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傳統與創新的迴旋折衝之路

－台灣京劇五十年

王　安　祈

本文對於台灣京劇的概況介紹，自民國三十八年（1949）國

民政府遷台開始，直到世紀之交，共計五十年。這是本文的研究

範圍，但並不是說京劇在台灣的歷史就只有五十年。政府遷台之

前的一段戲劇歷史，在呂訴上《台灣電影戲劇史》一書開啟研究

端緒之後，邱坤良《日治時期台灣戲劇之研究（1895 － 1945）》

以及徐亞湘《日治時期中國戲班在台灣》兩書可被視為研究成

果最豐碩的代表 [ 註 1]，而「國立傳統藝術中心」於民國九十年

（2001）將李坤城先生所蒐藏的台灣早期唱片精選製為光碟，

出版為《聽見歷史的聲音 1910 〜 1945 台灣戲曲唱片原音重現》

[ 註 2]，則在文獻之外又對聲音資料作了鉤沈（其中台灣灌製的

京劇唱段共有十二段）。由於這些研究已十分完整且深入，此處

僅簡略引述要點，作為本文的前言開端。

台灣最早的京劇演出活動，根據連橫《雅言》一書的記載，

始自光緒十七年（1891）[ 註 3]。時任台灣布政使司的唐景崧為

母祝壽，特地請上海班來台演出京調，這是台灣目前可考最早的

京劇演出紀錄。不過因為這次演出屬於私人堂會性質，並未擴及

民間，觀眾層面局限於少數特定對象，對台灣戲劇文化影響並不

大。京劇活動真正的在台展開，必須要從日治時期算始。

日治初期台人因「本島（台灣）戲既不堪入目，內地（日

本）戲尤非本島人之所嗜好」[ 註 4]，所以引進距離台灣較近之

福州徽班「三慶班」來台演出，隨後又有福州「祥陞班」受邀

來台獻演，二班於台北、台南二地的演出皆大受觀眾歡迎。到

1908 年開始請上海京班來台，整個日治時代從 1908 年第一個來

台演出的「上海官音男女班」開始，至 1936 年最後一個上海京

班「天蟾大京班」離開台灣為止，近三十年間，計有五十個左右

的上海京班在台巡演。中日戰爭爆發，日治時期上海京班的來台

註 1 呂訴上《台灣電影戲劇史》，

台北：銀華出版社，1961 年。

邱坤良《日治時期台灣戲劇之

研究 1895 － 1945》，台北：

自立晚報社文化出版部，1992

年。徐亞湘《日治時期中國戲

班在台灣》，台北：南天書局，

2000 年。

註 2 《聽到台灣歷史的聲音－

1910~1945 台灣戲曲唱片原音

重現》，台北：國立傳統藝術

中心籌備處，2000 年。

註 3 連橫《雅言》，《台灣文獻叢

刊》第 166 種，頁 35。關於

京劇來台之始的考察，一般都

上推至劉銘傳任台灣巡府時，

根據徐亞湘研究，劉銘傳所

請的其實是福州的徽戲，詳見

《日治時期中國戲班在台灣》，

台北：南天書局，2000 年，

頁 10。

註 4 1906 年 8 月 28 日《漢文台灣

日日新報》，本段資料及觀點

引自徐亞湘《日治時期中國戲

班在台灣》，台北：南天書局，

2000 年，13 頁。
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演出才劃上句點。

日治時期上海京班在台灣的活動雖然有起有落，但從以下幾

個現象，可以看出京劇在台灣已埋下了根苗：本土京班的形成、

本地京調票房的成立、藝妲的學習京調、京調唱片的大量發行，

以及本地戲班的加演京劇。[註 5]

來台做商業演出的還有福建、廣東等地的劇團，不過，上海

京班佔其中絕大多數，超過總數的三分之二，為台灣埋下京劇根

苗的是上海京班，海派戲是日治時期台灣京劇的主要內涵。直到

民國三十七年底（1948）顧正秋所率「顧劇團」來台，才突破海

派戲範疇，全面展示京劇的各種藝術，為京劇在台奠定根基。

一、生命典型的樹立－顧正秋

顧正秋是民國三十七年底（1948）率團來台的，原本是應

「永樂戲院」經理之邀來做為期一月的公演，但因觀眾反應熱

烈所以臨時續約留了下來，沒想到這一留就真的落地生根了。

就顧女士而言，來台推廣戲劇原是懵懵懂懂，然而，無心插柳，

柳竟成蔭，顧劇團的永樂五年，開啟了台灣京劇史的扉頁。「顧

劇團」的「永樂五年」（民國三十七年底至四十二年夏，1948 －

1953）在戲曲史上佔足了份量。

顧正秋有深厚的傳統師承基礎，但演唱時能以「發揮自我特

徴」為前提，使得「師承」為己所用，許多唱段均能展現個人獨

特風韻，贏得「顧派獨家唱法」之美稱。但是，對台灣京劇整體

發展而言，最主要的意義仍在「傳統之接續與深耕厚植」。

顧正秋的藝術造詣，將京劇最美好的一面在台灣做了鮮明且

長期的展示，而顧女士本身特殊的經歷與抉擇，更使得觀眾對

她的為人增添幾許愛憐與尊敬。顧正秋三個字在臺灣的社會中儼

然形成了某種象徵意義，這個名字代表的是藝術上難以超越的頂

峰，更是家國劇變、人生旅程困頓周折之際的主要精神依恃。對

許多人而言，顧正秋清潤的嗓音與獨特的唱法，早已潛入心靈底

層進入永恆的記憶，而顧正秋所代表的京劇，也隨之植根於台灣

土地。若為顧正秋做歷史定位，其實已超越傳統或創新的討論而

進入「樹立生命典型」的境界了。

註 5 徐亞湘〈日治時期台灣京劇

之發展面向及文化意義〉，收

入《聽到台灣歷史的聲音－

1910 〜 1945 台灣戲曲唱片原

音重現》，頁 37 至 39。
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二、由一票難求到白頭低迷－軍中劇團由盛轉衰

顧劇團解散後，中堅份子分別輾轉進入「軍中劇團」成為主

力，持續著深耕厚植的努力。

軍中劇團是在軍中康樂隊的基礎之上陸續成立的，幾乎網羅

了當時在台的大部份名伶，而「小班」的學生也在往後十餘年

內陸續長成，以徐露為代表的這批新血和王振祖先生私人創辦的

「復興劇校」的學生一樣，純粹是在臺灣培育而成的戲曲人材。

他們和大陸來台的資深名伶長期同台合作，共同為台灣的京劇舞

台開創過一段絢爛時期。至少在七○年代初期以前，戲迷的人數

還相當可觀，一票難求的現象隨時可見，而演員本身的藝術成就

也是有目共睹的。

當時的劇目多以傳統為主，這當然和政府遷台後整個文化甚

至政治趨勢有密切關係。在這樣的觀念影響之下，「編演新戲」

的風氣在很長的一段時期中並未被有效的帶動。大部份的新戲創

作都展現在每年十月由國防部主辦的「國軍文藝金像獎」（即俗

稱「競賽戲」）的編寫上了。由於競賽戲基本上是以「鼓舞國軍

士氣」為前提，所以選擇題材時特別強調主題意識。近年來競賽

戲承擔了許多社會上的負面批評，但至少就當時觀眾現場熱烈的

反應來看，或許我們仍不宜以一句「政治干預戲曲」來為它做籠

統的論斷。因為至少六○年代結束以前，國人的愛國精神還十分

高漲，「反攻大陸」也還是明確的希望，因此當演員高歌著「為

國拋家從無怨」「何日裡山河一統」之類的唱詞時，無論台上或

台下的情緒都是同樣激動而真誠的。在時移勢變的今日，當我們

回顧這段舞台演出史時，與其指責其藝術呈現不夠自由純淨，倒

不如從「戲劇是社會某一面相的反映」這個角度來考量其時代意

義。直到七○年代開始，社會發展漸趨多元，各種不同的思潮隱

隱浮現後，競賽新戲的千篇一律才使人難以認同，而戲曲之與社

會脫節的現象才也日益明顯。

當京劇與社會之脫節日益明顯時，許多有心人士也曾嘗試過

多方面的努力。不過這些戲曲愛好者卻顯得熱心有餘卻缺乏策

略，當他們在做「發揚國粹」的演說時，往往只停留在道德訴求

的層面上，刻板地「指導」青年該從中學習忠孝綱常倫理精神，
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對於戲曲表演美學的特質又多偏重片面零碎的舉例介紹，而忽略

了應從風格體系上做根本的提領。整個劇壇的風氣是老成嚴謹而

缺乏生命活力的，台上的演員仍努力追摹著流派典範，整個劇場

卻浮盪著「白頭舊識、共話當年、沉緬往事、憑弔餘韻」的低迷

情調，對青年人而言，京劇是「應該值得尊重的國粹，但是我不

懂，也不想弄懂」的不相干存在，在整個社會之中，京劇則像一

個絕對擁有崇高地位，卻無法也不屑於進入任何現代文化藝術網

路之中的尊貴骨董。崛起於民國六十七年（1978）「雅音小集」，

首先改變的就是京劇前朝遺老的身份。

三、精緻藝術與菁英文化
－「雅音」與「當代」爲京劇轉型

使京劇的性格由「前一時代通俗文化在現今的殘存」轉化成

為「現代新興精緻文化藝術」是「雅音小集」最主要的「轉型意

義」。

由郭小莊女士成立的「雅音小集」，率先把國樂團以及現代

劇場的專業人員引進了京劇的製作群中，這些「外行」或許把京

劇搞得不純粹，但他們的參與不僅使京劇產生了質變，更因而激

起了藝文界人士的參與感。京劇的演出不再只是上一代的消遣娛

樂，它終於成為藝文界人士普遍關心的文化活動了。京劇與當

代各類藝術之間突然變得關係密切，當代的戲劇（包括電視、電

影、舞台劇等）開始逐步滲入京劇，京劇的「純度」開始減弱，

傳統的表演技藝已不是劇評的標準，觀眾對戲的要求已明確地由

「曲」而放大到「戲」的全部了。

這樣的作風雖然遭遇傳統界強力的反彈，但所幸是因緣際會

地遇上了迎風順勢的七○年代（1970 －）。七○年代不僅是台灣

經濟起飛的時代，同時也是外交挫敗導致文化轉折的關鍵時刻，

被西方文化殖民已久的台灣人民，開始思索「本國文化在世界中

何以自處」，社會上「凝聚民族文化認同感」的強烈氛圍，具體

表現在「雲門舞集」、「蘭陵劇坊」等當時崛起的藝文團體之上，

《白蛇傳》、《烏盆記》、《荷珠配》是他們所選擇的內容，但是，

在早已深受西方審美習慣所影響的台灣，雖然亟欲重新開始認識

民族藝術，卻還沒有到達把「傳統」原樣照搬的地步，其間務必
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經過轉折調融，於是，西方的表演技巧（如「雲門舞集」的現代

舞）、象喻內涵（如「蘭陵劇坊」對荷珠的新銓），乃至於西方劇

場的秩序規律，和傳統相互結合，古老的藝術才可能登上大雅之

堂為新生代觀眾所接受。「古老」與「前衛」似乎成了一體之兩

面，而「傳統 /現代」的關係是相反卻又相成的，京劇，也正處

於這樣的關鍵時刻，當「雅音小集」以「傳統國劇的現代化」為

標幟振臂一呼時，很自然地激起了年輕人探根尋源的熱情。

繼之而起的「當代傳奇劇場」，一方面將西方經典納入中國

體系，一方面又欲蛻變傳統戲曲為新劇型，實驗性更強，菁英文

化的趨勢甚於雅音之精緻。主要貢獻在打通了傳統與現代之道

路，但京劇本位主義者，則嫌其有「置京劇於不顧」之心態。

比較明顯的例子是《奧瑞斯提亞》，這是由京劇演員、京劇

作曲搬演的希臘悲劇，導演是美國著名「環境劇場」導演理查謝

喜納，演出地點在大安森林公園。這齣戲雖有吳興國、魏海敏突

破性的演出，也有作曲家李廣伯的精心設計，但是，整齣戲對於

希臘名劇的解構新詮，幾乎全操縱在導演一人手上。在兩岸諸多

創新劇作中，我們雖然都感受得到導演整體調度之功，也舉得出

許多巧構精設的著名片段，但是導演的功能多止於把劇本「挺拔

地搬上舞台」，很少有對原著劇本做大幅度的重新詮釋，而《奧》

劇讓我們看到了導演對全劇整體精神的全盤操弄。原本莊嚴肅

穆的悲劇，經他以「悲劇的悲愴→通俗劇的濫情→綜藝節目的騙

局」三段式不同風格處理，把原著「民主」的真諦做了誇張的嘲

弄。雖然演員、作曲、舞美在技術層面上都各有創意，但這些全

都為導演一人的理念而服務，可說是集眾人之力共同體現謝喜納

對於希臘悲劇的「解構」以及對於民主法庭的懷疑。這是完完全

全的「導演中心」，比兩岸所有創新戲曲的做法都要全面。雖然

有些學者不贊成導演的觀點理論，但無論如何他的觀點是藉著這

齣戲清楚呈現了。只是，導演的興趣主要在自我理念的表達，至

於「京劇」似乎不是他熟悉也不是他感興趣的所在。也就是說，

京劇演員身上口裡豐厚的藝術根柢其實只為導演一人之理念而服

務，至於京劇表演體系當如何豐盈或如何轉換，導演卻沒有太大

興趣。

很明顯的，「雅音」的興趣在京劇本身的創新，「當代」的理
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念，則企圖由京劇之轉型導致蛻變形成另一種「新劇種」。新劇

種的探索之途當然應該試闖，中國戲曲在崑、京之後該添新頁

了，只是這項工作絕非一蹴可幾，也不是某一個劇團即能做到

的。而在「當代」以前瞻的眼光蓄勢待發之際，整體台灣的文化

思潮卻似乎有些轉向了。

四、文化議題與本土題材分別融入京劇
－解嚴後的劇壇

九○年代「解嚴」之後，大陸劇團相繼登台，「大陸熱」對

台灣劇壇的影響有新舊兩方面：

（一）由於著名演員來台演出（有許多演員是流派創始人的

嫡傳或後代），傳統的「流派藝術」再度受到重視，審美

標準亦有回歸傳統的趨勢。

（二）大陸半世紀「戲曲改革」的成果在台灣實際演出呈現，

和台灣自行由民間劇團提出的創新觀念相結合，具體表現

在「復興劇團」的幾齣新戲新風格之上。

同樣也在解嚴之後，台灣劇壇的評論風氣轉盛，新編戲引發

了熱烈的討論，由於評論與創作之間的雙向關係足以視為觀察劇

運發展之重要面向，我們可用「劇評現象」來觀察「復興劇團」

的創新作品引發的風潮。

從《潘金蓮》、《美女涅槃記》、《阿 Q 正傳》與《羅生門》四

齣戲的評論中，可以歸納出四項討論要點：

（一）「導演」的職能鮮明、成績出色。這點由《荒誕潘金

蓮》兩個版本的比較即可清晰證明。魏明倫的川劇《荒誕潘金

蓮》，由「復興」改為京劇形式演出（劇本也改了很多）三個月

後，原創川劇團也由來台公演，同一劇目原創、改編二版相繼在

臺演出，台灣的觀眾顯然對復興京劇版印象好得多。導演活潑以

及運用象徵的手法受到一致好評，台灣製作的特色逐漸凸顯。

（二）女性心理的深入挖掘受到編導重視，傳統戲曲能結合

台灣當前重要文化論述。不僅《荒誕潘金蓮》和《美女涅槃記》

以女性為主，即使是《羅生門》也沒有忽略這項議題。
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（三）文化批判的態度顛覆了傳統戲曲的教化本質。戲曲一

向是被用來進行道德教化的宣傳機器，而《美女涅槃記》等劇卻

對傳統中國文化的虛偽道德進行了猛烈的抨擊，因而為傳統戲曲

的轉型在意識型態上提供了新基礎，嬉笑怒罵在此有著深遠的文

化意義。

（四）台灣符碼的加入。《阿 Q 正傳》裡有歌仔戲「都馬

調」、台灣民謠「草蜢弄雞公」與西皮二黃的結合，另外還穿插

了台語念白以及「數板」中的台灣食物，劇場效果頗佳。而劇

評界也提出：台灣符碼加入之後，符碼的內在意義（也就是「觀

點視角」）是否也能深刻透現？也就是說：本土語言音樂風物的

穿插融入，除了具備「打散京劇純度以跨越單一劇種」的目的之

外，應該還應呈現「此時此刻台灣的製作對阿 Q的新詮釋」。

（五）挑戰戲曲的性格塑造。無論是卑微的小人物阿 Q或是

以「人心乃難解之謎」為主題的《羅生門》，性格塑造都迥異於

戲曲的善惡分明，而在面臨這項挑戰時，傳統京劇工作者更需要

突破道德的防線，除了表演程式需要創新之外，內在的規範程式

更需突破。

這樣的評論是極為有趣的，對話內容擴大了，不再只談：這

種表演是馬派和麒派的兼容並蓄，這種唱法是京劇和梆子的聲腔

融合，這種性格塑造是老生吸收了花臉……，這些議題直探戲曲

本質的極限，這些新戲所帶動的論述層面已突破了以往的京劇理

論範疇。

而解嚴對整體社會更大的衝擊還不止於此，九○年代的「凝

聚民族意識」較七○年代更深一層轉折，反映在京劇界，最鮮明

的是「國立國光劇團」於創團之初即提出的「本土化」宣示。

民國八十四年（1995）軍中劇團解散重組為「國立國光劇

團」時，象徵的是京劇從此回歸藝術、脫離軍政，而「國光」甫

一成立即做出了「本土化」的宗旨宣示，代表的是京劇將從中原

視角中掙脫，正式面對生存的土地、由衷擁抱鄉土。這層意義受

到普遍的重視，相應而來的《台灣三部曲》三齣新編戲，便成為

透視這項總原則實質內涵的具體例證。

去年春第一部曲《媽祖》演出之後，周慧玲在劇評會裡有極

深刻的見解，她首先提出一寬廣的視角，企圖解脫此一口號可



12　中国都市芸能研究　第二輯

能引發的政治迷障：「本土化的意義不止台灣化」，其實應可突

破「政治正確」的思慮而深化為「自生存在這塊土地上的人們的

愛恨情仇中取材，傳遞現代人的心情處境」的藝術指示。因而，

「本土化」和「現代化」並沒有什麼實質的差異，它們的內涵都

是「藉京劇傳遞當前這塊土地上的人們的情感思想」。這樣的說

法，為「京劇本土化」提供了非常周延而且是純藝術性的解釋，

如果《媽祖》的劇本能掌握這個關鍵，能正視台灣社會近年來

「在宗教與理性的對抗中」的自我迷失，「本土化」理念和藝術

之間，便能有深刻結合。

經過一段時間的琢磨，國光終於在第三部曲《廖添丁》裡展

現了導演和演員的朝氣與活力，完全擺脫了保守的印象。全劇

的創新並不在於加入了「台語、武士刀、和服」（大陸的現代戲

在這方面作了五十年的嘗試，我們怎能期待於一齣戲裡解決所有

的尷尬？），成功之處盡在於「舞臺調度靈活、武技身段設計精

彩、整體節奏流暢（尤其上半場）」，如果布景設計能再靈活或簡

易一些，導演或許更能揮灑得開。不過，劇本的問題還是根本，

這是個很「小品」的劇本，雖然不乏精彩之處，但是，情節份量

單薄了些，尤其下半場素材過於簡單，只好加入大段的唱，而這

次的作曲不夠靈活，許多腔很傳統，反而拖緩了節奏，好在朱陸

豪和朱勝麗的唱工表現突飛猛進，仍能吸引觀眾。儘管「義賊？

小偷？」的討論空間不大，但本土化終究邁過了「題材本土化」

的初步階段而能在藝術上做出嘗試了。

尾聲

半世紀來，台灣京劇歷經了幾番風雨，由繼承傳統到銳意創

新、由被尊為國劇到劇團合併、由追求東西方藝術碰撞的火花

到回歸本土，以及大陸劇團來台後由備受衝擊到重新自我定位等

等，這些不只是政治環境的轉換，更是隨著文化變遷而逐步形成

的藝術特質。五十年來的經驗，本文試圖在有限的文字中稍做總

結，希望能為下一世紀的戲曲新局提供經驗。

＊ 本稿は国際研究集会「演劇研究の現在」（文部科学省「21 世紀 COE
プログラム」早稲田大学演劇博物館演劇研究センター主催）の発表原
稿の一部である。
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21 世紀 COE演劇研究センター
国際研究集会報告

王安祈教授を迎えて

平林　宣和

早稲田大学坪内博士記念演劇博物館は、2002 年度より文部

科学省の 21 世紀 COE プログラムの助成を受け、大学院文学

研究科芸術学（演劇）専攻と共同で演劇研究センターを設立、

2002 年度末にアジアおよび欧米の研究者を招いて国際研究集

会を開催した。この研究集会の実施に際して、演劇研究セン

ターの依頼を受けた中国都市芸能研究会は、集会への中国演劇

研究者の招聘、および二日間にわたる分科会の運営に関して全

面的に協力を行った。

研究者招聘については、開催までの準備期間が短かったため

大陸からの招聘は断念、国際的な学術交流に耐えうる深い学識

と広範な研究領域という二つの条件を兼ね備えた研究者として、

台湾清華大学の王安祈教授に白羽の矢が立った。王安祈教授は

大学における本業に加え、台湾の国立京劇団である国光劇団の

芸術総監督も兼務しているため、当初は多忙なスケジュールの

間を縫っての来日が可能かどうか危ぶまれたが、他の行事を入

れずに数日程度の滞在ならば、という条件で最終的に要請に応

じて頂いた。

王安祈教授の研究業績に関しては、すでに広く知られている

と思われるが、明清伝奇を中心としたいわゆる古典戯曲の研究

に加え、近年では京劇をはじめとする現行の伝統演劇について

の論考も数多い。さらに上記のごとく国光劇団の芸術総監督を

務めるかたわら、多くの劇作品を執筆し、アカデミズムの枠を

超えて芸術創作、および文化行政においてもその手腕を存分に

発揮されている。

国際研究集会は五日間にわたって開催されたが、このうち王
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安祈教授が参加されたのは三日目の全体集会に始まる後半の三

日間である。研究会からは、全体集会のために台湾における中

国伝統演劇研究の概括的報告を、また分科会については台湾の

伝統演劇、特に京劇の現況報告を、あらかじめお願いしていた。

研究集会における正式な発表タイトルは以下の通りである。

2003 年 3 月 14 日（金）全体集会：

「戯曲在台湾五十年来之研究成果（摘要）」

3月 15 日（土）分科会 1：

「戯曲在台湾五十年来之研究成果」

3月 16 日（日）分科会 2：

「伝統與創新的廻旋折衝之路－台湾京劇五十年」

全体集会は国内外の研究者が各国各地域の演劇研究の現状を

報告しあう、という趣旨のもとに行われ、王教授は二番目の発

表者として、台湾における中国伝統演劇研究の現状を、前半は

通史的に、後半は個別研究の内容に即して報告されている。ま

た各分科会においては、上記の各テーマを巡って、通訳を交え

ずに活発な対話が行われた。この時の発表原稿に関しては、15

日分が演劇研究センター 2003 年度紀要に邦訳の上掲載、また

本誌には 16 日分科会の原稿が原文のまま掲載されている。本

誌上での公開の要請に対しご快諾くださった王安祈教授、およ

び演劇研究センターにこの場を借りて深く御礼申し上げる。

なお、今回の研究集会に際し、王教授招聘の実務は当時文

学部助手であった三須祐介が担当、発表レジュメは山下一夫が

翻訳した。また分科会当日の各種事務は池田智恵、戸部健の二

人が当たり、さらに中国都市芸能研究会のホスト側としての対

応は、千田大介、二階堂善弘をはじめとする研究会メンバーが

各々担当している。
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書評：王安祈著『當代戲曲』

三民書局、2002 年

「就是這悠忽的嗓音讓我迷戀了三十年」

平林　宣和

今春、早大演劇博物館演劇研究センター主催の国際研究集会

に、本書の著者である王安祈教授をお招きし、三日間にわたる

講演、講義をお願いした。王教授は台湾大学中文系出身で、現

在は清華大学中文系で教鞭を執られているが、『明代戯曲五論』、

『明代伝奇之劇場及其芸術』など、古典戯曲に関する著作が数

多あり、日本では主に正統派の古典戯曲研究者として知られて

いるように思う。しかし一方、王教授はここ二十年ほどの間に

多くの戯曲作品を世に送り出した劇作家でもあり、かつまた幼

時より京劇に親しんできた根っからの戯迷でもある。その演劇

に対する愛情とこだわりは、講義の際の口吻から十分にうかが

い知ることができ、出席した日本人研究者たちに

深い印象を残した。その講義の折、王教授より筆

者に贈られたのが、著者の近著『台湾京劇五十年

（上・下）』、および今回書評の対象とする『当代

戯曲』である。

『当代戯曲』には自序として、「就是這悠忽的

嗓音譲我迷恋了三十年」という著者のエッセイが

採録されている。大陸の京劇俳優杜近芳をめぐっ

て綴られたこのエッセイには、直に接すること

のかなわない大陸の京劇俳優に対して台湾の人々

が長らく寄せていた憧憬、著者のことばで言えば

執着が、十二分に込められている。俳優の名前す

らろくにわからず、ただレコードを聴くばかりで

あった戒厳令下の様子から、九十年代初頭に両岸
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の文化交流が始まり、その流れに乗って台湾を訪れた杜近芳本

人を直接目にすることになった著者の感懐までを記すこの文章

は、海峡で隔てられつつも京劇という共通項で繋がれた人々の、

長年にわたるひそかな交流の軌跡を描き出している。日本での

講義の折に我々が感得したのも、まさにここに描かれた感懐の

流露であり、そしてまたそれこそが本書を執筆せしめた原動力

であると、ほかならぬ著者自身が語っている。

本書は全 554 頁に及ぶ大著であり、認識篇、評析篇、劇作篇

という三つの大きなパートに分かれている。このうち約半分の

頁数を第三部の劇作篇が占めており、六本の劇作品（『春草闖

堂』、『西施帰越』、『曹操与楊修』、『阿Ｑ正伝』、『李世民与魏

徴』、『閻羅夢』）と唱段選編十六本を収めている。また第二部

の評析篇は、本書で扱われる各作品に対する独立した評論十

七編によって構成される。一方冒頭の認識篇は、第一章：何謂

「当代戯曲」、第二章：当代戯曲的発展－大陸的戯曲改革（上）、

第三章：当代戯曲的発展－大陸的戯曲改革（下）、第四章：当

代戯曲的発展－台湾的戯曲創新、という四つの章を含み、著

者が当代戯曲、すなわち 1949 年以降に編まれた戯曲作品群を、

どのような位相の元に認識しているかが、年代順の作品分析と

いう形で語られている。本書のコンセプトを体系的に述べてい

る部分であり、残りの二つのパートもここで記述される著者の

認識の枠組みを土台として、有機的に構成されていると言って

よいだろう。今回の書評では、主にこの第一章の内容を概説し、

そこに含まれる興味深い問題のいくつか指摘しておきたい。

なお、本書の記述の対象は、京劇のほかさまざまな地方劇に

及ぶが、著者自身冒頭で断っているように、長年著者が最も身

近に接していた劇種である京劇が、勢いその論及の中心となっ

ている。また、「当代」に対する「伝統」として比較の基準と

されるのは、元雑劇や明清伝奇といったいわゆる古典戯曲では

なく、それらに取って代わる形で勃興した「花部乱弾」、特に

清末民初に大衆娯楽として巷間で行われていた、改革を施され

る以前の「伝統的」京劇である。
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認識篇の第一章において、著者はまず「当代戯曲」を論究の

対象とした本書の意図を語っている。当代ということばが一般

的に意味する通り、「当代戯曲」とは 1949 年以降に改編、創作

された個々の劇作を指すが、これらの作品群は従来、古典戯曲

研究からもまた現代文学研究からも、論究の対象とはされてこ

なかった。また演劇史研究の分野においては、たとえ当代戯曲

への言及はあっても、その記述は演劇の上演を構成する様々な

要素に拡散しており、劇作それ自体に関する論究は質量ともに

十分なものとはいえない。その空白を埋めるのが本書の第一の

任務であり、演出や演技、舞台美術などへ気配りはあっても、

あくまで個々の劇作こそが本書の論究の対象である、と著者

は明確にその企図を述べている。こうした方針のもと、著者に

よって選別された作品群に対し、俳優中心から劇作（編劇）中

心、さらには演出（導演）中心へ、という一連なりの筋道に従

い、二十世紀後半の当代戯曲の歴史が描き出されるのである。

認識篇第二章は、延安時代から文化大革命期まで、すなわ

ち新時期以前の大陸における「戯曲改革」の流れを、個々の作

品に即して追っている。1949 年以前の延安時代まで遡るのは、

ここで上演された京劇『逼上梁山』が毛沢東の賞賛を受けたこ

とを契機に、俳優の技芸よりも劇作の主題こそが重要であり、

しかもその主題は劇作家の個性風格ではなく、あくまで共同

体の政治意識の発露でなければならない、という以後の創作を

強力に方向付けるテーゼが明確に姿を現したと著者が見ている

からである。また同時期に、「旧瓶装新酒」とは異なる創作方

法を採った新作現代戯『難民曲』が創演されたことも、以後の

「当代戯曲」の方向を定める一つの先駆けであったとしている。

続く建国直後の状況については、俳優（の技芸）中心から

劇作中心への移行が進みつつも、両者が並存していた時代とし

て位置づけられている。ここで具体例として挙げられるのは、

『三岔口』、『秋江』、『雁蕩山』、『将相和』、『楊門女将』、『九

江口』、『白蛇伝』など、われわれ外国の観客にはとりわけ馴染

みの深い作品群である。『三岔口』、『秋江』に関しては、政治

思想を背景とした劇作中心への移行という趨勢がありながらも、
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俳優個人の技芸を存分に発揮できる改編伝統演目も存在を認め

られていたことの実例として挙げられている。他方『雁蕩山』

のように、演出と音楽とがあらかじめ厳密に設計され、俳優が

個人の芸を自由に発揮する余地が大幅に狭められた演目も出現

し、そこに従来の俳優中心の創作システム崩壊の兆しがあると

著者は指摘している。とはいえほぼ同時期に創作された『将相

和』のように演じる俳優ごとに台本が異なるという例もあり、

その点ではまだ過渡期段階にあったというのがこの時期に対す

る著者の観察である。

一方范鈞宏改編による『楊門女将』では、歌唱によって構成

される叙情のピークと物語＝叙事のクライマックスとが一致し

ない、という従来の特質を改めて、叙事のクライマックスに歌

唱を置く、劇作上「冗長さのない緊密な」構成が実現されてお

り、ここに著者はこの時期における劇作家の創作上の主体性を

見出している。とはいえ、政治思想が主題とならざるを得ない

時代にあって、劇作家の個性は劇作の構成上の工夫以外にその

発露の場はなかった、という限界もまた同時に指摘される。

続く文化大革命期のいわゆる様板戯に関しては、音楽と演技

に多少の新味はあるものの、劇作の構成というレベルにおいて

は、先行の『楊門女将』に代表される一連の作品群の特質を、

ほぼそのまま受け継いでいると著者は見ている。つまり『楊門

女将』と様板戯は、歴史劇と現代戯という差、さらには時代背

景の違いがあるとはいえ、いずれもこの時期の新編・改編作品

の非伝統的特質を共有しているというわけである。この点に変

化が訪れるのは、いわゆる新時期以降の作品群においてである。

文革終了後、いわゆる新時期の作品群については、劇作中心

という流れが定着し、さらに演出中心の時代へと進んでいく一

つの階梯として捉えられている。『曹操与楊修』、『荒誕潘金蓮』、

『美人児涅槃』、『西施帰越』、『徐九経昇官記』など、数多くの

作品が分析の対象となるが、この時期の作品に顕著な特質とし

て、著者は「変容する個」を挙げている。『楊門女将』など文

革前の作品においては、登場人物の持つ価値観は極めてはっき
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りしており、劇中何が起ころうと彼らの信念は基本的に揺るが

ないままである。ところが新時期の作品群に登場する人々は、

確固たる人生観、価値観を持てず、現実の複雑さにたじろぎ、

善悪の絶対的基準を見出すことができない。こうした揺らぎは、

反封建その他政治思想を主題とするという束縛が解け、政治の

場から引き離された個としての人間の探求という新たなテーマ

が、劇作家たちに与えられたことによって生じたと著者は考え

る。伝統的な劇作の枠組みに加え、政治的主題の強制的付与か

らも距離を置くことのできる環境が出現し、ようやく劇作家が

その構想を十分に表現できる劇作中心の時代が確立した、とい

うわけである。

さらにこうした作品が生まれた 80 年代から続く 90 年代へと

時代が移ると、今度は演出家の活躍が目を引く一連の作品群が

現れる。著者が挙げる『夏王悲歌』、『徽州女人』といった作

品は、劇作そのものよりむしろ上演時の演出がその成功を左右

しており、著者はここにおいていよいよ演出家中心の時代が到

来したと見ているのである。これに加え、新時期の作品の上演

をめぐっては、伝統演劇俳優へのスタニスラフスキーシステム

（以下スタシスと略）の浸透という現象が観察されるとする。

従来の伝統演劇においては、俳優と登場人物の間に「役柄（行

当）」、さらには「流派」という中間項が存在していたが、ス

タシスの浸透によってそれら中間項が消滅し、結果として「変

容する個」を演じることが以前より容易になったというわけで

ある。そもそもスタシス風の「深入角色」ということばは、そ

れ以前からいつの間にか伝統演劇の俳優達に共有されるように

なっており、その時点においてすでに彼らの「演じる」行為に

対する意識に一定の変化が見られた、という指摘も同時になさ

れている。

このように 50 年代から 80 年代に至る移行期間を経て、俳優

→劇作→演出という具合に当代戯曲の中核が遷移しており、そ

のプロセスの中で、「役柄」、「流派」といった従来の演技のフ

レームもまた崩れていった、というのが本書全体を通底する著

者の観察である。
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第四章は台湾、特に「雅音小集」が生まれた 1979 年以降か

ら今日に至るまでの状況を追っているが、これについてはもう

一方の新著である『台湾京劇史五十年』に詳細に述べられてい

るので、ここでは大陸と同様な変遷がありつつも、政治環境の

激変に伴う劇団のリストラや、あるいは演劇の本土化に対する

希求など、台湾独自の文脈による個別の展開があったというこ

とのみを指摘しておく。

以上、認識篇を読んで考えることは様々あるが、まず挙げら

れるのは、著者の指摘するように、大陸の京劇がここで記述さ

れる幾多の変遷を確かに経てきていることを、今回あらためて

実感させられたという点である。新時期の作品に関しては、筆

者もほぼ同時代的にそれらのいくつかを目にしているので、具

体的な変化の一例として比較的認知しやすい。しかしそれ以前

の『将相和』や『楊門女将』、『雁蕩山』などのお馴染みの「伝

統的」演目については、何かが違うという漠然とした印象は

あっても、こうした流れの中に位置する個々のポイントとして

指摘されない限り、なかなかその特質を見極めるのは難しいの

ではないだろうか。50 年代から 60 年代初頭にかけて創作、改

編されたこれらの演目が共通に持つスリムさ、清潔さ、さらに

はある種の物足りなさの正体が、本書を読むことによって随分

判然としたように思われる。また、俳優たちへのスタシスの浸

透についても、実際に舞台を見る中で恐らくそうではないかと

思うことは幾度もあったが、古典から当代に至る膨大な戯曲作

品に精通した著者による指摘を読んで、あらためてその事実を

確認することができたように思う。これらの点については、著

者と認識を共有することに何の躊躇もないといっていいだろう。

一方、俳優→劇作→演出という変遷過程が、果たしてここで

描かれるように理路整然と進んでいったのか、という点に関し

ては少々疑問が残る。著者自身も文中で、演出家中心という仕

組みが完全に定着したかというとおそらくそうはなっていない、

と述べているが、政治意識からの離脱という点も含め、やはり

それほどリニアな進化論的変化を遂げているとはいえないよう
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に思う。特定の流派を継承する芸達者な俳優を中心としたス

ターシステムは今も健在だし、毛沢東の文芸講話や以後の三併

挙といった方針も、かなり建前化しているとはいえ政策的には

依然として維持されているのである。俳優→劇作→演出という

変遷過程が一部の作品群から読み取れるのは確かなのだが、一

方でそこには、著者の劇作家、あるいは観客としての希望的観

測という側面も多分に含まれているのではないだろうか。大陸

の当代戯曲をめぐる現実は、ここで描写されるよりも隨分多面

的かつ複層的であるように思われる。

また「伝統の束縛を突破」して「新たな創造」を行う、とい

う類の言説に対する楽観的信頼も、少々気になるところである。

ノベルティの追求、すなわち芸術は日々新しく、いかなる時も

前衛たるべきだとする発想は、近代以降に顕著なものであり、

元を正せば西欧の一部に生まれたローカルな考え方でしかない。

大陸の人々に比べると多少トーンが落ちるとはいえ、伝統に対

する考え方としては少々不自然に思えるこうした言説への半ば

無条件の信頼が、著者においても観察できるように思うのであ

る（むろん一方で我々の伝統に対する考え方も同様に俎上に載

せなければならないし、また中国文化圏においてはジャンル間

の分業が日本のようには機能しないという文化的な相違も意識

すべきであろう）。

とはいえ、本書の行論によって読者の眼前に披露される著者

の驚くべき情報処理能力にはやはり舌を巻かざるをえないだろ

う。これだけ膨大な素材を一つの筋道の上に次々と並べていく

力量は見事というほかはないし、しかも古典戯曲に対する確実

かつ豊富な知識がその背景としてあるため、中国の戯曲におい

て何が新しくまた何がそうではないか、という指摘には実に説

得力がある。さらに論究の対象とされた各作品についても、そ

の新しさをただ賞賛するばかりではなく、及ばないところは何

のためらいもなく切って捨てている。そうした著者の筆鋒は誠

に鋭く、序文を寄せた大陸の劇作家陳亜先も、実はその作品を

本書の中で「推陳未必出新」とかなり厳しく評されている。し

かしながら、こうした評価には人を納得させるだけの十分な根
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拠があり、かつまた我々が目睹したように、著者には演劇に対

する人並み外れた愛情と、深い学識に基づく学問的誠実さがあ

る。そうした著者の人となりが文面から伝わってくるが故に、

陳亜先もその評価をむしろ「快」としているのであろう。今回

はいろいろな偶然が重なって著者本人との邂逅の機会を得られ

たが、以後また直接お目にかかり、上記の疑問点など話し合っ

てみたいと考えている。

なお、今回書評の対象とすることは出来なかったが、昨年

出版された『台湾京劇五十年（上・下）』（国立伝統芸術中心、

2002 年）は、戦後の台湾京劇の五十年に及ぶ歴史を詳細に

追った労作であり、今後台湾京劇史研究のために必ず備えるべ

き新たな古典的著作といってよいと思う。
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前言

氷上　正

以下は、2002 年度～ 2004 年度文部科学省補助金（基礎研

究 (B)(1)・課題番号 14310204）によるプロジェクト「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

－」の一環として、2002 年 8 月後半に中国山西省で現地調

査をおこなった、その報告である。現地調査に参加したメン

バーは、研究代表者・氷上正、研究分担者・千田大介、二階堂

善弘、研究協力者・山下一夫、戸部健の五人である。

今回の調査は、山西省中部、孝義市の皮影戯などを主要な対

象とした。具体的には、山西省戯劇研究所における文献調査、

孝義皮影戯の影人作家である侯丕烈氏および老芸人である梁全

民氏へのインタビューを行った。また、孝義市当局の計らいで

「孝義市木偶碗碗腔専場文芸晩会」に出席する機会を得、伝統

劇の上演形態を詳細に見学することができた。さらに、孝義市

皮影木偶芸術博物館では博物館長の案内で展示物の説明を受け

るとともに、木偶戯・皮影戯を上演していただき、映像資料に

記録した。

皮影戯は、嘗て中国各地の都市や農村で広く流行していた

が、20 世紀に入って次第に廃れ、さらにここ十数年の急激な

メディアの変革によってほとんど壊滅的な状況になってきてい

る。中国の説唱芸能や伝統演劇の演目・様式に対する、皮影戯

の影響は決して小さいものでなかったと思われるが、残念なが

らその調査研究はわずかなものであった。

現在、嘗ての皮影戯の状況を知る芸人は数少なくなっており、

ただちに皮影戯に関する調査に取りかからなければ、中国芸能

史において皮影戯が果たした重要な役割が歴史の中に埋もれて

しまう恐れがある。こうした意味合いにおいて、このプロジェ

クトにおける我々の調査研究報告は、これからの中国芸能史研

究への貴重なる資料となるであろう。

＊ 本稿は、日本学術振興会科
学研究費・基盤研究B「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―」（2002 ～ 2003
年度・課題番号 14310204）
による成果の一部である。
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2002 年度山西省現地調査報告

2002 年度中国都市芸能研究会
山西省現地調査日程

2002 年 8 月 18 日～ 8月 25 日

戸部　健

8 月 18 日（日）

午後　空路、太原へ

太原泊

8 月 19 日（月）

午前　山西省戯劇研究所訪問

午後　資料収集

太原泊

8 月 20 日（火）　

　氷上・千田・山下・戸部

午前　陸路、孝義へ

午後　侯丕烈氏聞き取り調査

平遥泊

　二階堂

終日　平遥にて宗教施設調査

太原泊

8 月 21 日（水）

　氷上・千田・山下・戸部

午前　介休市内にて古戯台を調査

午後　孝義にて梁全民氏・侯丕烈氏聞き取り調査

夜　　「孝義市木偶碗碗腔専場文芸晩会」出席

平遥泊

孝義市木偶碗碗腔専場晩会
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　二階堂

終日　五台山にて宗教施設調査

五台山泊

8 月 22 日（木）　

　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・木偶戯を観劇

平遥泊

　二階堂

終日　五台山にて宗教施設調査

太原泊

8 月 23 日（金）　

　氷上・千田・山下・戸部

午前　平遥にて演劇施設調査

午後　太原にて資料収集

太原泊

　二階堂

午前・午後　太原市内にて宗教施設調査

太原泊

8 月 24 日（土）

　氷上・千田・山下・戸部

午前　資料収集

午後　山西省戯劇研究所訪問

太原泊

　二階堂

午前　空路、北京へ

8 月 25 日（日）　

　氷上・千田・山下・戸部

午前　空路、北京へ

介休玄神楼戯台
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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

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」（『中国都市芸能研究』
第一輯、中国都市芸能研究
会、2002 年所収）を参照さ
れたい。

梁全民氏による木偶戯の上演
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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

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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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

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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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

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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る木偶戯『走雪山』を上演、精英奨を獲得する。また 1989 年

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
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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

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
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ことであった。そこで梁全民氏に『孝義県志』759 頁～ 760 頁

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
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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

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

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。

注 20 千田大介「山西皮影戯研究の
現状と課題」68 頁「合同」
の写真を参照。なお、これ
らの項目を「上演にかかる
油、茶葉などの消耗品の分量
を記入する」ものとしている
が、訂正する必要があろう。

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

苗荘王の霊牌
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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

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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梁全民氏インタビュー風景

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

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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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）

武当山諸宮観（湖北省武当山）



38　中国都市芸能研究　第二輯38　中国都市芸能研究　第二輯

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。

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

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。
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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

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

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

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
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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

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]。

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
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。

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。

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
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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

⇦ 殷元帥

馬元帥 ⇨
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残している。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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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

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

　＊ 本報告は、日本学術振興会科学研究費・基盤研究 B「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―」（2002 ～
2003 年度・課題番号 14310204）による成果の一部である。
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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）

開館時間：

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。

　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

に不可。抄写のみ可。

山西省図書館北楼
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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

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

注 2 http://lib.sx.cn/

山西書図書館東楼
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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

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
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おり、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

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/ind
ex.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。
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開催日：毎週土・日曜日

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。

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

注 10 徐友春主編『民国人物大辞
典』石家荘、河北人民出版社、
245 頁。

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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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、

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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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

今次の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、初めてかつ短時間の訪問であっ

たため、文献資料に関する調査は実施していなかった。

19 日の訪問には、氷上・山下・戸部・千田が参加した。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、今後の研究協力の可能性に

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

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。
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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

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、次回の調査時に不足して

いる情報の補完を期すこととしたい。

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（『孝義

県志』）皮腔皮影戯の芸人である。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。

孝義皮影戯台本資料のうち、1983 ～ 84 年にかけて重抄され
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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

た台本を重ねて書き写したものと思われる。以上の経緯につい

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

今回、目録は採録しなかったが、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。

＊ 本稿は、日本学術振興会科学研究費・基盤研究B「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―」（2002 ～ 2003
年度・課題番号 14310204）による成果の一部である。
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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

照されたい。

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。
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（表１）慶應図書館所蔵民国期北京新聞目録

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
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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

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
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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）［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』は日本の華北支配
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 日休刊？）

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 ～ 1949.2.14）
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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紙のみであるが、創刊初期には演劇広告が掲載

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

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。

注 6 例えば北京の中国縮微出版
物進出口公司は、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『中
国早期報紙縮微品目録』（非
売品）などの目録を編集して
いる。
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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

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
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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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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、中国都市芸能研究会では皮影戯研究の一環

として、各地の皮影戯の影巻の大規模な収集・整理作業を進め

ている。本誌に連載している『皮影影巻解題』はその成果の一

端である。

2002 年度にも、科学研究費補助金を受けて、新たに影巻を

収集した。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）

湘南

 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
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 7. 琵琶進宮 1

 8. 段橋 1

 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。

＊ 本稿は、日本学術振興会科
学研究費・基盤研究B「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―」（2002 ～ 2003 年
度・課題番号 14310204）に
よる成果の一部である。
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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、同時期に研究対象とさ

れたのは主に地理的制約から冀東皮影戯に限られた。そのため、

顧頡剛・佟晶心らによって集中的に冀東皮影戯研究が進められ

る結果となり、その研究成果は中国皮影戯研究全体の中でも際

だっている。

しかし、冀東皮影戯は後述するように中国各地の皮影戯と比

較し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

戯の存在と特色とを析出することを目的とする。この作業を通

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（河北東部）皮影戯という用語を、灤州皮影戯・楽亭皮影
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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

その支流である遼南皮影戯など東北各地の皮影戯の総称として、

江玉祥氏の冀東系皮影戯という呼称を採用する。

皮影戯の各分派は、冀東皮影戯・陝西皮影戯などのように、

発祥地あるいは流行地を冠して称されるのが一般的である。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がちになるのであり、実際、冀

東皮影戯に関する先行研究の中にはこの誤りを犯していると思

われるものも見うけられる。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。

そのためには、まず、冀東皮影戯とは何であるのか、その特

徴を明らかにする必要がある。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は、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）

●「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

●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を用いない。

●影人の服装は「時装」（清代後期以降の服装）。

●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。
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d) 台本

●見ながら上演。「翻書影」。

a) については、陝西はじめ多くの皮影戯では一人の歌唱者が

声色を使い分けて上演する。c) では、北京西派・陝西皮影戯な

どは頭の輪郭には着色しないし、人馬一体に彫刻した影人を用

いるなど、影人にはとりわけ特徴が多い。更に、d) の「翻書

影」については、全国の大半の皮影戯では人戯と同様、上演者

が脚本を暗記して演ずるのが一般的であるので、これは冀東皮

影戯の際だった特色である。

しかし、これらの中には冀東皮影戯独自の特色とは言い難い

ものも含まれる。例えば、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」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。上演者が行当に分

かれるところや劇団の人数も同様である。影人については、サ

イズは陝西皮影戯と近く、腕の接合方法や空臉は他の皮影戯劇

種に多く同様の例が見られる。

いずれにせよ、これらのさまざまな特色の総体が、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）黄素志創始伝説

では、冀東皮影戯はいつ頃、このような特色を形成したのか。

先行論では、劉豊慶『皮影史料』[注 1]、魏革新「漫話楽亭影的

淵源和発展」[注 2] などがこの問題を詳細に論ずる。しかし、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 3] 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 4]、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 1 黒竜江芸術研究所、1986。
注 2 『楽亭文史第一輯』、1985。

注 3 「中国影戯略史及其現状」
（『文史』第十九輯、1983）

注 4 「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）
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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ることを考えれば、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。

そうして見た場合、冀東皮影戯の最古層の資料として屡々挙

げられる万暦己卯年（七年、1579 年）鈔本の『薄命図』『六月

雪』影巻、康熙補修本『永平府志』や『大清乾隆聖諭広訓』の

記事などはいずれも、資料としての信頼性に乏しかったり、あ

るいは冀東皮影戯の成立に関する資料としては不適切であった

りと問題が多く、乾隆以前から冀東地区で皮影戯が行われてい

たことはわかるものの、前述の特徴を備えた冀東皮影戯が成立

していたという具体的証拠は得られない（以上については、今

後、稿を改めて詳細に論ずる予定である）。

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。

ここからは、驢馬皮を用いた空臉の影人を用いている点、歌

唱者の行当が分化している点など、現在の冀東皮影戯とも共通

する特色が読み取れる。従って、冀東皮影戯の成立時期は乾隆

末年から嘉慶年間にかけてであると推測できる。

（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が、その伝播年代に関しては

諸説がある。

『楽亭文史第五輯』[注 5] は、 注 5 1990。
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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 6] 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

北各地への伝播が始まった。

と、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現代地方志に

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・内蒙古などの現代地方志には皮影

戯に言及するものも少なくない。

現代地方志の演劇・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、また記述の典拠

が示されないことも多い点には留意が必要である。

以下では、そういった現代地方志の資料をも利用しつつ、東

北・内蒙古などの地域における冀東系皮影戯成立の時期を考察

する。

（3）東北地方の冀東系皮影戯と伝播年代

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

化したものである。土着化の過程で、冀東皮影戯の特色の一つ

である「搯脖子」は、ほとんどの地域で用いられなくなった。

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、特に満州族の自治区・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、

注 6 王信威、春風文芸出版社、
1989。 
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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。

以下、東北地方の現代地方志に見える、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 7]（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 8]（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 9]（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 10]（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。

注 7 瓦房店市 地方志編纂委員会
編、大連出版社、1994。

注 8 荘河県志編纂委員会弁公室
編、新華出版社、1996。 

注 9 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 10 農安県志編纂委員会編、吉林
文史出版社、1993。
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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ことがわかる。

先に挙げた二説では、『遼南皮影戯音楽』の方が妥当性が高い

といえよう。

また、この伝播年代は、冀東皮影戯の成立時期が乾隆末から

嘉慶年間であるとのさきの結論とも平仄があう。冀東皮影戯は

18 世紀末に成立し、19 世紀前半にかけて各地への伝播をはじ

めたものと考えられよう。

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
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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、それらの地域の現代地方志にも、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 11]

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 12]

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。

注 11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 12 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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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も見える。

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。

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、周囲の状

況に照らして若干腑に落ちないが、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が、以上からは見て取

れる。

（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 13]。

●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

注 13 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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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

おり、大いに首肯すべきである。

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影響をうけたものなのであ

ろう。

このように、河北・東北の旧皮影戯は、北京西派・山西・陝

西などの皮影戯と近かったと考えられる。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が、妥当な説といえよう。そして、そ
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の山陝系皮影戯は、河北にとどまらず東北・内蒙古にまで広く

伝播し、清代後半に冀東皮影戯が爆発的に流行するまで、命脈

を保ったのである。

6. おわりに

本稿では、おもに文献資料から、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流行し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。そ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ろう。

一方、この華北旧皮影戯がいつ頃どのように形成・伝播した

ものであるのかについても、今後、各地の皮影戯の調査・研究

を進める中で明らかにする必要があろう。

＊ 本稿は、日本学術振興会科学研究費・基盤研究B「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―」（2002 ～ 2003
年度・課題番号 14310204）による成果の一部である。
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中國城市戲曲硏究會蒐集

皮影影卷解題目錄稿 (2)

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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天 竺 國
（群仙陣、彥王走國、劉少主走國、抵龍換鳳）

【作者】無名氏

【地區】冀東系

【提要】漢㈹故事。鼓詞《群仙陣》亦演此事。〈皮影影卷㆒

覽〉：「漢連臺影卷 9 本。又㈴《群仙陣》、《劉少主走

國》。」《樂亭文史・㈤輯》：「《抵龍換鳳》（劉少主燕王

被害走國故事）。」

截教白甲道人將白面仙姑、鐵面仙姑獻於天竺國莊

王劉吉。莊王迷其色，欲斬皇后，為劉金定所救，而楊

吉、馬保平、鄧雨全等朝臣保皇后反上九曲山。太子彥

王劉少祖進諫觸怒，逃出京師，為臥龍山孟家姐弟所救。

白面仙姑、鐵面仙姑奉命攻打臥龍山，孟家姐弟請長眉

大仙下山，斬鐵面仙姑。而其陰魂不散，請開天教主雲

吉子下山。開天教主以法寶破孟家姐弟，生擒彥王，而

金寧、金太暗釋之。時兵部孫強弒莊王篡國，命其女婿

金鎖關守將齊天表，捉拿彥王。彥王為方月蘭、方野龍

所救，路過金鎖關，齊天表殺妻奉彥王舉兵。臥龍山、

九曲山均投金鎖關。開天教主設摘星臺欲殺彥王，而為

太乙真人徒弟青王劉繼祖所破。開天教主擺下群仙陣，

彥王諸將為之損命。彥王請下諸仙大破陣，斬白面仙姑

等。彥王攻打京師，浮雲大仙打敗白甲道人，軍師鍾離

權擺雷轟陣，敗走開天教主。彥王登基。

098　彥王走國

鈔本，十卷

【葉數】卷一：58 卷二：64 卷三：40 卷四：40

   卷五：58 卷六：43 卷七：41 卷八：38

   卷九：48 卷十：41

【鈔刻者】未詳

【鈔刻年】未詳

【鈔刻地區】未詳

098
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101　抵龍換鳳

鈔本，十卷

【葉數】卷一：46 卷二：37 卷三：44 卷四：43

   卷五：40 卷六：58 卷七：55 卷八：31

   卷九：51 卷十：35

【鈔刻者】邱良本、邱知九、劉海潤、邱靖武（卷一至

三、卷五至十書皮一均題：「邱良本記」。卷七卷

首襯葉題：「抄寫書人　邱知九　劉海潤　邱靖

武」，卷八卷首襯葉題：「寫書　邱知九　劉海潤

　邱靖武 抄」。）

【鈔刻年】一九八二年（卷一書皮一題：「歲次壬戌年

古曆前四月二十九日」，卷一卷首襯葉題：「老朽

生於辛亥革命第二年歲次壬子年古曆十月初六日

那時壬子年也就是公曆一九一二年今一九八二年

老朽虛度七十一歲抄寫書只些差句父老兄弟姊妹

多家原諒罷白字也不少見笑見笑」，卷二書皮一

題：「歲次壬戌年古曆後四月十二日」，卷三書皮

一題：「歲次壬戌年古曆五月初一日重訂」，卷五

書皮一題：「歲次壬戌年古曆五月十六日」，卷六

書皮一題：「歲次壬戌年古曆五月初一日訂」，卷

七書皮一題：「歲次壬戌年仲夏月十六日重訂」，

卷八書皮一題：「歲次壬戌年仲夏二十六日重訂 

國曆六月十六號」，卷九書皮一題：「歲次壬戌年

陰曆後四月十九日陽曆六月十日（星期四）」，卷

十書皮一題：「歲次壬戌年古曆後四月二十日訂」。

卷一第一葉用一九八二年五月二十四日日曆、第

十二葉用一九八二六月二日日曆補修。）

【鈔刻地區】山東省威海市文登市（卷一至三、卷五至

十書皮一均題：「古魯文登縣澤頭集」。）

122　天竺國

鈔本，十卷

122
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【葉數】卷一：56 卷二：59 卷三：53 卷四：51

   卷五：53 卷六：45 卷七：49 卷八：53

   卷九：52 卷十：50

【鈔刻者】未詳（卷十書皮一題：「長盛班」。）

【鈔刻年】1982 年至 1983 年（卷九卷末襯葉題：

「1983 年 4 月 5 日」，卷九、卷十卷末襯葉題：

「1982 年 1 月 25」。）

【鈔刻地區】未詳

514　彥王走國

鈔本，十一卷

【葉數】卷一：55 卷二：54 卷三：44 卷四：43 卷

五：43 卷六：44 卷七：43 卷八：43 卷九：41 

卷十：39 卷十一：41

【鈔刻者】未詳（卷一至四、六至十一書皮一均題：

「祥抄」，卷五書皮一題：「祥記」。）

【鈔刻年】未詳（卷十一末葉題：「抄于寅年元月」。）

【鈔刻地區】未詳

 ＊卷一至四書皮用「一九八五年十一月五日朝陽市

人民政府關於嚴禁賭博活動通告」補修。

（山下）

打 登 州
【作者】無名氏

【地區】冀東系

【提要】隋唐故事。京劇、梆子亦㈲此目。瓦崗英雄大反山東

事見《說唐全傳》，而不見打登州事。《樂亭文史・㈤

輯》：「隋唐㈤㈹故事　羅成打登州救秦瓊故事。」

隋煬帝時，山東濟南府快手秦瓊，為了救出結拜兄

弟程咬金等，設計劫牢。登州鎮海王楊林，疑秦瓊通賊，

調至登州。楊林比武不敵，擺下八門斗底金鎖連環八卦

陣，命秦瓊打陣。瓦崗寨徐勣，邀請天下英雄聚於登州，

設埋伏助秦瓊破陣。楊林上表於楊州，煬帝遣韓擒虎、

122
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賀若弼等，皆為反軍所殺。煬帝又遣宇文成都攻打瓦崗

寨，反折宇文成都，楊林逃回揚州。眾英雄立程咬金為

主。

062　打登州

鈔本，十六卷

【葉數】卷一：39 卷二：43 卷三：40 卷四：42

   卷五：46 卷六：39 卷七：42 卷八：41

  卷九：40 卷十：40 卷十一：43

  卷十二：41 卷十三：43 卷十四：42

  卷十五：39 卷十六：43

【鈔刻者】李桂（卷八書皮三題︰「李桂理正」、卷十

二書皮二題︰「整理者：李桂」。）

【鈔刻年】1994 年（各卷卷首襯葉題：「甲戌年抄」，

卷一末葉題：「1994.7.7 抄」，卷三末葉題：

「1994.7.24 抄 」， 卷 四 末 葉 題：「1994.7.26

抄」，卷五末葉題：「1994.8.1 抄」、書皮三

題：「1994.8.1　李桂理正」，卷六末葉題：

「1994.9.22 抄 」， 卷 七 末 葉 題：「1994.9.22

抄」，卷八末葉題：「1994.9.28 抄」，卷九末葉

題：「1994.9.30 抄」，卷十末葉題：「1994.10.10

抄」，卷十一末葉題：「1994.11.12 抄」，卷

十 二 末 葉 題：「1994.11.14 抄 」， 卷 十 三

末 葉 題：「1994.11.17 抄 」， 卷 十 四 末 葉

題：「1994.11.20 抄 」， 卷 十 五 末 葉 題：

「1994.11.23 抄 」， 卷 十 六 末 葉 題：

「1994.11.25 抄」）

【鈔刻地區】未詳

（千田）

唐 英 烈
【作者】無名氏

【地區】冀東系

062
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【提要】唐羅通掃北故事。京劇、梆子亦㈲類似劇目。故事見

《說唐小英雄傳》。此本以羅通掃北故事為主線索，加

以陳光蕊被害、曾家兄弟走江湖等事而成。〈皮影影卷

㆒覽〉︰「唐㈹故事」。

唐太宗時，契丹赤壁寶康王造反，唐太宗御駕親征，

秦瓊掛帥。尉遲恭於白狼關認子寶林。唐軍抵木陽城，

中空城計而被困。程咬金長安搬兵，羅通掛帥。羅通知

蘇烈乃父仇，逼害其二子蘇鳳，長子蘇林奔投西涼國招

為駙馬。契丹公主狼金定，誤殺羅通之弟羅仁。羅通抵

達木陽城，力殺四門，蘇烈因不開城門問罪。唐軍裡應

外合大破契丹，羅通與狼金定成親。蘇林借西涼兵，欲

與磨盤山單天常裡應外合，均為唐軍所破。

003　唐英烈

鈔本，十卷

【葉數】卷一：61 卷二：57 卷三：59 卷四：58

   卷五：60 卷六：59 卷七：59 卷八：64

   卷九：63 卷十：66

【鈔刻者】未詳（卷一、二卷首襯葉題：「福全班」。）

【鈔刻年】未詳（卷四卷首襯葉用大正十年一月一日

《遼東新報》。大正乃日本年號，大正十年即

1912 年。）

【鈔刻地區】遼寧省鞍山市岫嚴滿族自治縣

 ＊此本為遼寧省岫嚴滿族自治縣張宗林氏舊藏。

（千田）

飛 虎 夢
（飛虎傳、李存孝打虎）

【作者】無名氏

【地區】冀東系

【提要】㈤㈹殘唐故事。京劇、梆子亦㈲此目。事見《殘唐

㈤㈹史演義傳》第㆕回㉃第㆔㈩㆔回。《皮影史料》：

「李存孝出世、王彥章出世的故事。」〈皮影影卷㆒

035
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覽〉：「《飛虎傳》 唐・連臺影卷 11 本。又㈴《李存孝打

虎》。」《樂亭文史・㈤輯》：「隨唐㈤㈹故事 李存孝保李

晉王故事。」〈石㊞影詞篇目〉著錄宣統㆔年奉㆝德和義

書局本。

崔巧兒戲投竹籃，占卜夫婿，中黃帝墳前石頭人。

石頭人夜至崔家，與崔巧兒成親。崔巧兒生子，名安敬

思。李克用夢飛虎入帳，見安敬思打虎，收為十三太保，

易名李存孝。時黃巢造反，唐僖宗蒙塵西蜀，遣程敬思

乞兵李克用。李存孝屢破反軍，與朱溫打賭，因生擒孟

絕海，強收其玉帶。李存孝又打敗葛從周，逼死黃巢。

僖宗駕回長安，封李克用為晉王。朱溫設宴上元驛，李

克用赴會中計，為李存孝所救。朱溫買通田令孜，寶雞

山困死僖宗，欲王鐸之女為子媳，兵犯滄州，為劉知遠

所敗。李存孝屢戰功高，而李存信、康君利妒之，灌醉

李克用，五牛掙死李存孝。李克用醒後斬李存信、康君

利，祀李存孝靈位。

035　飛虎夢

鈔本，七卷

【葉數】卷一：57 卷二：56 卷三：52 卷四：59

   卷五：73 卷六：66 卷七：56

【鈔刻者】未詳

【鈔刻年】1986 年（卷一書皮二、卷二書皮三均題：

「一九八六年八月」，卷六書皮一題：「光緒拾

貳年」，卷六卷首襯葉題：「抄于一九八六年九

月」。）

【鈔刻地區】未詳

074　飛虎夢

鈔本，十一卷

【葉數】卷一：47 卷二：47 卷三：44 卷四：49 卷

五：48 卷六：51 卷七：49 卷八：48 卷九：50 

卷十：49 卷十一：48

074
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【鈔刻者】陳林、于景春、劉彩鳳（卷一末葉題：「抄

書人 于景春 劉彩鳳」，卷五末葉題：「抄寫人 

于景春 彩鳳」，卷六末葉題：「（閑論）陳師付在

坑頭做哪叱身子，于景春同我一桌子上抄書，這

天早晨吃的羊肉餃子，抄書人冀愿」。卷一、三

至五、八、十書皮一均題：「陳林」，卷六、七、

十一書皮一、卷一、二、四、六、七、九卷首襯

葉、卷十一末葉均題：「陳林記」，卷三書皮二

題：「上陳林的影卷」。按：陳林即卷六末葉所云

陳師付。）

【鈔刻年】1984 年（卷一末葉題：「一九八四年九月十

七」、「這天晚上唱了一個小時影，天下陰雨，耽

誤了一宿，馬上就要哈酒了。」，卷二末葉題：

「夜晚 1點 35 分抄完一九八四 .九 .十七」，卷

五末葉題：「此書是在九月間 天氣不熱又不寒 

抄的了草不矩正 須請看者多海函」，卷六末葉

題：「抄完時間午後三點五十分正，一九八四年

十月二十一日」，卷七末葉題：「此書抄于一九八

四年十月初五日」，卷八末葉題：「1984 年 10 月

7 日」，卷九末葉題：「抄完時間八四、十、六」，

卷十末葉題：「一九八四年陰立前 10 月 10 日

完」。）

【鈔刻地區】遼寧省朝陽市凌源市、建平縣（卷一末葉

題：「抄于萬元店，孤山子村」，卷二末葉題：

「抄于萬元店，孤山子村」，卷五末葉題：「在老

官大隊」，卷七末葉題：「在凌源縣萬元店公社老

官大隊劉彩鳳家里早上為他兄弟對家問題大家唱

酒做工作我才完工」，卷八末葉題：「此書抄在

木營子新房小隊 建平縣沙海鄉」，卷九末葉題：

「建平縣沙海鄉木營子村」，卷十末葉題：「此書

抄在沙海鄉木營子新房隊」，卷十一末葉題：「子

小隊陳福大哥家中抄于凌源縣河東公社騰仗」。）

（山下）
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楊 家 將
【作者】無名氏

【地區】冀東系

【提要】宋楊家將故事。故事見小說《北宋㈮鎗》、《楊家府

演義》，而此本情節與京劇、梆子相似。〈皮影影卷㆒

覽〉：「宋・連臺影卷 25 本和 54 本。」《樂亭文史・㈤

輯》：「《楊家將》（由楊㈦郎打擂起到南北合止）」、「《㈮

沙灘》（又叫《雙龍會》演楊繼業和㈧子與遼大戰㈮沙

灘事）」、「《兩狼山》（楊繼業死節事）」。

宋太宗時，遼兵犯邊關，國丈潘仁美搭擂臺，楊七

郎打擂殺其子潘豹。楊繼業率領八子帶罪出征，破遼兵，

鎮雄州。太宗五臺山降香被困，為楊家父子所救。太宗

攻幽州，中空城計，楊七郎力殺四門解圍。遼天慶梁王

擺設雙龍會，楊家將替太宗赴會，大戰金沙灘，楊家八

虎僅存六郎與七郎。潘仁美令楊繼業出戰，置之死地。

楊六郎與七郎乞救兵，反為潘仁美所殺，楊繼業碰李陵

碑而自盡。楊六郎死後甦醒，回汴京告狀。八王趙德芳

調寇準，夜審潘仁美定罪。寇準暗使潘仁美逃獄，楊六

郎於黑松林斬之。因而楊六郎為發配鄭州，潘妃行賂暗

算之，楊六郎詐死回天波府。時遼將韓昌犯太原，佘太

君掛帥出征，太原城被困。寇準探天波府，知楊六郎未

死，使之掛帥。楊六郎於太行山收伏岳勝、孟良、焦贊

等，解太原圍，與韓昌大戰金沙灘。韓昌感其誠，與楊

六郎結拜，南北和好。宋太宗晏駕，真宗登基。兵部王

強之女甥謝金吾中狀元誇街，拆天波府敕賜牌坊，楊家

將怒打之。真宗欲斬佘太君，八王保奏。楊六郎私下三

關探母，孟良、焦贊殺謝府滿門，楊六郎因而問罪，發

配雲南，三關諸將反上太行山。王強得真宗詔勅，命雲

南王殺楊六郎。楊六郎結拜兄弟任堂輝相貌與相似，替

之受刑，楊六郎隱藏江湖。真宗五臺山降香，韓昌起兵

圍困。佘太君掛帥赴救，得太行山諸將掩護，解圍。真

宗逃至英州，又為韓昌所困，退保雄州。適楊六郎販牛

070
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至雄州，大擺牤牛陣，大破韓昌。真宗大封功臣。

070　楊家將

鈔本，十二卷

【葉數】卷一：53 卷二：52 卷三：63 卷四：63

   卷五：42 卷六：44 卷七：46 卷八：38

  卷九：55 卷十：52 卷十一：50

   卷十二：53

【鈔刻者】未詳

【鈔刻年】1980 年（卷十末葉題：「80 年 12、31 日

16 時」，卷十一末葉題：「80 年 12、31 日 18

時」。）

【鈔刻地區】遼寧省朝陽市凌源市天盛號蒙古族鄉（卷

八書皮一題︰「天盛號六隊」。）

 ＊此本演自楊七郎力殺四門至真宗登基。

080　楊家將

鈔本，二十五卷

【葉數】卷一：57 卷二：53 卷三：49 卷四：45

   卷五：42 卷六：39 卷七：54 卷八：61

  卷九：53 卷十：52 卷十一：46

  卷十二：43 卷十三：42 卷十四：53

  卷十五：55 卷十六：51 卷十七：51

  卷十八：50 卷十九：48 卷二十：46

  卷二十一：52 卷二十二：52 卷二十三：42

（卷末有缺） 卷二十四：47 卷二十五：53

【鈔刻者】張法（卷八、十二末葉題︰「張法抄」。）

【鈔刻年】1979 年（卷四書皮一題︰「1979」，卷十一

末葉題︰「抄于一九七九年正月初五」，卷十五

末葉題︰「抄於七九年二月九日」，卷十九末葉

題︰「一九七八年五月抄」。）

【鈔刻地區】未詳（卷十六書皮四題︰「五里屯大隊」。

按：五里屯乃常見地名，待考。）

080
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 ＊卷二十一卷首襯葉題：「此本楊井同意任堂輝替

死不合情理，不應使用。兵部王強親自去雲南處

置楊井安首級也不合情理。」

117　楊家將

鈔本，二十五卷

【葉數】卷一：54 卷二：52 卷三：52 卷四：47

   卷五：46 卷六：48 卷七：49 卷八：47

  卷九：47 卷十：49 卷十一：50

  卷十二：46 卷十三：52 卷十四：80

  卷十五：48 卷十六：48 卷十七：40

  卷十八：52 卷十九：47 卷二十：51

  卷二十一：47 卷二十二：58 卷二十三：53

  卷二十四：54 卷二十五：54

【鈔刻者】于九瑞（卷一至四、七至十二、十四、二十

四書皮一、卷一至十四、二十二至二十五卷首襯

葉題︰「于九瑞」。）

 ＊卷六筆跡工整，蓋鈔寫者非于九瑞。

【鈔刻年】1980 年（卷一、三、八、十至十二、十四

書皮一題︰「一九八〇年一月」，卷九書皮一

題︰「一九八〇年二月」，卷二、四、七、二十

二、二十四書皮一題︰「一九八〇年」，卷一、

二、七、二十四卷首襯葉題︰「一九八〇年」，

卷三至五、八至十二、十四書皮一題︰「一九

八〇年一月」，卷二十五書皮一、卷首襯葉題：

「1978.12」。）

【鈔刻地區】未詳（卷十五書皮一題︰「北楊莊大隊」，

卷二十五書皮一、卷首襯葉題︰「楊北大隊」。

卷九卷末襯葉用《小西涼》影卷書皮，蓋有「凌

源縣皮影社」印。按：北楊莊乃常見地名，而凌

源市無此地名，待考。）

 ＊卷一書皮一題︰「楊七郎打擂劈潘豹」、卷首襯

葉題︰「楊七郎打擂」，卷二卷首襯葉題︰「宋

117
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太宗五臺山降香」，卷三書皮一、卷首襯葉題︰

「大戰昊天關」，卷四卷首襯葉題︰「宋太宗幽

州遭困」，卷五書皮一、卷首襯葉題︰「楊七郎

力殺四門」，卷六卷首襯葉題︰「金沙灘赴宴」，

卷七卷首襯葉題︰「潘仁美假公即私命　楊令公

二創金沙灘」，卷八書皮一、卷首襯葉題︰「楊

繼業碰碑」，卷九卷首襯葉題︰「楊六郎告玉狀」，

卷十書皮一、卷首襯葉題︰「呼丕顯下邊廷」，

卷十一書皮一題︰「拿潘仁美進京　佘太君吁

冤」、卷首襯葉題︰「拿潘仁美進京　佘太君金

殿吁冤」，卷十二書皮一、卷首襯葉題︰「調冦

封雙天官」，卷十三書皮一、卷首襯葉題︰「假

扮陰曹審潘洪」，卷十四書皮一題︰「佘太君花

甲掛帥」、卷首襯葉題︰「佘太君花甲掛帥　楊

六郎劫殺仁美」，卷二十二卷首襯葉題︰「宋真

宗五臺降香被困」，卷二十三卷首襯葉題︰「佘

太君掛帥五臺山解圍」，卷二十四書皮一、卷首

襯葉題︰「五臺山救駕　大擺牤牛陣」。

 ＊卷二十二、二十三卷首襯葉題：「騰鈔楊家將刊

查合格」，卷二十四卷首襯葉題：「刊查合格《騰

鈔楊家將影卷二十四本》」，卷二十四末葉、卷二

十五卷首襯葉題：「刊查合格」。

 ＊卷一卷首襯葉用《秦英征西》影卷書皮，題：

「卷四　郭永山錄」。卷二卷首襯葉用《降魔

陣》影卷書皮。卷四卷首襯葉用《降魔陣》影卷

書皮，題：「卷十壹　郭永山記」。卷八卷末襯葉

用《秦英征西》影卷卷首襯葉，題：「卷四　郭

永山」。卷十卷末襯葉用《秦英征西》影卷書皮，

題：「卷四　郭永山　康德十一年度騰抄」。

（千田）

玉 虎 環
（胡三姐臨凡、娥媚山）

048
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【作者】無名氏

【地區】冀東系

【提要】宋㈹故事。〈皮影影卷㆒覽〉：「神話・又㈴《胡㆔姐

臨凡》。」《樂亭文史・㈤輯》：「朝㈹不詳（或無朝㈹）

及本事不詳連臺本影卷　《㈤虎環》（胡㆕姐臨凡）。」

宇文常青之女宇文金翠，許配諸葛雲龍。宇文常青

嫌貧愛富，逐諸葛雲龍。適萬聖聖母之女胡金枚偷寶下

凡，同諸葛雲龍、宇文金翠上峨嵋山。玉帝派天王李靖、

哪吒、楊戩、四天君等伐之，為胡金枚法寶所敗。諸葛

雲龍自稱小梁王，仁宗命宇文常青伐之，反為諸葛雲龍

所殺。仁宗招安諸葛雲龍。

048　胡三姐臨凡

 ＊卷二、五書皮一題：「玉虎環」

鈔本，八卷

【葉数】卷一：34 卷二：35 卷三：33 卷四：31

   卷五：28 卷六：33 卷七：33 卷八：28

【鈔刻者】趙虎（卷一末葉題：「趙虎抄」，卷四末葉

題：「提筆人乃是承德縣柳樹底鄉牤牛叫村澇溏

溝人氏趙虎」，卷六末葉題：「提筆人　趙虎」。）

【鈔刻年】1984 年（卷一末葉題：「甲子年冬至月廿六

日　84　11 月」，卷三末葉題：「此書抄于臘月

初九甲子年」，卷四末葉題：「此書抄與甲子年臘

月初柒日」，卷六末葉題：「此書由甲子年冬抄

寫」。）

【鈔刻地區】河北省承德市承德縣（卷一末葉題：「柳

樹底鄉牤牛窖村澇溏溝」，卷三末葉題：「承德縣

下板城公妻柳樹底鄉牤牛叫村澇溏溝」，卷四末

葉題：「提筆人乃是承德縣柳樹底鄉牤牛叫村澇

溏溝人氏趙虎」。）

094　玉虎環

 ＊各卷卷首襯葉均題：「娥眉山　玉虎環」

094

048
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鈔本，六卷

【葉数】卷一：44 卷二：45 卷三：45 卷五：49

   卷六：45

【鈔刻者】邱順（各卷書皮一題：「義順堂」，各卷卷首

襯葉均題：「邱順記」，各卷末葉均題：「邱順親

筆代病抄的」。）

【鈔刻年】1963 年（卷一末葉題：「一九六三年古曆十

月二九日抄完」，卷二末葉題：「一九六三年舊曆

十一月初三日抄完」，卷三末葉題：「一九六三年

十一月初五日抄」，卷四末葉題：「一九六三年古

立十一月初八日抄完」，卷五末葉題：「一九六三

年古立十一月十一日抄完」，卷六末葉題：「一九

六三年古立十一月十四日抄完」。）

【鈔刻地區】未詳

060　娥媚山

鈔本，六卷

【葉数】卷一：43 卷二：43 卷三：40 卷四：41

   卷五：37 卷六：45

【鈔刻者】未詳（卷一書皮一題「長勝班」, 卷六卷首

襯葉題「張書圓」。）

【鈔刻年】1986 年（卷一卷首襯葉題：「抄與一九八

六年十月」，卷三卷首襯葉題：「一九八六年十

月」，卷六卷末襯葉題：「此書抄于一九八六年十

月」。）

【鈔刻地區】未詳

506　玉虎環

鈔本，六卷

【葉数】卷一：47 卷二：48 卷三：46 卷四：47

   卷五：45 卷六：45

【鈔刻者】李清申、張學成（卷一、卷二卷首襯葉題：

「李清申」, 卷三至五末葉題：「張學成抄」。）

060
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【鈔刻年】1988 年（卷三卷末題：「一九八八年一月

六日抄完」, 卷四卷末題：「一九八八年一月三

日」,卷五卷末題：「一九八八年三月六日」。）

【鈔刻地區】未詳（卷三末葉題：「在平南村抄寫　抄

寫不好請開者諒解拙筆」，卷四、卷五末葉題：

「在平南村抄完」。按：平南村乃常見地名，待

考。）

 ＊卷一、三至五書皮均以「礦渣硅酸鹽水泥 42

號」紙袋補修，而卷四書皮二印有「渤海」。

（山下）

炎 天 雪
（六月雪、竇娥冤）

【作者】無名氏

【地區】冀東系

【提要】元㈹故事。京劇、梆子等亦㈲此目，㈴《㈥㈪雪》。

故事見元關漢卿《竇娥冤》雜劇、明葉憲祖《㈮鎖記》

傳奇。《皮影史料》：「斬竇娥審張驢的故事」。〈皮影影

卷㆒覽〉：「元・單刊影卷。又㈴《炎雪㆝》。」《樂亭文

史・㈤集》：「又㈴《㈥㈪雪》、《竇娥冤》」，「明㈹生員

所撰。是早期的樂亭影劇目之㆒」，「該劇㆗的《審張驢

兒》是㈲㈴的樂亭影折子戲」。又見於〈石㊞影詞篇目〉。

寧波府清平鎮蔡昌宗，與寧波府定海縣竇天章女竇

娥訂婚。竇天章任旗牌赴重慶，將竇娥寄蔡家。指揮金

耀光將女金玉香配於竇天章，而總兵韓國寶欲占金玉香，

打死金耀光，竇天章落草秀虎山避難。蔡昌宗赴考，為

賊所害，龍女飛珠公主救之，并招為駙馬。蔡家僕張驢

兒欲占竇娥，羊肚湯中下毒謀害蔡昌宗母賀氏，而誤殺

己母。張驢兒誣告賀氏，竇娥替姑認罪，被判斬刑。天

感其誠，六月下雪，因而暫停施刑。巡按李逢春得知，

伸竇娥冤。蔡昌宗中狀元，奉旨招安竇天章，一家團圓。

055
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055 炎天雪

鈔本，六卷

【葉數】卷一：32 卷二：34 卷三：33 卷四：35

   卷五：30 卷六：41

【鈔刻者】王國發（卷二至五卷首襯葉、卷四至六書皮

一題：「王國發」。）

【鈔刻年】未詳

【鈔刻地區】未詳（卷二書皮用中藥袋補修，印有「凌

源縣」。按：凌源縣即今遼寧省朝陽市凌源市。）

128 炎天雪

鈔本，四卷（卷一缺）

【葉數】卷二：65 卷三：44 卷四：45

【鈔刻者】未詳

【鈔刻年】未詳

【鈔刻地區】未詳

（川）

補 遺

039　四平山

鈔本，六卷

【葉數】卷一：52 卷二：45 卷三：49 卷四：54

   卷五：50 卷六：50

【鈔刻者】卲良棟（卷二至六卷首襯葉、卷一至三、六

卷末襯葉蓋有「卲良棟」印。）

【鈔刻年】1959 年（卷一卷首襯葉題：「歲次己亥年新

正月初九日抄完」，卷二卷首襯葉題：「歲次己亥

新正月拾壹日抄完」，卷三卷首襯葉題：「歲次己

亥新正月初六日抄完」，卷四卷首襯葉題：「己亥

年新正月十五日」，卷五卷首襯葉題：「己亥年新

正月十八日抄完」，卷六卷首襯葉題：「己亥年新
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正月二十五日抄完」，卷六卷首襯葉題：「看書的

同志請注意不要破壞　一九五九年」。）

【鈔刻地區】未詳（卷二、四、五卷首襯葉、卷二、四

至六卷末襯葉用天津報紙。）

（千田）

126　泥馬渡江

鈔本，十二卷

【葉數】卷一：44 卷二：49 卷三：47 卷四：52

   卷五：48 卷六：52 卷七：42 卷八：39

  卷九：44 卷十：48 卷十一：44

  卷十二：48

【鈔刻者】未詳

【鈔刻年】未詳

【鈔刻地區】未詳

（千田）
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2002 年 5 月 2 日～ 5日

2002 年度春期合宿

ところ：蓼科山荘

内容：夏期現地調査準備

2002 年 6 月 16 日

第四十回例会

ところ：ピアザ淡海

内容：譚盾のアイデンティティ形成～伝統芸能の

世界発信における都市と農村の音環境の影

響について（仲）、水滸伝・金瓶梅の戦闘

と閨房の描写をめぐって（川）

2002 年 8 月 3 日

夏期現地調査準備会

ところ：慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎小会

議室

2002 年 8 月

夏期現地調査（皮影戯小組）

山西　8月 18 日～ 25 日

内容：山西省戯劇研究所訪問、梁全民氏インタビ

ュー、孝義市木偶碗碗腔専場文芸晩会参加、

孝義市皮影木偶芸術博物館訪問

参加者：千田、戸部、氷上、山下

中国都市芸能研究会　2002 年度活動記録

同（寺廟小組）

内容：五台山・太原・平遥宗教施設調査

参加者：二階堂

同（江南小組）

江南　9月 2日～ 15 日

内容：周良材氏訪問、上海図書館所蔵資料調査

参加者：佐藤、平林、藤野、三須

2002 年 10 月 6 日

第四十一回例会

ところ：慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎中国

語共同研究室

内容：中国演劇関係資料データベース構築に関す

る打ち合わせ

2002 年 12 月 23 日

第四十二回例会

ところ：慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎小会

議室

内容：冀東皮影戯形成考（千田）

2003 年 3 月 14 日～ 16 日

21 世紀 COE 演劇研究センター国際研究集会（開催

協力）

ところ：早稲田大学坪内博士記念演劇博物館
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中 文 提 要

書評：王安祈著 『當代戲曲』 平林　宣和

《當㈹戲曲》為清華大㈻王安祈教授之新著，全書分為「認識篇」、「評析篇」、「劇作篇」

共㆔篇。本文主要對於「認識篇」進行分析和檢討。

2002 年⼭西省實地考察報告
　梁全民先⽣與晉中地區⽪影⽊偶 山㆘　㆒夫

梁全民（1932 －），山西孝義㆟，㈩㈦歲投皮影班㈻藝，解放後隨師參加孝義皮影㈭偶劇

團（初㈴孝義市皮影宣傳組），後任團長。本文根據 2002 年進行的採訪，介紹梁全民先生的生

活經歷、劇團的變遷以及舊時演出的習俗，來探討晉㆗㆞區皮影㈭偶的演出情況。

　2002 ・ 2003 年晉蘇鄂等地區寺廟調查報告 ㆓階堂　善弘

本文報告太原純陽宮、晉祠、平遙清虛觀、城隍廟、㆖海白雲觀、㆖海城隍廟、蘇州玄妙

觀、武當山、武漢長春觀等寺廟之情況。

　⼭西省圖書館、 天津圖書館簡介 戶部　健

本文介紹山西省圖書館、㆝津圖書館以及㆝津古舊圖書交易㆗心的利用方法。

慶應義塾圖書館所藏民國時期北京報紙資料簡介 戶部　健

㈰本慶應義塾大㈻的圖書館收藏民國時期北京報紙㈾料 71 種，為研究北京戲曲史的基本

㈾料。本文介紹其概略以及收藏情況。

華北舊⽪影戲初考 千田　大介

本文通過文獻調查闡明冀東皮影戲的形成年㈹以及清乾隆以前華北舊皮影戲的㈵徵。
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王　安　祈

【生年】1955 年

【最終学歴】國立臺灣大學中國文學博士

【現職】國立清華大學中國文學系所教授、國立國光劇團

藝術總監

【論著】當代戲曲（三民書局、2002 年）、臺灣京劇五十

年（國立傳統藝術中心、2002 年）、傳統戲曲的

現代表現（里仁書局、1996 年）

池田　智恵　（いけだ　ともえ）

【生年】1979 年

【最終学歴】早稲田大学大学院文学研究科中国文学専攻

修士課程在籍

【論著】「『江湖奇侠伝』と『五剣十八義』―張汶祥刺

馬事件をめぐって―（2002 年 12 月『中国文

学研究』第 28 期）」

川　浩二　（かわ　こうじ）

【生年】1976 年

【最終学歴】早稲田大学大学院文学研究科中国文学専攻

博士後期課程在籍

【諭著】「闘と閨の語り―『水滸伝』・『金瓶梅』におけ

る駢語の叙述機能―」（2002 年 12 月、『中國

文學研究』第二十八期）、「「凶相」の「好漢」

―《水滸伝》における人物の容貌描写につい

て―」（2002 年 3 月、『早稲田大学大学院文学

研究科紀要』第四七輯・第二分冊）、「《水滸伝》

の服飾表現―氈笠・紅巾・搭膊―」（2001 年

12 月、『中國文學研究』第二十七期）

千田　大介　（ちだ　だいすけ）

【生年】1968 年

【最終学歴】早稲田大学大学院文学研究科中国文学専攻

博士課程単位取得退学

【現職】慶應義塾大学経済学部助教授

【論著】『中国の英雄豪傑を読む』（共著、2002 年 12 月、

大修館書店あじあブックス）、「北京西派皮影戯

をめぐって」（2001 年３月、平成 9 － 11 年度

科研費基盤研究『近代中国都市芸能に関する基

礎的研究』）、「乾隆期の観劇と小説～歴史物語

の受容に関する試論～」（1998 年 12 月、『中国

文学研究』第二十四期）

辻　リン　（つじ　りん）

【生年】1969 年

【最終学歴】早稲田大学大学院文学研究科中国文学専攻

博士後期課程在籍

【現職】21 世紀 COEプログラム早稲田大学アジア地域

文化エンハンシング研究センター客員研究助手

戸部　健　（とべ　けん）

【生年】1976 年

【最終学歴】慶應義塾大学大学院文学研究科史学専攻東

洋史分野後期博士課程在籍

【論著】書評「飯島渉『ペストと近代中国―衛生の「制

度化」と社会変容―』」（2001 年７月、『史学』

第 70 巻第３･４号）、書評「見市雅俊等編『疾

病・開発・帝国医療―アジアにおける病気と

医療の歴史学―』」（2002 年 11 月、『中国研究

月報』657 号）、「中華民国北京政府期における

通俗教育会―天津社会教育辦事処の活動を中

心に―」（『史学雑誌』、校正中）

執筆者紹介
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二階堂　善弘　（にかいどう　よしひろ）

【生年】1962 年

【最終学歴】早稲田大学大学院文学研究科博士課程後期

単位取得退学

【現職】茨城大学人文学部コミュニケーション学科助教

授

【論著】『封神演義の世界』（大修館書店・1998）、『中

国の神さま―神仙人気者列伝―』（平凡社・

2002）、『中国妖怪伝―怪しきものたちの系譜

―』（平凡社・2003）

氷上　正　（ひかみ　ただし）

【生年】1953 年

【最終学歴】東京都立大学人文研究科中国文学専攻博士

課程単位取得満期退学

【現職】慶應義塾大学総合政策学部教授

【論著】『中国の禁書』( 共訳、新潮社、1994 年 9 月）、『性

愛の中国史』（共訳、徳間書店、2000 年 6 月）、

『インテンシブ中国語－集中型中国語講座』（共

著、東方書店、2000 年 10 月）

平林　宣和　（ひらばやし　のりかず）

【生年】1966 年

【最終学歴】早稲田大学大学院文学研究科芸術学専攻博

士課程単位取得退学

【現職】早稲田大学政治経済学部助教授

【論著】「国劇の黄昏―中華文化と本土文化の狭間で

―」（2002 年 12 月、広島経済大学経済学会『広

島経済大学研究論集』第 25 巻第 3 号）、「中華

戯曲専科学校とその時代― 1930 年代中国に

おける伝統演劇認識と教育実践」（2001年3月、

平成 9－ 11 年度科研費基盤研究『近代中国都

市芸能に関する基礎的研究』成果報告論文集）、

「茶園から舞台へ」（1996 年 3 月、早稲田大学

演劇博物館『演劇研究』第 19 号）

山下　一夫　（やました　かずお）

【生年】1971 年

【最終学歴】慶應義塾大学文学研究科中国文学専攻後期

博士課程単位取得退学

【現職】慶應義塾大学文学部講師

【論著】「『封神演義』作者による神仙像の改変について

―長耳定光仙と燃灯道人を中心に―」（1997

年 6 月、『藝文研究』第七十二号）、「『封神演義』

西方教主考」（1999 年 2 月、『圓光佛學學報』

第三期）、「郭小亭本『済公伝』の成立について

――評書、鼓詞および戯曲との関係」（1999 年

12 月、『中国古典小説研究』第五号）


