技水準が彼らより劣っていたのかというと、

決してそうではない。むしろ、こうした背景を持ちながら最上

級の扱いを受けることに異論が出ないほど、周信芳の舞台は幅

広い層に受容され、支持されていたのである。同時にそれは、

歌唱にすぐれてこそ京劇老生という従来からの根強い捉え方に

変化が表れた、ということでもある。今回、彼がそれだけの位

注1 伝承者が極めて少なく、注目
度が低いという事情をまず考
慮すべきだが、筆者の個人的
経験として、周信芳ではなく
他の北方老生を研究するよう、
現地の京劇関係者に勧められ
たことを紹介しておきたい。
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置へ至るに相応しい評価を得ていた事実を、解放前夜の新聞・

雑誌記事を紹介しつつ、見ていくことにしたい。

周信芳が初舞台を踏んだのは、その芸名「麒麟童」が「七齢

童」の誤記（呉方言では「lin/ling」の区別がない）から来て

いることから分かるように、幼年期のことだと思われる。また、

少年期に北京の喜連成（後の富連成）に身を置き、公演活動に

参加したことも確かなようである［注2］。その後、上海にて本格

的な職業俳優としての道を歩み始めるが、ここで参考として当

時の劇評を一編紹介してみたい。

……しぐさはしっかりしていて気風は人に勝るが、ただ

白鬚生（白い鬚を付ける役柄）に扮したときは怒気が激

しすぎていただけない。のど

がかれ、声もしわがれていて、

潘月樵と同じ欠点がある。紗

帽（官僚）に扮するのがいち

ばんしっくりしていて、『打

厳嵩』の鄒応龍、『清官冊』

の寇準、『群英会』の魯粛、

『白門楼』の陳宮、『八大錘』

の王佐、『御碑亭』の王有道、

その人物を表すに情理を尽

くすさまは、非常に的確な

ものである。

（玄郎「滬伶演最相宜之角色」

『申報』1912 年 10 月 2日）

このとき周信芳は二十歳前だが、

上記文章に見られる演目は『打厳

嵩』を除いて純粋な做工戯ではな

い（いずれの演目も歌唱と共に科

白またはしぐさを重視する）上、

後日の常演演目ではないことから

注2 唐白弢『富連成三十年史』
（白化文修訂、2000 年同心
出版社。原著は 1933 年出
版）「搭班学芸之学生」

『名伶秘本　麒麟童拿手傑作彙
編』（1939 年醒民出版社）の口
絵
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（『群英会』は時に演じた）［注3］、まだ試行錯誤の段階であった

ことが分かる。実は、同時期の『申報』は周信芳の演技に関す

る情報を比較的多く提供しており、ほかにも「一語一語が冷

厳で深みがある」（健児「『収関勝』『悪虎村』『打厳嵩』」 1912

年 9 月 6 日）、「（黄天覇を阻止する場面で）溌剌と飛びあが

り、身のこなしも機敏。機を得て勢いを得る様は、非常に引き

締まっていた」（玄郎「麒麟童之『八蜡廟』及金秀山之『穆柯

寨』」 1912 年 12 月 23 日）などといった評語を見ることがで

きる。もっとも、この時期の評語は『申報』に限らず、「神気

勝人」「入情入理」など常套句がまだまだ多用されており、演

技の独自性にかかわるような詳細かつ具体的な表現をこれらか

ら拾い出すことは難しい。

２

1920 年代前半は長期の北方巡演活動を行うなどの影響で、

地元上海で記事になることの少なかった周信芳だったが、後半

になると次第に注目を浴びるようになる。とはいえ、新聞広告

における連日の派手な宣伝文句などから推定される大衆的な人

気に比して、劇評など舞台そのものへの言及頻度は未だ高いと

は言えない。例えば、当時出版状況が充実し始めていた演劇専

門誌において最も有力なものの一つに、『戯劇月刊』（劉豁公・

鄭過宜主編、1928 ～ 31 年）が挙げられるが、周信芳に関す

る文章はほとんど目にすることが出来ない［注4］。時に取り上げ

られることがあっても、肯定的評価を与えているものは少な

い。しかし筆者は、拙論「周信芳と『梨園公報』」（『野草』60

号 1997 年 8 月、中国文芸研究会）で論じたように、いわゆ

る「麒派」の確立期をこの 1920 年代末から 30年代初と考え

ている。この時期に周信芳が行った多様な活動のうち、新歌劇
［注5］『潘金蓮』（田漢・欧陽予倩らと共同演出）の上演（1927

年）、上海伶界聯合会の機関紙『梨園公報』への寄稿（1928

～ 31 年）、連台本戯『封神榜』の商業的成功（1929 ～ 31

年）などは、いずれも彼の舞台生活における最大のメルクマー

ルと目されるものだからである。特に注目すべきは『梨園公

注3 周信芳の魯粛については、
楊貌「麒派魯粛」（『周信芳
芸術評論集』1982 年中国戯
劇出版社 315 ～ 316 頁、原
載『新民晩報』1961 年 6月
13日）に紹介されている。

注4 ただし『封神榜』に関しては、
同誌第 1巻第 9期（1929 年
3 月 10 日）に周信芳の伯邑
の演技に関する文章が掲載さ
れている。さらにこれに先立
つ 1928 年 8 月 30 日の『申
報』に、劉豁公は「天蟾舞台
『封神榜』之特色」という一
文を寄せている。

注5 『潘金蓮』の演劇としての形
態については、拙論「欧陽
予倩『潘金蓮』論」（『中国学
志』同人号 1998 年、大阪市
立大学中国学会）を参照。同
時代の記録には「京劇」「話
劇」双方の呼称が用いられる
が、田漢は「新歌劇」と称し
た。
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報』に掲載された二十余篇の文章で、自身の芸に対する直接の

言及こそないものの、上海京劇における名優・名劇の紹介など

史料的なもの、海派京劇俳優としての京劇改革論、さらには演

劇そのもののあり方への提言など内容的に多岐に渡り、伝統劇

に対する当の俳優自身の考えを知るための貴重な資料となって

いる [注 6]。

さて、これに続く 1930 年代以降が周信芳の円熟期・安定期

であり、冒頭で述べた彼のポジションに対するコンセンサス

はこの時期に確定したと考えられる。観客レベルでは、麒派の

演技を愛好する層－「麒迷」の登場が挙げられるだろうし、新

聞紙上での「伶界泰斗」（『申報』「麒麟童先声奪人」1935 年

4 月 11 日）、「伶界革命鉅子」（同、「麒麟童将演『王宝釧』」

1935 年 7月 1日）などいった冠称からも、彼の京劇界におけ

る位置がどれほどのものであったか容易に見てとれる。また雑

誌においても、『戯劇週報』(1936 ～ 40 年、王雪塵主編、上

海戯劇週報社発行 ) では「麒麟童専号」という名で周信芳の特

集が組まれるなど、積極的な紹介・評価の文章が多数掲載され

るようになる。

世人で未だ麒の芸を理解していない者は、彼を何かと貶

めるが、惜しむらくはみなもっともなようでそうではな

かったり、理解に誤りがあったりするものなので、私は

これを糾さずにはおれない。麒麟童の唱は、しわがれ声

であるがゆえに調子が外れることもあるが、響きは味わ

い深く、聞いて激賞しない者はない。『追韓信』『跑城』

などのレコードが十何万枚も売れているのがその確かな

証拠である。（中略）そのしぐさは、深みがあり精緻で、

この世に並ぶ者がないと言ってもよい。すぐれた目つき、

伴奏にピッタリ合った一挙手一投足、「圓場」のおちつき、

脚運びのおもおもしさ、「理鬚」「捽鬚」の美しさ、「搶

背」「吊毛」「僵尸」の確実さ、「靠把」での武功の老練

さ、「翻袖」「踢袍」のきっぱりした様子、これらいずれ

もが未到の境地に達しているのである。数年前の芝居は、

注6 『梨園公報』の周信芳執筆記
事目録等に関しては、本文中
に紹介の拙論「周信芳と『梨
園公報』」を参照。
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まだオーバーアクションに流れ

がちであったが、昨年捲土重来

ののちは、もはや名人の域に達

していると言っても良く、完全

に荒さが抜けている。もし、彼

は気負いすぎだなどと言う者が

いれば、その人は最近の麒麟童

の芝居を見ていないに違いない、

と断言できる。

（白雪「麒麟童芸術我観」

『戯劇週報』第 1巻第 6期 

1936 年 11 月 14 日）

欠点とされていた声質に味わい深

いものとして肯定的な評価が与えられ

ているなど、この文章は一見、単なる

ファンの熱烈な賛美のような感がある

が、著者としては京劇改革の第一人者

としての周信芳を大まじめに論じてい

るのである。ちなみにこの雑誌の執筆陣は、演目の来歴や舞台

上の決まり事に関する詳細な知識の保有を自負する、いわゆる

伝統劇専門家とはやや異なる層で構成されているようである。

ゆえに知識水準にはばらつきがあり、全てを専門家の視点か

ら論じたものとは見做し辛い。しかし、他のメディアの論調も

おおむね類似したものであり、こうした空気が伝統劇専門家ら

の発言に影響を与えた可能性がある。一例として、上海芸術研

究所研究員の高義龍氏の弁によれば［注7］、1930 年代に活躍し

た劇評家の張古愚は、当初京劇の伝統の保存を目指し海派京劇

全般に対して批判的であったが、やがて周信芳の芸の前に「屈

服」したのだという。彼に限らず、京劇専門家・劇評家を自認

する一群の人々は、一部を除きかなり早い時期から上海京劇全

般に嫌悪感を表していた。そして前述のように、老生俳優とし

て型破りであった周信芳に対しては、手厳しい非難か、あるい

『戯劇週報』「麒麟童専号特集」
の目次

注 7 1997 年 8月同氏へのインタ
ビューによる。
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は無視のいずれかの態度がとられていたが、高氏の言は彼らの

軟化あるいは転向を裏付けるものであるといえよう。

ここで実際に、張古愚の周信芳に対する評論二篇を比較する

ことで、評価の変遷を見ていくことにする。

最近、各地の平劇（京劇）を愛護する方々から、本刊に

「つとめて『三害』を除け」［注8］とのお便りが届いている。

三害とは、馬連良・麒麟童・程硯秋のことである。馬・

麒・程をなぜ除かねばならないのか、当然相応の説明が

なければならぬだろう。（中略）……麒麟童のしぐさだ

が、『一棒雪』などにあっては、適材であると言えよう。

『四進士』では、オーバーアクションに過ぎるように思

う。宋士述（傑？）は怒気の抜けきった憎たらしい訴訟

代行人であり、切れ者で陰険なのはよろしいが、怒りが

チラチラ見えるのはよくないのだ。「害」は「做」にあ

るのではなく、「唱」と「白」、つまりしわがれ声で、一

語一語に力が入っていることにある。『別窰』は、「非戦

主義」の唯一の佳作で、若い夫婦が生き別れにならんと

する嘆きの場面を描いたものである。平貴に扮する者は、

低くおだやかな声で唱ってはじめて悲惨な様を表現する

のがよいが、麒麟童は慷慨してそこからはみ出てしまっ

ているので、辻褄があわなくなっている。また、いくつ

かの科白は、いたるところで平仄を取り違えている。こ

の際、怒気は小さなことだ。人はそれを以て「二易」と

する。学び「易」いものは歓迎を受けることもた「易」

い。ついには「蓮花落」［注9］のように、長江流域で盛ん

に行われるようになるのである。内地で俳優を招聘する

とき、看板役者は必ず麒派のしばいを唱えるものを選ぶ

し、甚だしくは滑稽劇団と契約することもまたおなじこ

とである。……

（「後台」　『戯劇旬刊』第 12期 1936 年 6月 2日）

この文章では周信芳の演技について、基本的に否定的なトー

注８　原文は「除三害」、同名の演
目にかけたもの。

注9 本来、曲芸の名称として蓮花
落が指す範囲は幅広いが、こ
こでは東北の蓮花落から発展
し、上海でも人気を博した評
劇を指すと思われる。
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ンで語ることに終始しており、やはり歌唱にすぐれてこそ老

生という観念が根強いことを窺わせる。また注目すべきは、做

工老生としてしぐさと並んで重要な科白に対して、「過剰であ

る」として辛辣な批評がなされていることである（もっとも、

これは周信芳批判では非常に多く見られる言辞である）。ちな

みに『戯劇旬刊』（1935 ～ 37 年、上海国劇保存社）の編集に

は、鄭過宜・張肖傖ら著名な劇評家が当たっているが、張古愚

は創刊号から精力的に文章を発表しており、リニューアルされ

て『十日戯劇』（1937 ～ 41 年）と名前が変わると編集の一端

をになうまでになる。次に引用するのは、三年後同誌に掲載さ

れた文章である。

「面に芝居あり」。つまり眼に生気があれば、眼からエ

ネルギーが出でて、「面に芝居がある」ようになるのだ。

両眼による表現がなければ、決して面に芝居をみること

はできない。周信芳の目つきは大変すぐれている。彼を

持ち上げるものはみな「背に芝居あり」というのが好き

なようだが、私は「周信芳の目は語ることができる」と

のたとえには及ばぬと思う。瑞徳宝によると、譚鑫培が

もともと「烏龍院」を演じようとしなかったのは、自身

の目が小さすぎて眼力が足りないことを知っていたから

だという。惜姣が「宋江よ、宋江、私はあんたみたいな

まぬけを……」というせりふを言うときの、（宋江の）

こなしでの目つきは廬台子（勝奎）に及ばない。だから、

廬台子が死んで何年も経ってから譚ははじめてこの劇を

演じたのだという。周信芳の眼は、喜・怒・哀・楽の外

にも、驚き・おだやかさ・落ち着き・荒々しさ、全てを

説明することができる。ただ惜しいことに、斜視が非常

に多い。

（「談周信芳之好処（下）　六、眼神」　『十日戯劇』

第 2巻第 15期 1939 年 6月 30日）

    

先の文章に較べると、その題名が示すように周信芳の演技を
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肯定的にとらえようとする姿勢が現れている。張古愚による周

信芳評価の転向がこの三年の間に行われたのかどうかは、未だ

想像の域を出ない。ただ、少なくとも京派のみ支持する「劇評

家」らの文章に見られた「正宗」意識から解き放たれつつある

ことは見てとれる。

彼のような伝統劇の素養を備えた人物の手になる、長所短所

を厳密に分析した文章は、熱狂的なファンや逆に反感を持つ人

間が書いたものとは異なり、冷静かつ的確である。ゆえに、周

信芳の演技が当時どれほどの水準に達していたのか、我々に信

頼に足る情報を提供してくれる資料と見なすことができよう。

余談ながらこの時期になると、まだ表現的にはいくぶん硬い

ものの文章に白話が用いられ、決まり文句的なことばに頼った

表現も、残滓が全くないわけではないがかなり減少している。

こうした文体の変化は、劇評から具体的な情報を読みとるため

には言うまでもなく歓迎すべきことである。

３

張古愚の二篇の文章から見出せるのは、周信芳が京劇専門家

を自認する人々に迎合したのではなく、彼の演技スタイルその

ものが彼らにも受容されるようになった、ということであろう。

高義龍氏が述べた「屈服する」ということばは、それまで規格

外のものとして否定的にとらえるしかなかった周信芳の演技術

－しぐさ、表情、科白、歌唱、いずれも同時代の京劇界にお

いては、確かに群を抜いて個性的なものである－をも評価し

うる感覚を、評者側が持つに至ったことを示している。

こうした現象がもたらされた背景には様々な要素が存在して

いるが、その中から考えられることを述べてみたい。まず、本

来「伝統演劇」京劇に対する思い入れが北京ほど強烈ではない

はずの上海で、正統性や規範に縛られるのはごく一部の層だっ

たはずである。圧倒的多数は新奇なもの、個性の強いものに注

目していたはずであり、事実、周信芳が専門誌においても評価

を得始めた時期に、評劇や越劇など新興の地方劇が都市部観衆

の支持を得て大発展を遂げている。このように大衆の持つ、地
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注 10 『蕭何月下追韓信』で周信芳
扮する蕭何が逃亡した韓信に
追いついた際の唱い出しの句
で、ここに来ると必ず劇場中
の観客が合唱したという。

1995 年発売の絵はがき

方劇の「わかりやすさ」を受容するような空気は、言うまでも

なく視覚を通じた直接的な理解を身上とする海派京劇にも共通

して見られるものであり、それらを支持する熱気が京劇の正統

性・様式性に拘泥する層を突き動かすに至ったのであろう。

最後に、先の『戯劇週報』「麒麟童専号」から次の文章を紹

介してみたい。

我々のこうした熱烈な「麒芸」への賛美が、「譚派を範

とする」老先生方の反発を引き起こすことはよく分かっ

ている。彼らは激しく拒絶し、「三生有幸」［注10］を蛇蝎

のように恐れる。しかし、これはどうしようもないの

ではないか？私は老譚（鑫培）を崇拝もせず、感服もし

ない、というわけではない。だが、老譚がすばらしいと

いっても、彼はもうこの世にいないのだ。我々が必死に

彼のあんなところやこんなところがいいと言ったところ

で、いったい何の意味があるというのか。私は老譚がど

んなにすばらしかったかを述べるより、現在彼の後裔を

名乗る一群の人々がなんの進歩もなく、

演技はわかりにくく、ただ目を閉じて顔

をしかめて舞台で唱うだけというありさ

まで、譚派の名誉を汚していることを、

ハッキリ訴えたい。芝居を語ることに、

どうして他のこととの違いがあろうか？

我々はなぜ、過去を捨て去らずに未来を

捨て、そして現実をとらえようとしない

のか？……

（梯公「麒専雑感」 『戯劇週報』第 1巻

第 6期 1936 年 11 月 14 日）

これはある種極端な物言いのようではあるが、

芸を保守することが逆に京劇の生命力を損なっ

てしまうという考えは、こと上海にあってはす

でに広く受け入れられていたのである。実際は、
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伝統劇専門家が賞賛した譚鑫培や梅蘭芳とて、そもそもは前時

代の演技に大幅な改革を加えたもの［注11］であり、特に後者に

は登場当初に異端視する声も一部存在した。そうした声は、俳

優の個性・演技の熟練・観衆の嗜好とがかみ合った時に圧倒さ

れる。周信芳もまさにそのような時期を迎え、各レベルの受容

者からの安定した評価を得て、解放を迎えることになったので

ある。

以上、今回はごく一部を紹介したに過ぎないが、周信芳に関

する 1930 ～ 40 年代の資料は相当数残っている。こうした文

字資料から各々の演目における演技内容の詳細を再構築するこ

とを、今後の課題としたい。

注11 註６参照。周信芳は『梨園公
報』創刊から「談譚劇」とい
う文章を「士楚」名義で連載、
譚鑫培の革新性を説き、その
演技をなぞり死守することに
終始する一群を厳しく非難し
た。
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『申曲日報』についてのノート

三須　祐介

『申曲日報』は、上海地方の伝統劇である滬劇系の情報を

扱った日報である。「申曲」という呼称は、民国 3年（1914）

にいわゆる社会改良運動に呼応するかたちで生まれたもので

崑曲への濃厚な意識がうかがえる。これによって「申曲」以前

に使用されていた東郷調や本灘という呼称が完全に消滅したわ

けではなく、むしろ幅広く命脈を保っていた。これは『申曲日

報』創刊前夜に現れた「滬劇」という呼称がすぐさま新しい権

威ある呼称として唯一の存在にはなりえなかったことともつな

がるものだろう。時代を画する言葉として華々しく登場したの

であれば、『申曲日報』という名称じたい再考の余地があった

はずだからである。

創刊は民国 30 年（1941）3 月 6 日である。映画や話劇と

いった別のジャンルとの交流が盛んになっていたこと、その

交流が促したともいえる王雅琴の上海滬劇社の登場などから、

1940 年前後の申曲／滬劇界（以下、「申曲／滬

劇」は「滬劇」に統一する）は変容の過程にあった

ということができるかもしれない。

当該日報に先んじて刊行されていた『申曲画報』

（1939 年 7月 9日創刊、三日おきの刊行、主編：

張龍輝、葉峰）、『申曲劇訊』（1940 年 8月 10 日創

刊、週刊、主編：葉峰）に深く関わった葉峰が主編

である。滬劇の関係者はその出自に不明な点が多い

ものだが、葉峰も同様で生卒年すらはっきりしてい

ない。筆名は「大阿福」で、「大阿福信箱」という

コーナーを当該日報に設けている（図版 A）。その

タイトルの脇に描かれているのはイヤリングをした

中年の婦人といった風情の顔だ。しかし『上海滬劇

図版A
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誌』（上海文化出版社、99年）は葉を「彼」とあき

らかに男性として紹介しており、実際の性別さえ詳

らかではない。同じく『上海滬劇誌』には、46 年

から 52 年まで『滬劇週刊』を主編し、その後上海

の新聞『亦報』に「滬劇五十年」という記事を連載

したこと（図版 B）、また藝華滬劇団で詞作と宣伝

工作を兼担し、『黄浦怒潮』（58年 8月、藝華滬劇団、

新光劇場）の創作にも関わったとしている。「滬劇

五十年」は、上海通社が 36年に刊行した『上海研

究資料』の「申曲研究」のように滬劇史を詳述した

数少ない記事で、52 年 4 月 1 日から計 54 回連載

されている。なお上海図書館分館には『帰来』（文

化出版社、57 年）という滬劇の劇本が収められて

おり、おそらく葉峰の編んだものかと思われるが、

筆者は未見であり詳らかではない。

当該日報は第 678 期（43 年 1 月 31 日）を刊行

したのち休刊する。体裁は 42 年 4月までが 16 開

（27 × 19 ㎝）4 版（4 頁）で、その後 4 開（38

× 26 ㎝）2版に変わっている。現在マイクロフィ

ルム化されており、上海図書館で閲覧することがで

きる。

さて紙面の内容だが、まず 1面には「閃電新聞」、

「特写鏡頭」という欄が設けられ、最も新しくニュース性の高

い記事が掲載されている。基本的には滬劇界の動向、俳優など

へのインタビューが多いようである。2・3面の見開きページ

には、俳優や劇団の公演情報が掲載され、読者の素朴な疑問に

葉峰が答える「大阿福信箱」（これは『申曲劇訊』でも設けら

れていたようである）、幕表（伝統的に滬劇は登場人物、場、

プロットを指定するだけの幕表戯）「申曲劇本」などが設けら

れている。4面は人気滬劇俳優の紹介記事「申曲百美図」・「申

曲百将図」、滬劇の唱の詞句を掲載した「播音室（放送室の意）」、

編集記にあたる「編輯室」などで構成されている。当然のこと

ながら、記事以外に広告も各面ふんだんに現れていることも付

図版B
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け加えておく。

これらの内容からいくつかの特徴を挙げるとすれば、①「唱

本」由来の唱の詞句などの文字テクスト、②劇団の公演情報

や役者の動向などのニュース、③写真の多用、④俳優を偶像化

したり劇界の内幕を暴露するような記事、⑤「大阿福信箱」や

「読者論壇」のような読者とのコミュニケーションを活用した

内容、⑥滬劇を座標軸にしながらも映画や話劇、レコード、ラ

ジオといったジャンルやメディアを横断するような記事、とい

うことになろう。

ところで創刊号の 1面トップの「閃電新聞」は、国語（標

準中国語）映画に出演することが決まり「影曲双棲（銀幕でも

劇壇でも活躍するということ）」を実践しようという王雅琴の

記事である（図版 C）。注目すべきは次の二点であろう。ひと

つは、上海語というバナキュラーな言語に拠って立つ滬劇とい

うジャンルの枠組みを乗り越えようとしていること、もうひと

つは伝統劇から映画という別のジャンルへ越境しようとしてい

る点である。後者は特に珍しいケースと言うわけではないが、

どちらも新しい試みへと突き動かされていた当時の状況をよ

く伝えるものであろう。大きな彼女の写真がまず目を引く。純

粋な演劇ニュースとみる向きもあろうが、銀幕という華々しい

世界に当時の滬劇界を牽引する若さに溢れた美人女優が進出す

るという出来事を追う姿勢には胡散臭さも漂う。例えば 3月 9

日には同じく王雅琴が「国語を学んでいる」とか 21日のトッ

プ記事では彼女が「じんましんになったが注射を打って直っ

た」というようなものだ。これらは特徴として挙げた④に関わ

るものだが、さらにシリーズ化したともいえる興味深い記事の

連鎖をたどってみたい。

第一報は 41 年 3 月 24 日の一面に載った記事である。「昨

晩七時に大世界の屋上（庭園）にて王豔琴、何者かに刺され

る」という衝撃的な内容であった（図版 D）。王豔琴は名優王

筱新の次女でありまた創刊号のトップを飾った王雅琴の妹でも

ある。新進気鋭のニューフェースといったところだ。彼女は頚

部を刃物で刺され廣慈医院に運ばれたが、傷は重篤なものでは
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図版C
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図版D



20　中国都市芸能研究　第一輯

なく時間が経てば全快するだろうという医師のコメントもある。

しかし翌 25 日のトップ記事は思いもかけないものだった

（図版 E）。「王豔琴小姐傷重斃死」「凄絶！惨絶！　一代藝人

香消玉殞　申曲界同聲一哭」彼女は治療の甲斐もなく死亡した

のだった。病院に運ばれた彼女は、高熱にうなされそのまま昏

睡状態に陥った。当局は犯人の検挙に全力を尽くしているが、

いまだ有力な手がかりはつかめない。彼女は皇后劇院で『大家

庭』の主役を姉の雅琴とダブルキャストで務めるはずだった。

『大家庭』は映画界の大物・張石川の演出で脚本は新進気鋭の

戈戈である。「申曲」という枠にはおさまりきれない新しい劇

界を担うべき逸材が突然世を去ったことはまさに衝撃的としか

いいようがなかったであろう。

26 日の記事（図版 F）は彼女の遺体が同仁輔元堂に運ばれ

検察官によって検死されるまでを淡々と描写している。写真

は父親である王筱新の悲しみに暮れた姿だ。検死後の遺体を目

にする機会を持った記者の描写が生々しい。「遺体は紫の柄が

入ったチーパオを着せられ、裸足で、髪の毛は少し乱れている。

まるで生きているかのような顔つきである」「傷口は咽喉の中

程で、長さはだいたい二寸くらい。裂けた部分は既に医師に

よって縫われており、その深さを窺い知ることはできない」

同日の「大阿福信箱」では読者の疑問に答える形で、犯人

が劇界の人間か否かということがうわさの中心として広まって

いることを暗に示している。また「読者論壇」（図版 G）では、

前途有望な若い女優の死を悼む文章も掲載され、この血なまぐ

さい事件の影響の大きさを物語っている。

27日に王豔琴のデスマスクの写真が掲載されたあと、28日

には更に衝撃的な事件の真相が明るみになる。彼女と同じ劇団

にいた杜鴻賓は報われない彼女への片思いを募らせていた。そ

こに新進気鋭の劇作家・戈戈と彼女がいい仲であるとのニュー

スが流れる。根拠のない出鱈目であったが、これが杜を刺激し

てしまった。逆上した杜によって彼女は刺殺されるに至ったの

だ。戈戈はこの結末をひどく悲しみ、父親の王筱新に彼女の婚

約者になることを懇願した…。
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この事件はこれで終わらなかった。30日には主犯の杜鴻賓

が服毒自殺を遂げる。その一切がまた当該日報の紙面を埋めた

（図版H）。

このように演劇そのものとはあまり関係がないが、劇壇の内

幕を詳述するような記事は、上記のような衝撃的な内容とまで

はいかずとも、数多く掲載されているのがこの日報の特徴であ

る。内容もさることながら、驚くのは報道のスピードの速さと、

現場写真の多用である。これは、ある程度の取材体勢が固まっ

ていたことを示している。

速報性に優れている一方で、滬劇界のオピニオンリーダーの

ような立場を示すべきであるとの意見が掲載されていないこと

もない。3月 7日の「藝人漫筆」で先の戈戈は滬劇の持ってい

る独自性を認めながらも、俳優たちが抱いている革新、刷新の

必要性に着目し、「まさに真に正確な立場に立つことのできる

新聞が必要で」あり、『申曲日報』の二大任務は「申曲の観客

に対し申曲が改革のただなかにあることを宣伝する」と同時に

「改革に努めている申曲界人士を鼓舞激励し、申曲がもっと進

歩的で素晴らしい道を歩むことができるようにさせる」ことで

あると述べている。あるいはまた読者からの投書で、いわゆる

内幕暴露系の記事の多さに辟易する、路線を改めるべきだとい

う意見も見える。しかし全体の傾向としては、これらが少数意

見であることは否めない。

さて、滬劇研究は、まだ未開拓の分野といってよい。まと

まった研究を時代順に並べても前述の上海通社による「申曲

研究」（『上海研究資料』36年）、葉峰「滬劇五十年」（『亦報』

52年）文牧・余樹人「従花鼓戯到本地灘簧」、周良材「灘簧戯

與時代的関係」（共に『上海戯曲史料薈萃第二集』86年）、周

良材「百年滬劇話滄桑」（『上海文史資料選輯第 62輯　戯曲菁

英（下）』89年）、『上海滬劇誌』（99年）と非常に少ない。

では、この『申曲日報』を今後の滬劇研究のためにどのよう

に活用していけばいいのだろうか。

ひとつには、上海滬劇社の誕生や話劇界からの人材流出に

よっていわゆる「申曲」が「滬劇」へと質的に変化していく過
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図版 E
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図版 F
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程を研究する上で、当時の

生々しい状況を微に入り細

に入り参照できるというこ

とが挙げられる。特に重要に

なのは、劇壇の人物関係や詳

細な公演情報（劇団、演目、

公演場所等）になろう。実際

のところ現在唯一の滬劇の大事記が掲載されている『上海滬劇

誌』にさえ、漏れている情報は多い。特に 49年以前の状況に

ついては、細かな情報の整理がついていないのが現状である。

もうひとつは、滬劇そのものの変容に対してインパクトと

して作用したであろう周辺の演劇ジャンルとの関係についてで

ある。例えば、王雅琴は既に述べたようにこのほんの少し前に

上海滬劇社を組織し、第一回公演『魂断藍橋』を成功させてい

る。滬劇『魂断藍橋』はマービン・ルロイ監督のアメリカ映画

『哀愁』（原題：Waterloo Bridge、40 年）を基にしたもので、

劇作と演出は話劇界にいた戈戈である。王雅琴はこの公演の

成功で映画界への進出も果たしている。しかし話劇や映画だけ

でなく、京劇や越劇といった劇種との交流などの実態について

は、俳優や関係者の回顧録の類でしか確認することができない。

「滬劇」の枠を離れたより広い範囲での人的交流などをこの日

報で確認していく作業は意義深いものになるだろう。

さらには、このような日報の存在を支えた当時の上海という

場の特殊性、あるいは常に「新しいもの」であろうとした同時

代の演劇との同質性についての探求にも活用されていくべきで

ある。いずれにしても滬劇研究は緒についたばかりだ。この日

報の分析はその大きな始まりの一歩になることは間違いない。

図版G
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図版H
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ネット時代の中国現地調査術
千田　大介

経済発展著しい中国では、かつて明治期の日本がそうであったように、一足飛びに海外の最新技術を導入し、最

新水準のインフラが整備される傾向がある。情報通信インフラも然り。例えば、日本ではようやくNTT が導入に

動き始めた IP 電話が、中国では長距離電話の標準システムとなっている。もちろん、インターネットも目を見張

るほどの大発展を遂げている。そんなところに巻き起こったのが 1999 年の「黄金週」創設に始まる中国の国内旅

行ブームで、日本の GW・帰省ラッシュさながらの民族大移動が繰り広げられることとなった。こうして旅行市場

が一気に拡大すると、折からの IT 化の流れとあいまって、さまざまな旅行サイトが花開くこととなった。

中国国内の交通機関情報は、従来日本からのアクセスが困難だった。鉄道のダイヤは中国書籍店で輸入され

ているが、同じ路線でも特急・急行・普通で掲載ページが異なっているなど、非常に使いづらい。しかし現在

では、鉄道部（http://www.chinamor.cn.net/）の検索システムで簡単に鉄道ダイヤを検索できる。また、高参網

（http://www.gaocan.com/）では、乗車駅と下車駅を入力すれば、複数路線の乗り換え経路を検索することもで

きる。中国国内線航空便も、以前は、東京の CAのオフィスでしか国内線ダイヤを入手できなかったが、現在で

は中国民航信息網（http://www.caac.cn.net/）で、民航各社の国内線・国際線航空便を検索することができる。チ

ケットのオンライン予約は執筆時点ではまだ困難だが、信天遊（http://www.travelsky.com:8080/）のようなサイ

トも出現しているので、やがて解決されることだろう。

交通機関とともに問題になるのがホテルの確保だ。従来、中国のホテルを予約するには、旅行ガイドブックを

見ながら長途電話をかける、日本の旅行代理店あるいは中国国際旅行社を利用するか、それともいっそのこと飛び

込みで宿を確保するしかなかった。しかし、今や日本に居ながらにして中国各地のホテルをネット上で予約できる

ようになった。確実に宿舎が確保できるだけでなく、料金は飛び込みに比べて 3～ 5割程度安い。値引率自体は、

JHC（http://www.jhchotel.com/）などの国内の海外ホテル予約サービスと大差ないのだが、地方都市を網羅し、

三星級以下の安宿も予約できるというメリットがある。

筆 者 が よ く 利 用 す る の は、 中 国 の オ ン

ラ イ ン 旅 行 サ イ ト の 最 大 手、 携 程 旅 遊 網

（http://www.ctrip.com/）である。システムは旅の

窓口（http://www.mytrip.net/）とほぼ同じで、イ

ンターネットを通じてホテルを検索・予約し、料金

はホテルの窓口で精算する。筆者は二三度利用した

が、いずれも何ら問題なく割引料金で宿泊できた。

このように、中国の急速な情報化によって現地調

査もだいぶんやりやすくなった。その一方で、急速

が観光開発は地域文化の商品化、ひいては演劇をは

じめとする伝統文化の変質をもたらしていることに

は、充分注意する必要がある。
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地方志工作者と地域史研究
―追悼顧炳権先生―

佐藤　仁史

本来ならば、その日は知的な刺激と充実をもたらしてくれる

一日になるはずであった。2000 年 9月 2日、筆者は藤野真子、

三須祐介両氏とともに滬劇研究家の周良材氏の自宅を訪れた。

難治の病を医師から宣告され、入院生活を余儀なくされていた

周氏の回復を祝い、藤野、三須両氏を中心として中国都市芸能

研究会が準備を進めていた民国期の滬劇の形成及び発展の過程

に関する調査について打ち合わせを行うためである。「生還」

した周氏の元気な様子に、訪問の路上で抱えていた些かの不安

が消し飛んだのもつかの間、その周氏の口から浦東新区史志徴

集編纂室編審の顧炳権先生が 1999 年 11 月に急逝していたこ

とを知らされたのはあまりに皮肉なめぐり合わせである。なぜ

なら滬劇調査を開始した当初、関心が先行して具体的な人脈を

ほとんど持たなかった我々に周氏を紹介してくれたのが他なら

ぬ顧炳権先生であったからである。

顧先生との出会い

顧炳権先生と私の出会いは 1995 年の夏のことである。明清

期上海の一宗族に関する卒業論文を族譜を用いて書き上げた直

後であった当時、私は、修士論文のテーマも江南地方の宗族に

関する研究を予定しており、関連族譜の収集を進めていた。そ

の際、族譜が存在していることばかりでなく、その族人が残し

た文集が現存すること、族人の地域社会における活動が地方志

に掲載されていたり、地方志編纂に携わったりしていること、

などに注意を払っていた。多賀秋五郎編纂の族譜目録と米国ユ

タ協会編纂の目録以外に、当時刊行されたばかりであった上海
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地区の新編地方志の地方文献欄を調べていく中で、いくつかの

宗族の存在が分析対象として浮かび上がってきた。そのうちの

一つが上海陳行秦氏であり、筆者はこれに大いに関心を持って

その族譜の入手を図った。しかしながら、その族譜である『上

海陳行秦氏支譜』は新編の『上海県志』の編纂に供するために

刷られた油印本が関係者に配布されたのみで、一般の所蔵機関

に所蔵されていないことが判明し、入手を半ばあきらめかけて

いた。ある日、私が収集する史料の内容についてかねてより伝

えてあった復旦大学人口研究所の侯楊方氏（現同大学中国歴史

地理研究中心）から、浦東に上海の地域史や郷土史料に精通し

た人物がいるということが伝えられた。そこで、史料に関する

ご教示を請うべく 95年夏に侯氏とともに川沙鎮にある顧炳権

先生のご自宅を訪問したのが顧先生との初めての対面であった。

幸運なことに顧先生は『上海陳行秦氏支譜』のコピーを所蔵し

ており、その複写を依頼すると快諾してくれたことに加えて、

族人である秦錫田の著作『享箒続録』を贈呈していただいた［注］。

秦錫田は挙人の資格をもち、江蘇省諮議局議員を務めるなど、

清末から民国初期にかけての地方政治において極めて興味深い

活動をした人物であった。しかし、清末以降の時代にほとんど

関心がなかった当時は、期待した明末清初期に関連する史料が

得られなかったことにむしろやや失望したことを覚えている。

そして、これらの史料は他の史料とともにダンボールに無造作

に押し込んで、押入れの片隅に片付けてしまった。その後、清

末民初期の地域社会の変容に関心が移った 96年になって、こ

の時に頂いた史料に改めて眼を通してみるとそれらが極めて有

用である史料であることに驚かされたのをきっかけに、秦氏や

秦氏と関係のあった地方エリート達が残した他の有用な史料の

存在を突き止めることができた。これらの史料を得られなけれ

ば、郷鎮社会という具体的な地域社会の側から清末民初の国家

―社会関係の変容の特質を解明することへの問題関心を鮮明に

し、それを具体的な形で表現することは到底不可能であったろ

う。今になって振り返れば、当時刊行された直後の新編『川沙

県志』の編纂に際して、当時の川沙県の県域内ばかりでなく、

注 秦錫田『享箒続録』３巻、
1941 年石印本、とその本
編である『享箒録』8 巻、
1930 年石印本、はともに上
海図書館古籍部に所蔵され
ている。筆者はこれらの史料
を用い、秦錫田の言動に即し
て清末民初の官民関係や地
方政治構造の変容を論じた。
拙稿「清末・民国初期にお
ける一在地有力者と地方政
治―上海県の《郷土史料》に
即して―」『東洋学報』第 80
巻２号、1998 年、参照。



地方志工作者と地域史研究（佐藤）　29

上海県、南匯県といった広義の浦東地区全域にわたって広く関

連史料の収集を行い、目を通していた顧先生は、陳行秦氏に関

連する郷土史料が地域社会構造の変動を分析する上で好個の史

料であることを知っていたからこそ、様々な便宜を図ってくれ

ていたのであろう。

経歴と著作の紹介

それでは、顧炳権先生の略歴と主要な研究内容について振り

返ってみたい。1995 年から 99 年夏の最後の訪問まで顧先生

とは合計 5回お会いしたが、実は、顧先生の経歴について本

人の口から語られたことはほとんどなかった。訪問が史料の閲

覧や研究者とインフォーマントの紹介の依頼を目的としていた

め、雑談の際にもプライベートな面に話が及ばなかったことも

その理由の一つであるが、それ以外の理由もあったように思わ

れる。現在知りうる限りによれば、顧炳権は 1936 年 12 月に

川沙県に生まれた。80年代以前は軍隊や農村、政府機関にお

ける仕事に従事したという。この間の詳細の経緯についてはほ

とんど不明であるが、後日聞いた話に拠れば、とりわけ農村に

おける ｢任務 ｣に従事している間に相当の困難を経験したとの

ことである。筆者からのたびたびの依頼に対して常に好意的に

対応してくれたのと同時に、自分自身に関することやご自身の

意見をほとんど述べることがなかったのは、顧先生の性格にも

よるところもあったであろうが、それ以上に、現代史の荒波に

もまれた世代が自然と身につけた特有の慎重さによるところが

大きかったように思われる。

顧先生が川沙県（現在の浦東新区）において地方志編纂に従

事し始めたのは 1980 年代に入ってからのことである。それま

での経歴にもかかわらず、地域の事情に精通した能力が求めら

れる地方志編纂事業に 40歳を越えてから従事できたことは、

顧先生の知識が若き日にすでに相当の蓄積量を誇っていたこと

を示すものであろう。顧先生の研究成果は主に 4つの項目に

分けられる。

第１は、県志の編纂である。新編『川沙県志』では副主編と



30　中国都市芸能研究　第一輯

して実質的な編纂代表の大任を果たしている。この県志の特徴

は参照した地方文献を明示していることと同時に、後にも述べ

るように、竹枝詞のような ｢民俗資料 ｣を積極的に活用してい

る点にある。晩年には定年退職の年齢を迎えたにもかかわらず、

強く請われて続志編纂の任にあたっていた。ご存命であったな

ら、続志が優れた地方志となることに多大な貢献をしたであろ

うことは想像に難くない。

第２は、辞典や工具書の編纂である。これは県志編纂と相互

補完的な基礎作業として位置づけられる。顧先生は、『上海市

浦東新区地名志』（上海、上海理工大学出版社、1994 年）で

は常務主編を、『浦東辞典』（上海、上海書店、1996 年）では

主編を務め、その徹底した史料収集によってこれらを有用な工

具書に仕上げている。また、彼の辞典や工具書の編纂は浦東

地区に限定されたものではなく、その風俗や民俗に対する広い

関心と知識を反映して、『中国茶酒辞典』（長沙、湖南出版社、

1992 年）と『中国飲食文化辞典』（合肥、安徽人民出版社、

1994 年）では編者の一人を務めている。

第３は、｢郷土史 ｣の掘り起しである。顧先生が公にした論

考の多くは地方志編纂という仕事の関係上、川沙の地方志や人

物、民俗に関するものに集中している。なかでも、民国期にお

ける地方志の名作との誉れ高い『民国川沙県志』と当該書に対

する黄炎培の貢献に関する論考が知られている［注1］。顧先生は

『民国川沙県志』の質の高さを単に黄炎培個人の功績に帰結さ

せず、黄炎培や彼の周辺にいた在地のエリート達の地方志編纂

に対する情熱を、広義の ｢浦東 ｣において清代中期から形成さ

れてきた ｢浦東学派 ｣ともいうべき知識人のネットワークの中

で捉えんとしていた。周知の通り、黄炎培については職業教育

運動や清末民初の地方政治における活動について研究が集中し

てきたが、彼の行動を支えた背景を長期的な在地社会とのかか

わりにおいて捉えるこの視点は極めて示唆に富む。なぜなら、

挙人の資格を有するなど伝統的な知識人として出発した黄炎培

が近代的な知識や革命思想を吸収し、国家観や秩序観を構築し

ていく過程には、伝統的な知識による解釈が影響している部分

注1 このような性質の代表的な論
考に、顧炳権 ｢略談黄炎培与
『川沙県志』｣『中国地方志
通訊』1983 年第 3期、があ
る。
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が少なくなかったからである [注 2]。このような視点から顧先生

は『黄炎培与浦東学派』という 30万字にも及ぶ著作を夙に書

き下ろされていたが、経費の問題で出版社との間で折り合いが

合わず、結局は未公刊のままで終わったことは大変惜しまれる。

第 4は、民俗資料への着目である。とりわけ従来十分に注

目されてこなかった竹枝詞が有する史料としての価値に着目し、

上海地区の竹枝詞の収集・整理に一貫して精力的に取り組んだ

ことが、地域史研究の基礎作りにもたらした功績は大きい。公

にされた著作に『上海風俗古迹考』（上海、華東師範大学出版

社、1993 年）と『上海洋場竹枝詞』（上海、上海書店出版社、

1996 年）があり、いずれも上海市中心部に関する風俗を詠っ

た竹枝詞を整理したものである［補注］。

竹枝詞研究の可能性

顧先生が竹枝詞の存在に着目した理由は極めて明快で実際的

な動機による。すなわち、県志編纂に際して用いられる、歴代

の地方志、文人たちが残した文集、地方档案、地方新聞などの

様々な《郷土史料》の中からは必ずしも十分に得ることができ

ない種々の情報、とりわけ、具体的な地域社会の民衆生活や風

俗、地方の典故、俗語などの情報を竹枝詞が大量に収録して

いることが県志編纂に極めて有用であるという理由である。

｢《竹枝詞》は風土記事を詠った詩として、“以詩補史”

や“以詩補志”という作用を有しているのである ｣ と述

べていることにも、その竹枝詞理解が端的に現れている
［注 3］。このような竹枝詞理解は一定の説得力を持っている

が、筆者のように歴史学を学ぶ立場からは、依然として

多くの疑問が存在することも事実である。顧先生自身も指

摘したように、竹枝詞研究は ｢〔竹枝詞の〕紹介或いは記

述といった初歩的な研究段階にとどまって ｣ いるのが現状

である。この点については、｢《竹枝詞》の全貌を、通時

的な広がりと、地理的な広がりの両面から捉え、また様々

な学問領域の多様な角度から研究を深める必要がある ｣

という問題提起を行っており、竹枝詞の整理がある程度進んだ

注2 黄炎培が上海浦東同郷会の会
所建築の募金に際して記した
『上海浦東同郷会募金購地建
築会所宣言』（1933 年刊）
では ｢国難急矣。何為興此土
木。不知吾同郷会会所之建籌、
正欲救国難耳。……今真欲救
中華危亡乎。当然須有主義、
有方法、而其万不可少之一条
件。必須人人抛棄其自私自利
的箇人観念、先結成小群、合
若干小群成大群、合若干大群
成全国一大群。造全国一大群
成、而国本立、国立強、国命
永。区区日本何足道哉。｣と
述べており、このことを端的
に示している。

補注 最近、『上海洋場竹枝詞』の
姉妹編である『上海歴代竹
枝詞』（上海、上海書店出版
社、2001 年）が出版された。
これは上海農村部の竹枝詞
4000 首を整理したものであ
る。

注3 顧炳権 ｢関於《竹枝詞》的思
考 ｣『上海風俗古迹考』所収。
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段階で何らかの総括をする準備があったのかもしれない。志半

ばにして逝去なされた今となっては、その総括がどのようなも

のであったかを知る由もない。

しかし、近代中国における地域社会構造の変容過程の特質と

いう筆者の研究領域にひきつけて竹枝詞を残した文人たちの存

在に着目すると、文人と地方社会との関係について考察するう

えでの様々な線索を竹枝詞が提供してくれることに気づく。竹

枝詞を残した文人が ｢地方社会にいる中下層知識人である ｣と

いう傾向を具体的な作者や作品から見てみると、作者たちがそ

れらの竹枝詞を詠ったのが単なる文学的嗜好にとどまらない意

図や意味をそこに込めていたことが明らかになる。例えば、筆

者が以前に取り上げた上海県陳行郷の事例に即して考えてみ

たい。清末民国期の地方自治制によって成立した郷という末端

行政区画を担ったのは市鎮に在住する生員・監生や商人から構

成される地方指導層であった。彼らは同時に竹枝詞を詠う文人

でもあったのだが、かかる地方指導層が竹枝詞を詠ったり、収

集したりしたのはこの時期特有の課題に対応せんとしたもので

あったのである。陳行郷からはいくつかの有名な竹枝詞が残さ

れている。もっとも著名なのが清末の在地知識人である秦栄光

が残した『上海県竹枝詞』であり、これは、『同治上海県志』

の不足を補うものとして、竹枝詞のもつ ｢以詩補志 ｣の効用が

刊行当時より高く評価されている［注1］。彼の長男である秦錫田

も清末民初期における自らの政治活動を含めた『周浦塘棹歌』

という竹枝詞を遺している。更に秦錫田とともに陳行郷政を

担った胡祖徳という人物も竹枝詞を遺している。胡祖徳は秦栄

光の弟子であり、陳行郷を基盤としつつも県や省など上位の政

治舞台でも活動した秦錫田と対照的に、一貫して郷鎮社会を活

動範囲とし続けた人であった。また、自らの文章を文集として

遺した二人と対照的に、彼は自分の文章を断片的にしか遺して

いない。生員資格を有していたものの、秦栄光や秦錫田と比べ

て文才という点では及ばなかったようである。胡祖徳は代々商

業に従事していた一族の出身で、本人も商業に従事していたと

いう。このような経歴による日々の実践は、地方指導層に属し

注1 『上海県竹枝詞』は ｢上海灘
与上海人叢書 ｣として上海古
籍出版社から 1989 年に出版
されており、閲覧に便利であ
る。
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ていたものの、実生活においても心情的にも ｢民衆 ｣の生活に

より近い視点を彼に与えたようである。彼は街や農村に出て、

民衆の間から、彼らによって語られる俗語や諺、五更調、灘簧、

竹枝詞などを収集し、それを『滬諺』と『滬諺外編』という著

作を編集しているのである［注2］。『滬諺』と『滬諺外編』は貴

重な史料として夙に注目されてきたが、その利用は方言研究の

分野を中心にするものであった。しかしながら、このような史

料を用いる際には、胡祖徳が自らを「問俗老人」と称していた

ように、「俗を問う」という行為がどのような意味を持ってい

たのかを吟味しなければならないだろう。このことは、市鎮に

居住して直接「民衆」と接しつつ、自治区画の最末端である郷

の事業を担っていたという彼の活動から理解されなければなら

ない。地方自治の一つの課題として「国家」の礎となる地域統

合をいかに成し遂げるのか、という問題があったことは周知の

通りであるが、いくつかの史料から彼が「俗を問う」という行

為がこの地域統合と密接に関連していたことがわかるのである。

例えば、秦錫圭が『滬諺』に寄せた序文はその出版の目的を次

のように端的にまとめている［注 3］。

仮に今日の小学校の数を十倍にしたとしても、なおその

収容可能な人数の不足が憂えられるのである。いわんや

小学校で教える対象は僅かに十歳前後の少年のみであっ

て、すでに農業、商業、工業に従事していて学齢期を越

えてしまったものをどうしてこれを切り捨ててしまうこ

とができようか。そこで滬諺が編纂されたのである。こ

こで用いられる言葉は、身近なものから外へと広がって

おり、俗語（諧語）を用いることで、読者の興味を引き

出している。これらは平素聞きなれているものなので、

その文字を認識させるのが容易である。また、詳細な注

釈を施し、〔読者に〕一を聞いて十を知らしめるように

するのには、道徳をよりどころにしている。……ところ

で、国とは郷が積み重なったものである。小学校におい

て郷土志の授業を行うことを提議するものは、その愛郷

心に訴えることによって愛国を達成せんとするものであ

注2 『滬諺』と『滬諺外編』も ｢
上海灘与上海人叢書 ｣に収録
されている。

注3 秦錫圭『見斎文稿』「滬諺
序」1928 年石印本（上海図
書館古籍部蔵）。
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る。地方の人間がその地方の音（郷音）で暗誦すること

で〔地方のことに〕関心を持たしめ、その愛郷心が油然

として湧き上がるのを以って、自然とわが国の大国民を

養成せんとするのがこの本の趣旨である。

ここで言及されている郷土志とは秦錫田や胡祖徳などを中心

として編纂された『陳行郷土志』という初等教育における郷土

教育の教科書であるが、ここでは郷土＝郷鎮社会における地域

統合を核としてそれを同心円状に拡大していくことで全体秩序

を挽回させようとする秩序観が端的に表現されており、国家権

力が退縮していた清末民初期における秩序構想の一つの方法

を示している［注1］。『滬諺』と郷土志とが同じ目的をもつもの

であるというのは、郷土志が学童を対象としているのに対し、

『滬諺』が学齢期を過ぎた「民衆」に日常生活で使用する身近

な言葉を用いることで識字教育や社会教育を目指したというと

いうことであり、秩序構想を共有するものであったということ

である。ここで注目したいのは、竹枝詞が単に風土や事件を残

す為に詠まれたのではなく、在地指導層が民衆を地域に統合し

ていく為の有力な手段の一つとして認識されていたこと、すな

わち、それが在地指導層と民衆との間に共有される表現形式で

あったということである。もちろん、胡祖徳による民俗認識は、

民衆が用いる俗語には一部「猥雑」ものもあるがそのまま収録

したと述べているように、士大夫的な発想に基づく啓蒙思想の

範囲にとどまっていた。しかし、このような限界があるにせよ

かかる伝統的な発想の中から地域社会内部を満たすものへの関

心が芽生え、それを共有する手段の一つとして竹枝詞が認識さ

れていたことは注目に値しよう。

新文化運動の影響が地域社会にも広がった 1920 年代にはい

ると、清末から 1910 年代にかけて地方自治を担った地方指導

層とは一線を画する新式知識人層が登場し、社会主義思想をは

じめとする新思想を吸収して新たな秩序を模索するようになる。

江南の郷鎮社会でも上海における新文化運動の影響を受け、主

に言論活動や社会教育などの手段を通じて新秩序構築のための

運動が行われた。このような運動を主体であった知識人層と竹

注1 詳しくは拙稿 ｢ 清末・民国
初期上海県農村部における在
地有力者と郷土教育―『陳行
郷土志』とその背景― ｣『史
学雑誌』第 108 編 12 号、
1999 年、を参照されたい。
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枝詞との関係を示す極めて興味深い記事が残されている。例え

ば、呉江県盛澤鎮で発行されていた『新盛澤』では、民衆が直

接感じ取ることができる経験や道徳を表現できる ｢民衆文学 ｣

が従来の ｢貴族文学 ｣を掃蕩することが、優勝劣敗の原理に基

づいたものであるとして次のように主張する［注2］。

現在 ｢民衆文学 ｣が必要とされているからには必ず真正

の ｢民衆文学 ｣を捜し求めなければならない。もし依然

として知識階級が作った文学であるならば、隔たりがあ

ることを免れない。従って現在の知識階級が作っている

民衆に関する文章は、依然として真正の ｢民衆文学 ｣で

はない。なぜなら知識階級には往々にして一種の偏見、

自私、卑劣な行為があり、その文章も決して民衆生活の

本当の情緒を表現することは出来ないからである。……

従って、真正なる ｢民衆文学 ｣は決して知識階級が表現

できるものではなく、かならず、農、工、商などに従事

する人たちが、自ら体験した環境から感じ取ったものの

中から表現されなければならない。〔それらは〕或いは

凄惨なものかもしれないし、楽しいものかもしれない。

或いは愉快なものかもしれないし、或いは憂慮や苦痛に

満ちたものかもしれない。或いは悔悟や警戒の感情かも

しれない。要するに、彼らが平素随意に口ずさむ、水田

歌や挿秧歌、竹枝詞などこそが真正なる ｢民衆文学 ｣な

のである。

この主張は胡祖徳の『滬諺』と比較すればその特徴がより鮮

明になろう。ここでは「民衆」は単なる啓蒙の対象ではなく、

変革の主体としての役割を明確に認識されている。そして竹枝

詞は民衆が有する新たな秩序の土台となる「真正の価値」の表

現形式として高い評価を与えられているのである。このような、

地方の統合や秩序を形成し、維持するためのよりどころとなる

べき価値とはいかなるものであったのかという問題については

最近プラセンジット・ドゥアラ氏によって用いられている ｢本

源性 ｣（authenticity）という概念によって掘り下げていくこと

が可能になるように思われる［注3］。満洲国を主要な分析対象と

注2 『新盛澤』37 号（1924 年 8
月 11号）「民衆文学（蘧軒）」、
『新盛澤』38 号（1924 年
8月 21号）「民衆文学（二）
（蘧軒）」。『新盛澤』は全 88
号が呉江市档案館に所蔵され
ている。

注3 ｢ 本源性 ｣に関する議論は、
プラセンジット・ドゥアラ
（山本英史・佐藤仁史訳）
「《地方》という世界――政
治と文学に見る近代中国に
おける郷土――」山本英史
編『伝統中国の地域像』慶應
義塾大学出版会、2000 年、
所 収、Prasenjit Duara, “The 
Regime of  Authent ic i ty :  
Timelessness, Gender, and 
National History in Modern 
Ch ina ,” in  H i s to ry  and  
Theory37(1998) を参照のこ
と。
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するドゥアラ氏の場合は、本源性をもつ ｢地方 ｣がナショナル

な勢力とトランスナショナルな勢力との間でともに利用されう

るというアンビバレントな側面を鋭く指摘したものである。し

かし、この概念は他の時期や地域の分析においても有効な概念

となりうるように思われる。すなわち、清末から 1920 年代に

かけての地方指導層にとって地域の統合や秩序の核となるべき

本源的な価値とはいかなるものであったのか、そしてそれはど

のように変化したのかを考察することによって、彼らが構想し

た秩序観やそれに基づく行動が地域統合に果たした（果たさな

かった）役割の特質を解明する手がかりになるのである。ちな

みに、『新盛澤』や同時期に民族文学者として知られる柳亜子

によって呉江県黎里鎮において発行されていた新聞『新黎里』

の論説は、社会主義思想や国民党左派の主張、ナショナルな運

動への傾斜を強めていく一方で、他方では出発点であった ｢地

方 ｣についての位置付けが曖昧になってしまう。このような過

程の中で柳亜子に代表される在地知識人のとっての本源的な価

値がどのように変化していったのかは今後明らかにされなけれ

ばならないが、先に掲げた竹枝詞を含めた民俗に対するまなざ

しの変容は好個の手がかりになりうるだろう。

郷土史家と地域史研究

清末から 1920 年代にかけて竹枝詞がどのような人によって

どのような文脈において書かれたのかという背景を筆者が研究

対象とする市鎮在住の在地指導層の場合に即して考えてみた。

若干言及した本源性の問題をはじめとして、竹枝詞やそこに詠

われた地方風俗や竹枝詞作者の民俗観といった問題はこれから

分析を進めていかなければならない領域である。このような作

業は、文集や地方志、新聞に散在する竹枝詞を精査・整理し、

詠われた風俗の内容を熟知する顧炳権先生のような地方志工作

者の存在なくしてはなりたたない。確かに顧先生の竹枝詞研究

は ｢郷土史研究 ｣の域を越えるものではなく、筆者のような地

域史研究と問題関心が必ずしも一致しない部分が多く存在して

いる。しかしながら、如何に経験を重ねても外国学の地域史研
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究が知りうることには多くの限界があり、｢郷土史研究 ｣の成

果に拠る部分が大きいことも事実なのである。また何よりも、

｢郷土史研究 ｣に情熱を傾ける人々と出会い、様々な教示を得

ることができたことの喜びは何物にも替えがたいものである。

外国人の私に対して大きな誠意と温かさをもって接してくれた

ものの、特定の世代に独特の慎重さも同時に漂わせていた顧先

生だったが、話が竹枝詞に及ぶと相好を崩して楽しそうにその

魅力を語ってくれた光景は今でも忘れがたい。私が地域社会と

いう角度から近代中国社会の特質を理解しようと志した入り口

で、地域史について調べることの楽しさを知ることができたば

かりでなく、いわば郷土史家ともいうべき人々と地域史研究と

の関係について考える視点を得ることができたのも顧先生との

出会いによるところが大きい。顧炳権先生の業績に対する筆者

の理解が不十分であることを承知しつつも、筆者が専門とする

領域においてどのようにそれらを吸収できるかについて若干の

考察を加えることをもって、顧炳権先生に対する追悼の意に替

えたいと思う。心よりご冥福をお祈りしたい。
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科研費成果報告論文集

『近代中国都市芸能に関する基礎的研究』

Web公開のお知らせ

本会が 2001 年 3月に公刊した『近代中国都市芸能に関する基礎的研究』（平成 9― 11 年度科学研究費基盤研

究 (C)）成果報告論文集は、幸いにしてご好評をいただいておりますが、印刷部数が少なかったためすでに紙版の

残部はなくなっております。また、現在、わが国の学術界には、インターネットを通じたグローバルな学術情報の

発信が求められています。

このため本会では『近代中国都市芸能に関する基礎的研究』を、本会Web サイト上に公開しました。

　　http://wagang.econ.hc.keio.ac.jp/chengyan/beijing-p/index.html

報告書は、ひとまず PDF 型式で公開しております。さまざまな環境での可読性を考慮してフォントを埋め込み、

画像を多用していることから、ファイルサイズが大きくなっております。このため、オンライン閲覧、一括ダウン

ロードのほか、ブロードバンド環境をお持ちでない方のために分割ダウンロードも用意しております。閲覧には、

別途 Acrobat Reader（無償）が必要となりますので、お持ちでない方は http://www.adobe.co.jp/ より入手してく

ださい。また、Acrobat Reader 5.0 以降での閲覧を推奨しておりますので、旧版をお使いの方はアップグレードを

おすすめします。なお、将来的にはXML型式での公開も計画しております。

PDF 版の公開に際して誤字・誤りを正した箇所は、赤字で区別してあります。今後とも、錯誤が発見された場

合には、適宜修正を加えていく予定です。

Web 公開について、また報告書の内容について、忌憚のないご意見をお寄せいただけたら幸甚です。
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台湾における国劇概念
－国民党遷台から 1960 年代まで－

平林　宣和

「京劇は中国の国劇である」という定義は、全ての中国人が

納得するわけではないにしても、ごく一般的な常識、あるいは

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、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、という

ことに、とりたてて不自然な印象を持つことはない。

とはいえ現在大陸においては、この定義自体は頻繁に引用さ

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ほとんどない。

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。むろん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し、近年の音配像のような試み

もあるが、それは決して支配的な趨勢とはなっていない。大陸

において「国劇」は、呼称としても、あるいは我々が一般的に

思い描くような価値観としても、通用してはしていないのであ

る。

一方台湾では、国民党の遷台以後、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、

その相対的な地位の下降や大陸との緊張緩和によって徐々に

「京劇」も使われるようになったが、たとえば国防部国劇隊と

いう名称に見られるように、オフィシャルな場面では主に「国

劇」が長期にわたって用いられてきたのである。
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京劇が国劇かどうか、という議論に最終的な結論はない。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、政治的文脈の戦略性のみだからである。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、台湾の国劇概念の消長

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、収集が未だ十

分でないため、主に二次資料に基づいた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

本題に入る前に、国劇ということばとその含意について、簡

単に確認をしておこう。二十世紀を通じて、国劇には複数の含

意があったが、それはおおよそ以下の三つと考えられる。

１：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。１，２

はともに、国医、国画、国術等と同様、伝統文化の粋と

いう含意がある。

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、

ここではひとまず検討の対象から外しておく [注 1]。

１と２に関しては、時期的にまず１の出現が先行している。

管見に及ぶ限りでは、1905 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の代表的文章だが、

ここで使われている国劇ということばは、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。

注1 余上沅の国劇運動については、
松浦恆雄「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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　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

十分な考証を行っていないため、確実なことは言えないが、お

およその印象では、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」との一文があり、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」において、「崑漢黄秦」全てを研究対象とすると述

べられているように、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ていったので

あろうと思われる。

二、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

の使用例を見い出すことはできない [注 3]。

一方、温秋菊編「清末民初以来伝統職業劇団的演出

（1909-1948）」[注 4] によれば、台湾における国劇の最も早期

の使用例は、1946 年に来台した新風国劇団であり、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

台に至る時期以降、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]。後に台湾における京劇上演活動の中核と

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。

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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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

のも、やはり 1950 年代のことであった（それぞれ 1950 年、

1954 年、1958 年）。

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ともに一般化していったものと考

えられる。

では当時この国劇ということばにはどのような含意があった

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ことに鑑み、

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、近代以前からたびたび語ら

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、



台湾における国劇概念（平林）　43

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、国劇ということば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、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であった。

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

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]。

この運動のなかで国劇は、

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。
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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]。

と、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。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（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

ような記述がある。

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る。

道徳が整えられれば、文化の復興が可能となる。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

を占めているのである [注 9]。

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、ここでも王叔銘将軍の場合と同様、伝統的価値観の

媒体として国劇が称揚されている。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、1965 年以前に

出現してはいた。しかし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に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リアクションとし

て、国粋としての意味をより強力に背負わされ、またその機能

を発揮させるべく環境整備が行われたのである。国民党が共産

党の文化政策へのリアクションとして国劇に対する政策を実施

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

注8  同注 7。

注9 王元富『電視国劇論述』、黎
明文化事業公司、1982 年。



台湾における国劇概念（平林）　45

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]。

時期による意味づけの強弱には触れていないが、国劇という

ことばに、台湾の政治的、歴史的文脈から来る特殊な含意が付

与されていた様子がこの記述から見て取れるだろう。

結び

以上、国民党の遷台前後から 1960 年代に至るまでの、台湾

における国劇概念の歴史を通覧してきた。多くを二次資料に

よったため、冒頭に述べたように、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出

現する。さらにその後、本土文化運動等の影響を被り、1990

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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年代に三軍国劇隊がリストラされ、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相反

する動きが現れている。こうした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。

※本研究ノートの執筆直後、台湾清華大学の王安祈教授に

直接お話を伺う機会を得た。ここで扱った対象に関して、

より詳細な情報をご提供いただいたが、今回それらを新

たに組み入れる余裕はなかったので、以後また稿を改め

て論じることとしたい。

※ 本稿は、平成 14 年度科学研究費補助金（基盤研究

（B）（1））「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－」（課題番号：14310204、

研究代表者：氷上正）による研究成果の一部分である。
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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］。

l 第一巻 「師徒路遇火焔山 孫悟空借芭蕉扇」

  第五十九回 -第六十一回

l 第二巻 「碧波潭孫悟空捉九頭妖 弥勒佛捉黄毛童」

  第六十二回 -第六十六回

l 第三巻 「連環洞遇妖 孫行者捉花斑豹鉄背花面狼」

  第八十五回 -第八十六回

l 第四巻 「孫悟空捉蛇妖 又到朱紫國」

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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  第六十七回 -第七十一回

l 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

l 第六巻 「大閙清華洞黄花観 孫悟救小児比丘國捉妖」

第七十二回 -第七十三回、 第七十八回 -第七十九回

l 第七巻 「唐僧錯入鎮海寺 孫悟空大閙無底洞」

  第八十一回 -第八十三回

l 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

l 第九巻 「孫悟空被妖装近陰陽二気 師徒近獅駝嶺遇

妖」 第七十四回 -第七十六回

l 第十巻 「文殊普賢收獅象 如来下山收金翅鳥」

  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1］、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2］。

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3］。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4］。

加格達奇抄本は、この『説唱西遊記』と内容が一致するばか

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

注1 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2 『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・潮州影系の八
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3 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
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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5］。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6］。

天王聽哪吒之言， 吃一大京， 說：「我的兒， 爲父

的竟忙懷了， 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， 又稱爲地湧夫人。 當日他也曾拜父王

爲父， 又拜孩兒爲兄， 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　天王聞聽吃一京　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  全憑牌位爲正見  不怕你勢力

與人情

年）参照。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4 羅揚・沈彭年整理、通俗文芸
出版社、上下集。

注5 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。ただ
し、音通などで別の字を用い
ているものについては特に改
めていない。

注6 北京古籍出版社影印本による。
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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， 爲父忙

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， 又稱爲地湧夫人。 當日他也曾拜過父王、

又拜孩兒爲兄， 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，

我老孫全仗牌位爲憑據，

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， 爲父

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，

又稱爲地湧夫人。 當日他也曾拜過父王， 又拜孩兒爲兄，

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 1］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 不怕事力與人情

清蒙古車王府曲本では「我的兒， 爲父的竟忙懷了」となっ

注1 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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ていた部分が、『説唱西遊記』では「兒啦， 爲父忙中忘事」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2］。

l第一巻　四五八頁 - 四八七頁

l第二巻　四八七頁 - 五二四頁

l第三巻　七二八頁 - 七四四頁

l第四巻　五二四頁 - 五五六頁

l第五巻　五五六頁 - 五八三頁

l第六巻　五八三頁 - 六〇二頁、六六三頁 - 六七四頁

l第七巻　六七四頁 - 七〇二頁

l第八巻　七〇二頁 - 七二一頁、六〇二頁 - 六一四頁

l第九巻　六一四頁 - 六四七頁

l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3］。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、

孫大聖嗖的一聲無宗影，

將身起在半懸空，

注 2 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3 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 嗖的一聲無宗影  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  元來是白相  兩

眼如明燈  兩個白牙白亮  身形高大相城  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  白相只是哼哼  一直打到高山

下  沙僧抬頭看的清
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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，

抖擞精神下山峰，

手舉釘鈀打後胯，

一下重來一下輕。

一直的出了山嘴歸大路，

沙僧抬頭看的清，

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］。

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

注 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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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

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、一九六四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1］。

（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

注1 『文史』第十九輯、中華書局、
一九八三年。
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材するほか、時事的な出来事から取っているものもある

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2］。

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3］。また、李家瑞は『北平俗曲略』で以下の

様に述べている［注4］。

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5］。

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2 （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3 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4 中央研究院歴史語言研究所、
一九三三年、三七頁。

注5 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。
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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1］、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1 『『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。



『西遊記』影巻加格達奇抄本をめぐって（山下）　57

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2］。『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2 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。

国立伝統芸術中心簡介

平林宣和

台北の南東、太平洋に臨む宜蘭県は、台湾で唯一「土生土長」した伝統演劇、歌仔戯の発祥地として知られてい

る。そうした土地柄のためか十数年前に台湾戯劇館という展示施設が作られ、筆者もかつてその見物に鄙びた宜蘭

に足を運んだことがある。

本年（2002 年）１月、その宜蘭の地に新たに国立伝統芸術中心（以下伝芸中心と略称）が正式オープンした。

伝芸中心は行政院文化建設委員会の付属機関であり、1994 年に設立計画がスタート、昨年までは国立伝統芸術中

心籌備処として台北に事務所を置き、オープンに向けた準備活動を行っていた。今年ようやくハードウェアの一部

が竣工し、24ヘクタールに及ぶ広大な敷地に、その施設群が姿を現すことになったのである。
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この機関が活動の対象としている伝統芸術とは、伝統演劇、伝統音楽、伝統工芸、伝統舞踊、伝統雑技（各種陣

頭、獅子舞など）、民俗童玩（麺人や凧など）の六部門を指す。このうち伝統演劇、伝統音楽、伝統舞踊、伝統雑

技はいわゆる芸能に含まれるから、かなりのエネルギーを芸能というジャンルに注いでいるといってよいだろう。

一つ目の伝統演劇というカテゴリーには、崑劇、京劇から粤劇、越劇等の大陸劇種、さらに布袋戯、歌仔戯など

の本土戯劇が含まれ、また伝統音楽には、客家や原住民の歌謡も包含されている。伝統文化を扱う国立の機関とし

て、これら来歴の異なる様々な芸能を一通りカバーしているという点は注目に値する。1970 年代以来、台湾にお

ける「自文化」認識は、政治性を帯びた話題としてたびたび論争の的となり、そこには常に何らかの形で選別と排

除の論理が働いていた。今回伝芸中心が採用した諸ジャンルは、民族や省籍、エスニシティに関わらず、台湾在来

の伝統芸術全般を含んでいるという点において、一連の論争に対する行政レベルからの一つの回答ともいえるだろ

う。

さて、伝芸中心は単なる資料保存のための博物館ではない。内部の施設は、行政中心区、住宿区、演芸庁区、工

芸坊区、産業景観区に分かれ、このうち演芸庁区には、表演庁、小票演庁兼大排練室、排演室、工作室、伝習室、

臨水実験劇場などが含まれている。これらの施設の構成から、伝芸中心が芸能の実践と伝承により多くの力を割い

ていることがわかるだろう。ハードウェアに先行する形で活動を開始していた伝芸中心籌備処は、1996 年の設立

から現在まで、「民間芸術保存伝習計画」を推進しており、その中で「乱弾戯潘玉嬌・王金鳳等新美園技芸保存計

画」、「北管乱弾戯曲手抄本整理計画」、「伝統客家八音伝習計画」といったプロジェクトが進められてきた。技芸の

伝承と資料の保存という二つの側面をともに重視していることが、その活動内容からも十分うかがえよう。

むろん全ての芸能のあらゆる技芸を漏れなく伝承することは現実的には不可能である。今春、台北で伝芸中心主

任の柯基良氏にうかがったところ、すでに伝承が困難となった芸能については、ビデオ映像や文字資料その他、何

らかの媒体を用いて記録に残す作業を行うとのことであった。

これだけ広範な芸能を対象に、伝承と資料保存双方の作業を担う国立の施設は、大陸にも日本にも存在しない。

またこうした機能とは別に、台湾における伝統文化認識の政策的現れという点でも、非常に興味深い施設であると

いってよいだろう。伝芸中心の今後の活動に注目していきたい。なお、伝芸中心のサイトは、文建会の下位サイト

として以下のところに置かれている。

http://www.ncfta.gov.tw/

　※この文章の執筆にあたって、主任の柯基良氏、および台北駐日経済文化代表処文化組の楊桂香氏にご助力と資

料の提供を受けた。ここに厚く御礼申し上げる。
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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、以後、元明清を経て現代に到るまで各地に流

行し、文化史的に大いに影響力を発揮した演劇であったと思わ

れるので、それを研究することで中国通俗文学史、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一員

とし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を通じて一定の研究成果を上げ

るに到った。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
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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

知りたい詳細な情報が含まれておらず、また、

台本などの関連資料を目にすることもできない。

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が北京や江南地域に比

べて少なく、現地調査による資料収集は欠かせない。

筆者は、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所謂晋中皮影戯に関する予備的な現地調

査を実施し、関連施設を訪問して現地研究者への聞き取り調査

を実施するとともに、太原の山西省戯劇研究所を訪問した。以

下、その結果を総合し、今後の調査に向けて山西皮影戯研究の

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

太 原

孝 義
介 休

侯 馬

山西省地図
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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晋中・晋南を含む山西皮影

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、

l 『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。独り山西巻にのみ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からである。

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

l 江玉祥『中国影戯』（四川人民出版社出版社、1992）

およびその台湾版で、若干の増補がなされている

l 江玉祥『中国影戯与民俗』（淑馨出版社、1999）
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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

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。

l 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。

l 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。

l 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。

l 王沢慶「抄本皮影戯《西廂記》浅析」

l 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、
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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。

文史資料には以下の二編が見える。

l 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）

l 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。

l 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。

l 『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 ] 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、現在最も重要な文献である。

l 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）

注 当該部分は、編撰：王万万、
審修：曹振武。
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l 張思聡、王万万「金斗山澗蔵古花－孝義皮腔概述」（同

上）

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。

l 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。

l 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、孝義に於いて卜子夏等によって創始

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。

l 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。

l 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。

l 『中国美術全集・工芸美術編 12』（人民美術出版社、

1988）

l 『山西民間芸術』（山西人民出版社、1991）

l 『中国民間美術全集・4 山西』（人民美術出版社、

1993）

l 『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）

l 『中国郷土芸術』（新世界出版社、2000）
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映像資料に以下のものがある。

l 『山西皮影戯』（VCD）（金卡文化事業公司、1995）

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。

以上の先行研究によって、山西皮影戯の概略と研究史上の問

題点について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、台本資料や学術的な聞き取り調査記

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。山西皮影戯を研究する上での現地調査の必要性が理解さ

れよう。

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。

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

  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

以下、今後の調査のための備忘として、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

の西南郊外、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
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距離高速バスも運行しているようだ。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。今回は時間の都合上、飛行機を利用した。北京－太原

には中国東方航空の夜便が、太原－北京には同じく朝便が就航

している。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ので、特に予約の必要はなかろう。

なお、今回、孝義に一泊しかできなかったのは、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。孝義を訪問す

る際には、あらかじめ旅行証を取得しておくか、汾陽・介休な

どの近隣開放都市に宿泊する必要がある。

3.2. 孝義市皮影木偶芸術博物館

今回の孝義訪問は、同博物館に関するWeb ページを見かけ

たのが一つのきっかけであった。孝義到着後、長途汽車站で市

街地図を求めたが市販されていないようで、見あたらなかった。

しかし、一時間も歩けば一周できるほどの規模の小都市である

ため、博物館を発見するのは容易であった。

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の練

習をしていた。

普段は訪れる人も少ないと見え、外にチ

ケット販売所も見えないし開館時間も明示さ

れていない。昼過ぎに訪ねたら係員が昼休み

中であるために門が閉まっており、夕刻に再

度足を運ばねばならなかった。門を入って右

の事務室でチケットを購入すると、係の女性

が鍵を持って展示室を開けながら案内してく

れた。普段は、訪れる人も少なく展示室も閉

孝義市皮影木偶芸術博物館
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じられているのである。

博物館は寺廟様式で、左右の廂房と中央の堂

房からなる。係の女性の話によると、建物自体

は新しく、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。

入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メディ

アとしての特長の一つであり、移動式のスク

リーンに投影して上演するのが一般的で、北

京・冀東で専用戯台が設けられた例を筆者は

寡聞にして知らないが、しかし、河北省蔚県留

荘鎮白中堡門外の観音廟には明代の木偶・皮影

専用戯台である「灯影戯台」が存在するように
[注 ]、全国的には皮影戯の盛行した地域では専

用戯台が設けられることもあったようだ。

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 ～ 50cm 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

注 『中国影戯』p.60。

皮影戯台（中は木偶戯台兼用）
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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、上演の期間や劇団の上演にかかる油、

茶葉などの消耗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

影人の展示

合同

戯目単
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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。今回は館長が不

在だったこともあり、台本など皮影戯関連

の収蔵品や博物館の活動に関する詳しい説明を聞くことができ

なかったが、この点は次回以降の現地調査の課題としたい。

3.3. 侯丕烈氏訪問

博物館見学後、侯氏を文化館に訪ねたが、おり悪く会議のた

めに不在であり、二日目の午前中に再訪することとなった。

3.3.1. 侯丕烈氏略歴

侯丕烈氏より頂いた手製の冊子『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た後、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

5000 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。また、影人作家でもあり、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の第一人者であり、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、その聞き取り調査の結果を、『孝義県志』『中国戯曲

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
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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。侯氏は春秋時代に孔子の門人である卜子夏らに

よって晋中皮影戯が創始されたとの説をとなえるが、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

が描かれていたという [注 1]。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。

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 2]。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

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。

●音楽

晋中皮影戯に用いられる唱腔は、三つの系統に分かれる。

注1 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。

注2 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。同説では、
明代の武装と同影人のデザイ
ンが付合しないことが主要論
拠となっているが、作品のデ
ザイン・工芸的な評価とリア
リズムの問題を混乱している
部分も見受けられ、ただちに
妥当な説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が現実で
あり、当該影人の製作年代に
ついても、今後、注意深く調
査する必要があろう。
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皮腔（皮影腔）は、孝義に古くから伝わる皮影戯の声腔で、

嗩吶を主伴奏楽器とし、京劇の吹腔に似る。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、皮影

腔は板腔体に分類される。徴調式で、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

が始まりであるという。碗碗とは鐃鏺の一種で、「ウォーン、

ウォーン」という独特の響きを持つ。『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。

もう一つは、晋劇すなわち中路梆子である。「山西皮影」に

よれば、皮影劇団が日中演ずる木偶戯が晋劇型式を採用する。

●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、一度に合計十人

が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、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
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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

一年のうちで皮影戯が上演される時期は、秋の収穫後および

節句の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、皮影戯には農村上演が多いことを考えれば、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。侯氏も少年時代には、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

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

心であった。
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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、市販のものは見あたら

ないが、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は、わからない。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

侯氏へのインタビュー後、前述の事情によって介休市に移

り、そこ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李世民

は、その旧主であった劉武周を

謀殺して首級を示し尉遅敬徳を

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。戯台も二

つ現存し、現在でも秧歌戯など

が上演されるという。梁全民氏も、

1999 年にここで皮影戯を上演し

ている [注 ]。また、后土廟戯台は

注 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。

介休張壁古堡戯台
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介休市街にあり、壮麗な建築である。

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。突然の訪問で勝手のわからぬ

まま研究所の建物に入り、廊下です

れ違った人に侯氏より紹介された羅

仁佐氏の所在を尋ねると、親切にす

ぐ裏の公寓まで案内してくれた。案

内してくれたのは、実は同研究所研究員の謝玉輝氏であり、羅

氏の部屋で、お二人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居ないとのことである。

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、木偶と皮影は共

通の台本を使用するが、それは侯氏へのインタビューにもあっ

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。

介休后土廟戯台
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今回は、皮影戯関係の資料確認だけを目的に、事前の準備を

せずに訪問したため、山西の地方劇に関して踏み込んで話すに

は到らなかった。しかし、謝氏とは、同研究所と中国都市芸能

研究会とが研究情報の交換などの交流を進めていくことで一致

したので、今後、更に具体的問題について共同で検討する機会

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

を得られる目途がついた。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。

はじめにも述べたように今回の山西行の目的は、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

であったので、目的は果たせたと言ってよかろう。

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

が、今後の現地調査の課題となろう。

※ 本稿は、平成 14 年度科学研究費補助金（基盤研究

（B）（1））「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－」（課題番号：14310204、

研究代表者：氷上正）による研究成果の一部分である。
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2001 年 5月 26日

第三十八回例会

ところ：早稲田大学文学部 2407 研究室

内容：2001 年春期北京現地調査報告（千田）、

清末民国河北通州康氏文書についての報告

（戸部）

2001 年 7月 22日

事務連絡会議

ところ：慶應義塾大学日吉キャンパス諸国語共同

研究室

2001 年 8月～ 9月

夏期現地調査

北京　7 月 28 日～ 8月 10日、9月 15日～ 22日

内容：劉季霖氏インタビュー、国家図書館所蔵資

料調査、芸術研究院戯曲研究所訪問

参加者：千田、戸部、野村、山下（前期）、平林

（後期）

江南　8 月 4日～ 8日、8月 16日～ 9月 7日

内容：上海図書館所蔵資料調査、周良材氏・趙志

剛氏訪問

参加者：川（前期）、三須、藤野、佐藤（後期）

2001 年 9月 7日～ 9日

2001 年夏期合宿

ところ：蓼科千田山荘

内容：2001 年夏期北京現地調査報告（千田）、

芸術研究院戯曲研究所所蔵影巻調査報告

（山下）、民国初期天津における社会教育

（戸部）、影巻解題発表（川）

中国都市芸能研究会　2001 年度活動記録

2001 年 9月 29日

皮影戯関連文献資料交換会

ところ：慶應義塾大学日吉キャンパス諸国語共同

研究室

2001 年 10 月 6日

事務連絡会議

ところ：福岡大学

2001 年 11 月 17 日～ 26日

山西省予備調査

内容：山西省戯劇研究所訪問、孝義市皮影木偶芸

術博物館訪問、侯丕烈氏インタビュー

参加者：千田

2001 年 12 月 25 日

第三十九回例会

ところ：慶應義塾大学日吉キャンパス諸国語共同

研究室

内容：晋中皮影戯予備調査報告（千田）

2002 年 2月～ 3月

春期現地調査

江南　3 月 8日～ 3月 17日

内容：上海図書館資料調査、杭州・普陀山の宗教

施設の調査

参加者：三須、二階堂

台湾　3 月 16 日～ 23日

内容：インタビューと資料収集

参加者：平林
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中國城市戲曲硏究會蒐集

皮影影卷解題目錄稿 (1)

凡例

一 . 本目錄著錄中國城市戲曲研究會所蒐集影卷。

二 . 本目錄先舉劇目說明，後列該劇目影卷之詳細情況。

三 . 劇目說明包括：作者、地區、提要等項目。地區為影戲

之派別，如冀東系、北京西派等。提要中，主要參考以

下資料：《皮影史料》（劉慶豐編注，黑龍江藝術研究所，

1986），〈皮影影卷一覽〉（溫景林整理，《承德戲曲全

志》編輯部編《承德戲曲資料匯編》所收，1986），《樂

亭文史・五輯》（中國人民政治協商會議天津市樂亭縣

委員會文史委員會、樂亭縣文教，1990）。

四 . 影卷之詳細情況包括：書皮一與第一葉書影、葉數、鈔

刻者、鈔刻年、鈔刻地區。書皮一書影傍置規尺。葉數

不含書皮與襯葉。

五 . 影卷與一般古籍版本有所不同，因而本目錄中採用

若干特殊術語，如「書皮芯」指書皮紙中所包裹

之紙張。其餘請參看下圖。

六 . 各影卷之號碼為本研究會整理號。

七 . 現刊祇載已整理影卷而已。所有蒐集影卷完

成後，按故事朝代先後重新排列，擬出單

行本。

書皮四

書皮一

書皮二

卷首襯葉

卷末襯葉
書皮三
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靈 飛 鏡
【作者】 無名氏

【地區】 冀東系

【提要】 南北朝故事。故事見清朱雲從《龍燈賺》傳奇。京劇、

梆子戲亦㈲此目，㈴《春秋筆》。〈皮影影卷㆒覽〉：「兩

晉南北朝・連臺影卷 10 本。」《樂亭文史・㈤輯》：「劉

宋文帝劉義時權相徐羨之陷害忠臣檀道濟故事。」

劉宋文帝時，北魏南侵，權臣徐羨之主和，而忠臣

檀道濟與王彥丞主戰，率軍禦之。徐羨之忌嫌，不發糧

草困檀道濟，又讒言王彥丞效春秋筆法誹謗文帝，降為

驛官，並令驛丞張恩殺之。而張恩感昔日恩義，替身自

盡，王彥丞押糧草助檀道濟。宋軍大破北魏。文帝復王

彥丞之職，斬徐羨之。

518 靈飛鏡

鈔本，八卷

【葉數】 卷一：52 卷二：47 卷三：55 卷四：45

   卷五：50 卷六：53 卷七：47 卷八：57

【鈔刻者】 無名氏

【鈔刻地區】 未詳

【鈔刻年】 未詳

 ＊卷五、卷六書皮以《北京日報》1973 年 10 月 3

日版補修。

524 靈飛鏡

鈔本，八卷

【葉數】 卷一：44 卷二：42 卷三：40 卷四：44

   卷五：33 卷六：43 卷七：48 卷八：46

【鈔刻者】 張錫九等（卷一書皮一題：「張榮廷」，卷二

書皮一題：「張錫九記」，卷二至八書皮一題：

「張錫九」，而卷一末葉題：張印吾侄抄寫」、卷

七卷首襯葉題：「一九八二年王杖子劉文福表叔

524

518



収集皮影影卷解題目録稿　79

添補」。）

【鈔刻年】 1982 年至 1983 年

【鈔刻地區】 王杖子（按 :王杖子乃冀東、遼西之長城

外常見地名。待考。）

525 凌非竟（檀道濟征北）

 ＊卷一書皮一題：「檀道濟征北　凌非竟頭本」，卷

二、四、六、七書皮一題：「凌非竟」，卷三、五

書皮一題：「凌飛竟」。

鈔本，八卷

【葉數】 卷一：42 卷二：40 卷三：42 卷四：52

   卷五：48 卷六：49 卷七：43 卷八：33

【鈔刻年】 1960 年 至 1961 年（ 卷 三 書 皮 一 題：

「一九六〇年 8 月 2 號」，卷六書皮一題：「61

年 2 月 15 日」，卷八書皮一題：「61 年七月

二十二日」。）

【鈔刻地區】 未詳

 ＊卷八以「一九五五年一月熱河省平泉縣二通溝

村出生登記簿」補修。卷三第三十三葉背面蓋有

「平泉縣黨鎮鄉人民委員會」印。

（山㆘）

鎖 牧 陽
（大西唐、樊梨花征西、瑣陽關、牡羊關、雙陽關）

【作者】未詳

【地區】冀東系

【提要】 唐㈹薛家將故事。京劇、梆子戲亦㈲類似劇目。故事

見《說唐㆔傳》第㆒㉃㈦㈩回，而此本與小說情節㆟物

出入甚多。如：唐將姜須不見於小說，反而薛應龍不見

於此本。小說㆗御駕親征者為唐太㊪，此本為太子李治。

〈皮影影卷㆒覽〉：「唐・連臺影卷 8本。又㈴《瑣陽關》、

《㈭陽關》、《鎖㈭陽》。」按：「㈭陽關」當作「牧羊關」。

《皮影史料》：「《鎖陽關》樊梨花掛帥秦英征西，小矮

524

525
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子豆希介故事。」《樂亭文史・㈤輯》：「《鎖牧陽》（包括

《鎖陽關》、《㈭陽關》、《薛㆜山收樊梨花》等故事）」

又《鎖陽關》、《牧羊關》㆖海江東書局石㊞本，見於

〈石㊞影詞篇目〉。

平遼王薛仁貴為皇叔李道宗所陷。適西涼國蘇海下

戰書，太子李治御駕親征，薛仁貴帶罪掛帥，被困鎖陽

關。薛仁貴之子薛丁山，為二路元帥，率領眾家小英雄

赴救。途中與樊梨花陣前招親，而因誤解三次休之。薛

仁貴陣沒，樊梨花掛帥。蘇海請百納真人與百靈聖母擺

下截仙陣，樊梨花請梨山老母等眾仙家破陣，遂得牧羊

關。蘇海又請鐵板道人、青蛟龍等擺下惡鬼陣，又為唐

軍所破，蘇海自刎，西涼國獻降表。唐軍奏凱長安，太

宗大封功臣。

040 少西唐

鈔本，九卷

【葉數】 卷一：37 卷二：52（卷首有缺） 卷三：44

   卷四：46 卷五：42 卷六：45 卷七：37

   卷八：36 卷九：39

【鈔刻年】 1982 年（卷二末葉題：「一九八二年十月

抄」。）

【鈔刻者】 薄國林（卷一、二至六卷首襯葉題：「薄國

林」。）

【鈔刻地區】 未詳

 ＊此本題為《少西唐》，實為《鎖牧陽》。演至大破

截仙陣。

041 大西唐（樊梨花征西、破鎖陽）

 ＊卷一至三書皮一題：「大西唐」、「樊梨花征西」，

卷四至九書皮一題：「破鎖陽」。

鈔本，九卷

【葉數】 卷一：49 卷二：46 卷三：48 卷四：49

   卷五：41 卷六：49 卷七：42 卷八：46

040
041
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   卷九：45

【鈔刻年】 1982 年（卷六末葉題：「一九八二年十二月

三號正二點抄完」。）

【鈔刻者】 王某（卷一至六書皮一題：「王記」。按：

065《小西涼》為王國發所鈔，與此本字跡相

似。）

【鈔刻地區】 未詳

 ＊卷二第十一葉以「建平縣百貨公司售貨票」補修。

按：建平縣在遼寧省朝陽市。

 ＊此本演至大破截仙陣。

075 鎖陽關（鎖牧關）

 ＊卷二、五、七、八書皮一題：「鎖牧關」。

鈔本，八卷

【葉數】 卷一：41 卷二：41 卷三：44 卷四：42

   卷五：42 卷六：43 卷七：46 卷八：42

【鈔刻年】 1987 年（卷一末葉題：「一九八七年陰曆九

月廿八日」、卷二末葉題：「一九八七年陰曆十月

初五」、卷三末葉題：「一九八七年陰曆十月十日」、

卷四末葉題：「抄於一九八七年陰曆十月十九日」、

卷五末葉題：「一九八七年陰曆十月廿三日抄」、

卷六末葉題：「一九八七年陰曆十月三十」、卷七

末葉題：「一九八七年陰曆十一月初四」、卷八末

葉題：「一九八七年陰曆元旦節」。）

【鈔刻者】 李均拙（卷二、四、七末葉題：「李均拙

筆」。）

【鈔刻地區】 未詳

 ＊卷二末葉題：「抄於大金溝」，卷二末葉題：「抄

於三座店西窩卜李文林家」，卷三末葉題：「抄於

村金溝牛家爐」。

 ＊此本演自三請樊梨花至大破截仙陣。

107

075
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107 木羊關

鈔本，六卷

【葉數】 卷一：33 卷二：30 卷三：31 卷四：28

   卷五：25 卷六：21

【鈔刻年】 未詳

【鈔刻者】 無名氏

【鈔刻地區】 未詳

 ＊此本演大破截仙陣。

516 鎖陽關

鈔本，十六卷

【葉數】 卷一：47 卷二：44 卷三：48 卷四：43

   卷五：46 卷六：50 卷七：46 卷八：43

   卷九：39  卷十：41 卷十一：43 

  卷十二：35 十三：47 十四：51

  卷十五：45 卷十六：47

【鈔刻年】 1983 年至 1984 年（卷一末葉題：「抄於

一九八三年舊曆十月三日晚上六點十五分」、卷

二末葉題：「八三年農曆十月初七日抄完貳本」、

卷三末葉題：「十月十一日」、卷五末葉題：

「此本抄完於八三十一月二十七日上午九點三十

分」、卷六末葉題：「此本抄完於一九八三年十一

月三十日下午十六時三十五分」、卷七末葉題：

「八三年十二月三日抄完」、卷八末葉題：「八三

年農曆十一月三日抄完」、卷九末葉題：「於

八三年十二月十一日下午十六時十分抄完」、卷

十末葉題：「抄於一九八三年農曆十一月十一日

九點五十五分」、卷十一末葉題：「本書抄於八三

年農曆十一月十七日晚十九時二十五」、卷十二

末葉題：「抄於八三年十一月廿日」、卷十三末

葉題：「抄完一九八三年十二月二十五日晚」、卷

十四末葉題：「八四年一月十日抄」、卷十五末葉

516

107
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題：「一九八三年農曆十二月十五日十點四十」、

卷十六末葉題：「抄於癸亥年十二月廿二日三

點」。）

【鈔刻者】 張錫九（卷五外各卷首襯葉均題：「張錫九」。

卷十末葉題：「張印侄兒抄　張錫九代抄」。）

【鈔刻地區】 八道溝屯（卷五外各卷書皮一均題：「八

道溝屯」，卷十末葉題：「八道溝屯西隊」。按：

八道溝乃常見地名。待考。）

（千田）

秦 英 征 西 （少西唐、小西唐）

【作者】未詳

【地區】冀東系

【提要】唐㈹故事。為《鎖陽關》之外傳。秦英，其㈴見於

小說《說唐㆔傳》。京劇、梆子戲亦㈲此目。〈皮影影

卷㆒覽〉：「《少西唐》　唐・連臺影卷 6 本。又㈴《秦

英征西》。」《樂亭文史・㈤輯》：「《小西唐》（秦英征西

故事）」又：「《小英傑》（羅章跪樓，接紅㈪娥故事）」。

按：〈皮影影卷㆒覽〉亦著錄《小英傑》，演羅通掃北故

事。

太子李治征西，被困鎖陽關，程咬金長安搬兵。秦

瓊之後秦英掛帥，率領眾小英雄赴鎖陽關。途中，羅章

於陣前與兩個女將成親。秦英解鎖陽圍，唐軍平定西涼，

李治收三妃，奏凱長安。

029 秦英征西

鈔本，六卷

【葉數】 卷一：43　卷二：41　卷三：40　卷四：44

   卷五：43　卷六：52

【鈔刻者】 王某（卷一、四、五書皮一與卷一、四卷首

襯葉題：「王記」。按：065《小西涼》為王國發

所鈔，與此本字跡相似。）

【鈔刻年】 1981 年（卷一卷首襯葉題：「一九八一年九

029

124
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月二十日開始抄寫」。）

【鈔刻地區】 未詳

124 秦英征西

鈔本，六卷

【葉數】 卷一：39　卷二：46　卷三：48　卷四：41

 　 卷五：42　卷六：37

【鈔刻者】 無名氏

【鈔刻年】 未詳

【鈔刻地區】 未詳

 ＊卷四書皮二印有：「河北省寬城縣文化宣傳站選

編」、書皮三印有：「寬城文藝」。按：寬城即河

北省承德市寛城滿族自治縣。

（千田）

四 平 山 （薛海征西）

【作者】 無名氏

【地區】 冀東系

【提要】 唐薛家將後㈹故事，即薛剛反唐之續集。京劇、梆子

戲㈲同目，乃演唐李元霸大戰㈩㈧路反王事，與此本無

涉。〈皮影影卷㆒覽〉：「唐・連臺影卷 6本。又㈴《薛

海征西》。」《樂亭文史・㈤輯》：「薛海征西故事。」又見

於〈石㊞影詞篇目〉。

唐端宗時，曹龍下山東放糧，遇薛蛟之子薛海，結

為兄弟。薛海進京討封，太師苗寬生嫉妬陷之。適英唐

國造反，薛海收四平山之賊寇姜自榮等，掛帥征西，途

中與霍連英陣前招親。羅成之後羅自明，下山投薛海。

薛海中計被困，霍連英趕救，途中收秦叔寶、尉遲敬德

後代，大破英唐軍。英唐國公主蘭玉英，請金蓮聖母下

山，擺下金光四相天羅陣。霍連英請眾神仙大攻之，陣

中產子，污血破陣。英唐國獻降表，端宗大封功臣。

086 四平山

086

124
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鈔本，八卷（缺卷三）

【葉數】 卷一 :39 卷二：43 卷四：38 卷五：42

   卷六：39 卷七：39 卷八：41

【鈔刻者】 無名氏

【鈔刻年】 未詳

【鈔刻地區】 內蒙古自治區寧城縣（卷二第一葉 a蓋有

「寧城縣大城子公社社隊企業辦公室」蒙漢文

印。）

505 四平山

鈔本，十二卷

【葉數】 卷一 :30 卷二：34 卷四：34（卷末有缺）

　卷五：29 卷六：38 卷七：31 卷八：36

   卷九：29 卷十：30 卷十一：35

   卷十二：28（卷末有缺）

【鈔刻者】 無名氏

【鈔刻年】 未詳

【鈔刻地區】 楊丈子（卷二書皮一題「楊丈子大隊」，

書皮四題「楊丈子大隊皮影組」。按：楊杖子乃

冀東、遼西之長城外常見地名。待考。）

 ＊卷二至七、九、十書皮芯用記有「60 年」之

「明細分類帳」。

（千田）

三 俠 五 義
【作者】 無名氏

【地區】 冀東系

【提要】 宋㈹包公案故事。故事見於小說《㆔俠㈤義》第㆒回

㉃第㆔㈩㆒回。京劇、梆子戲亦㈲此目。〈皮影影卷㆒

覽〉：「宋・連臺影卷 8本。」

宋仁宗時，國舅曹洪奉敕陳州放糧，反害百姓。包

拯前往査辦，鍘國舅。包拯遇一老婦，自稱仁宗之生母

李妃。包拯還京後，查明劉妃與郭塊狸貓換太子事，伸

505
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李妃冤。公孫策之女公孫燕，探父上京，南俠展昭相助，

遂得父女團圓。包拯有斷葛登雲槍奪范仲禹妻陸氏案。

王欽若、丁渭謀害包拯發刺客，為南俠展昭所阻，王欽

若、丁渭革職。南俠結識雙俠丁兆蘭、丁兆惠兄弟，並

與其妹月華訂親。

113 三俠五義

鈔本，八卷

【葉數】 卷一：48 卷二：47 卷三：52 卷四：53

   卷五：47 卷六：42 卷七：48 卷八：49

【鈔刻者】 王增明（見下項。）

【鈔刻年】 1984 年至 1991 年（卷四末葉題：「十二卷完，

抄於八四、十、七號　王增明」，卷五末葉題：

「十三本完，王增明抄於十月十八號」，卷六末

葉題：「卷十五完」，卷七末葉題：「第十六本抄

於九一年元月九號」。）

【鈔刻地區】 未詳

（山㆘）

聚 虎 山
【作者】 無名氏

【地區】 冀東系

【提要】 宋㈹故事。〈皮影影卷㆒覽〉：「宋・連臺影卷㈩㈤本。

又㈴《趙春征南》。1981 年整理淨化。」《樂亭文史・㈤

輯》：「夏凱害趙景元帥事。」

宋仁宗時，南唐國造反，趙景掛帥出征。趙景次子

趙柏苓，聚虎山遇女寇魏彥孃，陣前招親。魏彥孃殺太

師傳慶芝公子傳金以報父仇，，傅慶芝誣告趙家謀反，

仁宗下旨追緝趙家將。包拯啟奏招安趙家，仁宗再命趙

家征南。南唐軍師火毒真人乃蝎子精，以瘟痘鉢，困宋

軍。趙柏苓許婚姜瑞雪，乃白衣大士弟子，請雞神大破

火毒真人。南唐國公主李素英，生擒趙景之姪趙昌苓，

招之為附馬，南唐王歸順宋朝。火毒真人不服，擺下金

079

113
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剛大陣。姜瑞雪請雲中子、廣成子、太乙真人、元始天

尊破陣。南唐國獻降表，仁宗大封趙家。

079 聚虎山

鈔本，十四卷

【葉數】 卷一：47 卷二：49 卷三：47 卷四：47

   卷五：48 卷六：44 卷七：46 卷八：50

  卷九：48 卷十：49 卷十一：47

  卷十二：39 卷十三：48 卷十四：44

【鈔刻者】 ：孫榮（各卷書皮一題：「孫榮」。）

【鈔刻年】 ：1993 年至 1994 年（卷五書末葉題：「九三

年十二月一日」，卷七末葉題：「九四元月初十，

卷九末葉題：「一九九四年元月二十日上午十點，

卷十末葉題：「94 元 28」。）

【鈔刻地區】 内蒙古喀喇沁旗昌盛遠郷（各卷書皮一題

「喀旗昌盛遠村新地」。）

121 聚虎山

鈔本，十三卷

【葉數】 卷一：46 卷二：47 卷三：53 卷四：59

   卷五：61 卷六：54 卷七：53 卷八：52

   卷九：57 卷十：44 卷十一：54

  卷十二：47 卷十三：47

【鈔刻者】 未詳

【鈔刻年】 1988 年（卷三書皮一題：「戊辰年抄」，

卷六書皮一題：「戊辰年抄」，卷十末葉題：

「一九八八年四月十七號」，十二卷末葉題：

「一九八八年四・二十四」，十三卷末葉題：

「一九八八年四月二十八日」。）

【地域】未詳

（川）

五 鋒 會

121

079
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【作者】 齊二黑父女（《皮影史料》據藝人口碑為明末人。）

【地區】 冀東系

【提要】 宋㈹故事。冀東皮影戲㆕大部影卷之㆒。京劇、評劇

等亦㈲此目，均據影戲改編。〈皮影影卷㆒覽〉：「宋・

連臺影卷㆓㈩本。包括《乾㆝劍》、《保龍山》、《全家福》、

《平西冊》、《賭頭爭㊞》、《力殺㆕門》、《鬧淮安》、《殺

樓》、《玉花城》、《文殊殿》、《聚義廳》、《曹保招親》

等折。」《樂亭文史・㈤輯》：「由流落在東北遼陽的樂亭

㆟齊㆓黑父㊛編撰。身世不詳，最初本成書年㈹也不清

楚。……晚清時位於長城沿線的塞外“團城班”，曾組

織路南“生員”們在“團城班”對《㈤鋒會》進行了集

体改編。」《皮影史料》：「《㈤鋒會》影卷是由《乾㆝劍》、

《保龍山》、《平西冊》㆔個單齣組成的。民初，㆖海大

成書局石㊞袖珍本是㈩㆓小冊。」詳見該書〈㈩㆒、影

卷與唐山皮影藝㆟簡表〉。又見於〈石㊞影詞篇目〉。

宋神宗時，鎮西侯曹克讓，依仗乾天劍神威鎮守

保安城。丞相沈恒威私通西戎國黃胖仙，命曹克讓還

京。西戎造反，曹克讓返回保安城，大破之。（〈賭頭爭

印〉）

神仙歐陽奇術奉師祖命下山，欲收乾天、坤地等五

鋒寶劍。西戎國沙淵，以坤地劍刺神宗，不遂被捕。沙

淵詐曹克讓命，神宗命曹克讓獻乾天劍。曹克讓次子曹

寶，青風山遇女寇暴彩文成親。曹寶救程玉清，打殺奸

臣喬不清公子喬福，因而被捕。曹克讓欲斬之。程玉清

法場換身，為暴彩文兄暴虎所救。西戎來侵，曹克讓被

困，暴彩文力殺四門，大破之。（〈暴彩文力殺四門〉）

神宗聽信讒言，抄斬曹家滿門，並命寇成押回曹克

讓。寇成以身替曹克讓。喬不清迫親，蘭素艷洞房刺殺

之。（〈刺喬不清〉又名〈殺樓〉）

曹寶易名尹保申，寄身桃花寨恒家。恒堀許配恒秀

錦。其真名爲恒妻所知，曹寶懼罪逃跑，恒秀錦自盡

守節。淮安城曹寶被捕，為趙飛龍等救之，巧遇暴氏兄

妹、程玉清，一同落草青松寨。（〈劫囚車〉又名〈閙淮
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安〉）

文玉雙尋夫曹珍，乃曹克讓長子，為沈恒威公子沈

學元所迫親，刺之逃走。（〈殺沈學元〉又名〈殺廟〉）

曹珍寄身鄭世勲，與其女鄭春芳成親，易名鄭珍赴

考，中狀元。許配沈恒威之女沈冰潔，沈冰潔知情，棄

暗投明。（〈偸看家書〉）

曹克讓、曹珍等上青松寨，曹家父子團圓。（〈全家

福〉、〈聚義廳〉）

適保龍山現魚龍變異，神宗御幸觀之。沈恒威暗伏

西戎兵，曹克讓等下山保駕。黃胖仙之妹珍珠娘子，吐

毒氣欲殺神宗。魚龍乃兩鋒寶劍之精，歐陽奇術合之

與三鋒寶劍，得金丹丸，大破珍珠娘子。師祖授歐陽奇

術平西冊，收金丹丸。神宗擺朝，大封曹家。（〈大封

官〉）

054 乾天劍

鈔本，十卷

【葉數】 卷一：42 卷二：56 卷三：43 卷四：64

   卷五：62 卷六：60 卷七：40 卷八：35

   卷九：47 卷十：42

【鈔刻者】 李桂（卷一、四書皮一題：「桂記」，卷七末

葉題：「整理者　李桂」。）

【鈔刻年】 1985 年至 1995 年（卷一末葉題：「94 年 12

月 2 日」，卷二末葉題：「85 年 10 月 1 日」，卷

三末葉題：「95 年 1 月 5 日」，卷四末葉題：「85

年 10 月 30 日」，卷五書皮一、末葉並題：「92

年 3 月」，卷六末葉題：「92 年 7 月 26 日」，卷

七末葉題：「92 年 8 月 3 日」，卷八末葉題：「92

年 8 月 3 日」，卷九末葉題：「92 年 8 月 8 日」，

卷十末葉題：「92 年 9 月 19 日」。）

【地域】 未詳

 ＊此本不見暴彩文力殺四門、寇成以身替曹克讓、

曹珍收家書等段。卷二第十九葉以下與卷三全同。

054

502
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502 保龍山

鈔本，六卷

【葉數】 卷一：40 卷二：39 卷三：44 卷四：48

   卷五：54 卷六：63

【鈔刻者】 薛振海（卷六末葉題：「薛振海抄」。）

【鈔刻年】 1986 年（ 卷 五 末 葉 題：「 辛 酉 年 一 月

抄」。）

【鈔刻地區】 未詳

 ＊此本演〈劫囚車〉以下。

527 五鋒會

 ＊卷五書皮一題：「説唱五鋒會講詞」。

鈔本，六卷

【葉數】 卷一：43 卷二：40 卷三：50 

   卷四：51（卷末有缺） 卷五：57（卷末有缺）

　卷六：37（卷末有缺）

【鈔刻者】 董家店大隊（卷六書皮一題：「董家店大隊

抄」。）

【鈔刻年】 1956 年（卷一書皮一題：「1956 年 7 月 26

號」，卷一封面：「1956 年 6 月 23 日」。）

【鈔刻地區】 董家店（按：冀東、遼西地區董家店有兩

處。一在遼寧省朝陽市，而一在河北省興隆縣。

待考。）

 ＊此本演〈劫囚車〉以下。

（川）

平 西 冊
【作者】 齊二黑父女（《皮影史料》據藝人口碑為明末人。）

【地區】 冀東系

【提要】 宋㈹故事。為《㈤鋒會》之續集。京劇、評劇等亦㈲

此目，均據影戲改編。《樂亭文史・㈤輯》：「《㈤鋒會》

續集。」而《皮影史料》、〈皮影影卷㆒覽〉並為《㈤鋒

502

527



収集皮影影卷解題目録稿　91

會》㆗㆒折。參見《㈤鋒會》條。又見於《樂亭文史・

㈤輯》〈石㊞影詞篇目〉。

沈恒威事敗後，逃亡西戎國。西戎國擺下長蛇陣挑

戰宋朝，暴彩文掛帥出征。宋將曹寶戰敗，走義興國，

招爲駙馬。暴彩文借五峰劍仙平西神冊，大破長蛇陣。

義興國王晏駕，曹寶継位，親訪西戎國。西戎國秀錦公

主乃恒秀錦借屍還魂者，與曹寶成婚，斬沈恒威。

089 平西冊

鈔本，五卷

【葉數】 卷一：53 卷二：52 卷三：52 卷四：42

   卷五：42

【鈔刻者】 未詳（按：001《乾天劍》為李桂所鈔，於

此本字跡相似。）

【鈔刻年】 1986 年（卷一書皮一題：「八六・元月三十

日」，卷二書皮一題：「八六・元・二十日」，卷

三書皮一題：「八六・元・二十五日」，卷四書

皮一題：「八六年四月一日」，卷五書皮一題：

「八六・三・十八」。）

【地域】 未詳

（川）

泥 馬 渡 江 （泥馬渡康王）

【作者】 無名氏

【地區】 冀東系

【提要】 宋㆗興故事。《㆗興志傳》、《說岳全傳》無此情節。

〈皮影影卷㆒覽〉：「《泥馬渡康王》宋・連臺影卷 8

本。」《樂亭文史・㈤輯》：「《泥馬渡康王》（趙構即位南

京事）」，又見於〈石㊞影詞篇目〉。

宋欽宗時，金兀朮犯太原，治國公鄭雲掛帥禦之，

為丞相張邦昌所陷。張邦昌通謀金國，兀朮遂得汴梁，

擒徽、欽兩宗。李剛放走太子康王，康王泥馬渡江，巧

遇鄭、周、李家小英雄。張邦昌南征，馮豹領眾小英雄

010

089
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迎戰，為兀朮所敗，康王失落。眾小英雄據鎮江抗金，

救回康王，大破兀朮，生擒張邦昌。康王登基，斬張邦

昌。

010 泥馬渡江

鈔本，十一卷

【葉數】 卷一：45 卷二：45 卷三：49 卷四：50

   卷五：59 卷六：53 卷七：55 卷八：50

   卷九：48 卷十：54 卷十一：50

【鈔刻者】 中德堂、徐慶龍（各卷書皮一題：「中德堂

記」，卷七卷首襯葉題：「敘慶龍記」。）

【鈔刻年】 1958 年（各卷書皮一題：「一九五八年戊

戌」。）

【鈔刻地區】 未詳（卷四書皮一題：「興城縣」、「綏中

縣」、「建昌縣」，卷十一卷末襯葉題：「喀左翼」

即喀喇沁左翼蒙古族自治縣，皆在遼西。）

 ＊卷二卷首襯葉題：「皮影組組長仁業明，組員徐

慶全、徐慶龍、徐慶遠、徐景山、徐樂發、張守

用、張桂生、孫立雲、嚴青雲、周立雲」，卷五

第一葉 a蓋有「勝利影戲院」門票印。

038 泥馬渡江

鈔本，十卷

【葉數】 卷一：49 卷二：49 卷三：46 卷四：45

   卷五：48 卷六：50 卷七：49 卷八：48

   卷九：42 卷十：45

【鈔刻者】 無名氏

【鈔刻年】 未詳（卷九、十書皮芯用婦產科診療簿，其

日期為 1977 年。）

【鈔刻地區】 未詳（卷五書皮四印有「遼寧赤峰」。）

 ＊卷二至八書皮芯寫有蒙文。

（千田）

038

010
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蝴 蝶 杯
【作者】 無名氏

【地區】 冀東系

【提要】 明㈹故事。京劇、梆子戲、鼓詞等亦㈲此目。《樂

亭文史・㈤輯》：「演田玉川與胡鳳蓮故事，分〈游龜

山〉、〈平蠻〉、〈洞房〉、〈綁子投案〉折。」〈皮影影卷

㆒覽〉：「明・連臺影卷 8 本。陳萬成改編，1955 年演

出。」

明嘉靖間，總督盧林之子盧世寬游龜山，向漁翁胡

彥討其娃娃魚，被拒絕，殺死之。田玉川路見不平，打

死盧世寬。田玉川被盧府捉緝，為胡彥之女胡鳳蓮所救，

贈以蝴蝶盃為媒證，易名為雷全州逃亡。盧林奉命征寇，

戰敗而走。田玉川見之助戰，大破寇賊，盧林許配其女

盧鳳英。田雲正綁子田玉川投案，盧林知情釋罪，胡盧

二女均與田玉川完婚。

044 蝴蝶杯

鈔本，六卷（卷七以下缺）

【葉数】 卷一：53 卷二：56 卷三：47 卷四：60

   卷五：54 卷六：49

【鈔刻者】 未詳

【鈔刻年】 1938 年 卷三卷首襯葉題：「康德五年三月

初二日置 戍寅年訂」。按：康德即偽滿年號。

【地域】 未詳

＊卷四尺寸稍大。

528 蝴蝶杯

鈔本，七卷

【葉数】 卷一：55 卷二：44 卷三：55 卷四：50

   卷五：47 卷六：65 卷七：50

【鈔刻者】未詳

【鈔刻年】未詳

044
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【地域】 未詳

529 蝴蝶杯

鈔本，七卷

【葉數】 卷一：46 卷二：46 卷三：40 卷四：41

   卷五：47 卷六：38 卷七：47

【鈔刻者】 王連青（卷一書皮一題：「王記」，又蓋有

「王連青」印。卷二、四卷首襯葉蓋有「王連

青」印。卷三卷首襯葉「王記」，末葉蓋有「王

連青」印。卷六卷首襯葉題：「王記」，又蓋有

「王連青」印。卷七書皮一題：「王」。）

【鈔刻年】 未詳

【鈔刻地區】 未詳

 ＊卷五書皮一以《法政日報》1990 年 3 月 16 日版

補修。

（山㆘）

528

529
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中 文 提 要

周信芳評價的⼀側⾯―從1930 年代的資料來談起 藤野　真子

1920 年㈹末周信芳“麒派”藝術㈲大進步，他雖嗓子帶沙音，做工、說白、以及㆟物

造形等都達到高手的境界。當時多半京戲專家對老生還偏重唱工，但周信芳的演技逐漸壓倒

他們。大約 1935 年以後，《戲劇週報》《戲劇旬刊》等㈲力的戲劇雜誌㆖出現讚揚麒派的大

量劇評。這樣情況證明在 1930 年㈹麒派得到了專家的承認和肯定，解放後高度評價和尊重

的基礎在此。

簡介 《申曲⽇報》 ㆔須　祐介

《申曲㈰報》，是 1941 年創刊於㆖海的㈲關滬劇的刊物。其內容㈲如㆘幾個㈵點；其㆒，

娛樂性很強，比如載㈲㈲關滬劇演員偶像化的文章；其㆓，速報性很高，譬如㈲〈閃電新

聞〉的專欄；其㆔，溝通性很強，如報刊㈵邀㈴演員來回答讀者來信。目前，㈲關滬劇的研

究尚未到達盛行的階段。本文的目的在於通過簡介該刊物的內容和㈵徵，以此㈲助於促進滬

劇研究的進㆒步㆞發展。

地⽅志⼯作者與地⽅史研究―追悼顧炳權先⽣ 佐藤　仁史

已故的顧炳權先生㊟目竹枝詞作為“民俗㈾料”的價值。㆖海㆞區的竹枝詞的蒐集和研

究㆖取得了扎實的成果。㆞方志工作者站在‘以詩補志´的立場來看竹枝詞的價值，與此相

反，歷史㈻家需要闡明其創作的時㈹背景和動機所包含的㈵點。對清末民初的㆞方知識份子

來說，竹枝詞的創作和竹枝詞等“民俗㈾料”的蒐集活動與㆞方㈳會的整合㈲密切的關係。

士大夫型知識份子將“民俗”看作‘改良´的對象和啟蒙活動的㆒種工具。於此相反，1920

年㈹以後，受到新文化運動的新式知識份子試圖從“民俗”㆗尋找㈳會整合的新價值。筆者

認為﹔對於這樣的情況，能夠利用杜讚先生最近所提倡的“本源性”(authenticity) 概念

來加深理解。
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國劇在臺灣的涵義―從國民黨遷臺到六⼗年代 平林　宣和

國劇㆒詞的概念歷來㈲幾種解釋，清末時期泛指㆗國原㈲的各種傳統戲曲，在㆔㈩年㈹

專指作為㆗國國粹的京劇藝術，並隨著國民黨遷臺移植到臺灣。國民黨認為是他們繼承了㆗

華文化的正統，國劇被視為其象徵之㆒，因此在臺灣受到高度重視。㈥㈩年㈹即大陸的文革

時期，國民黨為了對抗大陸革命文化，進行了㆒次㆗華文化復興運動，隨之國劇的㆞位達到

高峰。本文對國劇㆒詞的概念進行初步性的分析，同時闡述從國民黨遷臺後到㈥㈩年㈹時期，

國劇在臺灣㈳會所具㈲的意義的變遷過程。

關於 《西遊記》 影卷加格達奇抄本 山㆘　㆒夫

本文對《西遊記》影卷加格達奇抄本進行初步的探討。此為㆒部冀東皮影劇本，內容相

當於小說第㈤㈩㈨回㉃第㈧㈩㈥回，而文字與 1956 年據鼓詞整理出版的《說唱西遊記》排

㊞本多為㆒致，可知抄本乃近年據此新編的影卷。筆者推論，解放後影戲舊本《西遊記》失

傳，後需復演時，由於鼓詞與影戲韻文相似，容易改編，因此據鼓詞排㊞本改為影卷，以供

演出。

⼭西⽪影戲研究的現狀和懸案 千田　大介

山西孝義皮影戲，歷史悠久，仍保留著明清㈹㆗國北方皮影戲之遺風。此文㆗筆者收集

㈲關山西皮影戲的論文和報告，進行整理和檢討，又在太原和孝義作了初步的實㆞考察，概

述了山西皮影戲研究的現狀和懸案。
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