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郃陽木偶戯初探

山下　一夫

1.	 はじめに

郃陽県は陝西省中部、関中地区の最北部にあり、現在の行政

区画では渭南市の一部となっている。ここに上から糸で人形を

吊って動かす人形劇、すなわち「提線木偶」があり、「郃陽木

偶戯」と称され、線戯・線猴・線胡・線吼・線腔戯・線偶戯と

もよばれている。

中国の南方では福建省を中心として多くの木偶戯が行われて

いるが注 1、北方には少ない。わずかに河南省の越調木偶戯や、

河北省の滄州河間木偶戯、また山西省の浮山孝義木偶戯などが

あるだけで、しかもいずれも消滅寸前といえるような情況にあ

る。そうした中で郃陽木偶戯は比較的活発で、現在でも複数の

劇団が活動している。

筆者は 2006年の 8月に共同で第一回目の郃陽現地調査を

行った。調査結果については別稿を参照していただくとして注2、 

今回の調査に際して整理した文献資料等をひとまずまとめてお

き今回の調査報告の補足とするとともに、あわせて問題の所在

について検討し、今後の調査の覚えとしておく。

2.	 陳平伝説

郃陽木偶戯はいったいいつ頃から行われているものであろう

か。『郃陽県志』では老芸人の党生坤の以下のような話を紹介

している。

我が県の線偶戯は、漢王（劉邦）のために大きな手柄

注 1	 泰順木偶（浙江省）、揚州泰

興木偶 (江蘇省 )、泉州提線

木偶（福建省）、晋江布袋木

偶（福建省）、漳州布袋木偶

（福建省）、高州木偶（広東

省）、潮州鉄枝木偶（広東省）、

臨高人偶戯（海南省）、川北

儀隴大木偶（四川省）、南充

二木偶（四川省）、成都重慶

精木偶（四川省）、湖南木偶

［祁陽挙偶•衡山挙偶•龍山挙

偶•常德挙偶］(湖南省 )、石

阡木偶 (貴州省 )など。
注 2	 千田大介・山下一夫「2006

年夏期皮影戯木偶戯現地調査

要録」を参照。

＊ 本稿は、日本学術振興会科学

研究費・基盤研究Ｂ「近現

代華北地域における伝統芸

能文化の総合的研究」（2005

～ 2006 年度、課題番号：

17320059、研究代表者：氷上

正）による成果の一部である。
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を立てたことがある。漢王が北に匈奴を攻めた際、平

城（現在の山西省大同）で敵に包囲されてしまった。冒

頓の妻である閼氏に正面から攻められ、事態は緊迫して

いた。代国の王子が陝西の人で、我が線戯を見たことが

あり、また匈奴の情勢にも明るく、陳平に計略を献じて

言った。「匈奴の冒頓の妻である閼氏は、勇猛果敢では

ありますが、非常に嫉妬深くもあり、いつも夫の寵愛を

美しい女に奪われるのではないかと恐れていると聞いて

おります。西河（今の郃陽）の傀儡戯は本物の人間のよ

うな動きをするので、ひとつ職人にたくさん人形を作ら

せて美女に扮装させ、糸で操り夜の月の光に乗じて城楼

で舞わせて閼氏に見せれば、必ずや包囲を解くことが

できるでしょう。」そこで陳平がその計略通りに行うと、

果たして成功したという注 3。

続けて『郃陽県志』は、この伝承が唐の段安節の『楽府雑

録』「傀儡子」に載せる以下の話と符合するとしている。

漢の高祖劉邦は、平城で冒頓に包囲された。城郭の一

面は冒頓の妻閼氏が守り、残る三面よりも兵力が強かっ

た。城内では食料が尽き、漢軍は困窮していた。陳平は

閼氏が嫉妬深いと知って、木偶人を作って城壁の上で舞

わせた。閼氏はこれを見て生きた人間だと思いこみ、も

しこの城を陥落させたら冒頓は必ずや妓女を側室に納め

るだろうと考え、兵を退いた注 4。

しかしこれは順序が逆で、むしろこの郃陽木偶戯の伝説は、

『楽府雑録』の記事をもとにその後郃陽侯に封じられた代王

劉仲なども登場させてそれらしく創作された話だと思われる。

『郃陽県志』はつづけて唐・杜佑の『通典』や唐・鄭処誨の

注 3	 咱县线偶戏曾为汉王立过大功。

当年汉王北征匈奴，被围困平

城，冒顿妻阏氏主攻正面，情

势危急。代国王子是对河一带

人，看过咱的线戏，又知番邦

详情，向陈平献计说：“在下

深知匈奴冒顿之妻阏氏英勇善

战而又嫉妒，每恐有美女夺其

宠。西河 ( 今合阳 ) 傀儡戏楚

楚动人，栩栩如生，莫若使工

匠大而为之，妆扮美女，原仍

以线系之，借夜月舞于城楼，

令其望之，必可解围。”平从

其计，果然成功。

注 4	 起於漢祖，在平城，為冒頓所

圍，其城一面即冒頓妻閼氏，

兵強於三面。壘中絕食。陳平

訪知閼氏妬忌，即造木偶人，

運機關，舞於陴間。閼氏望見，

謂是生人，慮下其城，冒頓必

納妓女，遂退軍。
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『明皇雑録』に見える唐王室の傀儡関係の記事を引き、郃陽木

偶戯は「漢代に起源し、唐代に勃興した（起於漢、興於唐）」

ものだとしている。これは『郃陽県志』だけでなく、今回の現

地調査でインフォーマントとなっていただいた郃陽線腔木偶劇

団の郭崔成氏もやはり同様の話を述べていたので、現地では広

く行われている説であろう。

確かに唐の都であった長安では木偶戯が行われたのだろうし、

それは現在の行政区画でいえば陝西省ということになるだろう

が、しかしそれを現在の郃陽木偶戯に繋げて考えるのは無理で

ある。自らの郷土文化を少しでも良いものだと主張したいあま

り起源を古い時代におこうとする傾向は、多かれ少なかれどの

地方芸能でも行われることで、かつ陝西省の場合さらに漢唐帝

国の中心地であったという歴史的事実がその上に被さってくる

ため、こうした言説が行われることになるのだが、実際にはそ

の成立年代ははるかに下るものであろう。したがって陳平の逸

話は基本的には単なる伝説としてとらえておく。

3.	 李灌

郃陽木偶戯についてはもう一つの伝承がある。それは、明末

清初に挙人の李灌なる人物が民間で行われていた素朴な木偶戯

を改良し、演劇としての体裁を整えて今日の郃陽木偶戯の基礎

を作ったというものである。『郃陽県志』にいう。

明の崇禎六年（1633）の挙人である郃陽の李灌が、線

偶戯に人物造形・臉譜・糸操りの技巧から節回し・音

楽に至るまで改良と向上を行い、また『黒山記』『白汗

衫』『五霊庵』などの台本も作成した。この頃、線偶戯

は商人たちに付き随い蘇州や揚州まで南下して上演を

行った注 5。

注 5	 明代崇祯六年 (1633) 合阳著

名举人李灌，对线偶戏从人物

造型、脸谱、服装设计、提线

技巧，到唱腔、音乐等方面都

进行了改进和提高，并编写了

《黑山记》、《白汗衫》、《五灵

庵》等剧本。此期间，线偶戏

曾随商帮南下苏州、扬州演出。

注 6	 台 湾 文 献 叢 刊、1964 年、

326-327頁。
注 7	 先生名灌，字向若，陝西郃陽

人。幼警敏，讀書日盡數千

言。明崇禎癸酉舉人。甲申之

難，痛哭北上，與呂孝廉得璜

約同死王事。渡河如晉，其
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李灌は実在の人物で、清・李元度『清先正事略選』卷四に載

せる伝によれば注 6、李灌は字を向若といい、郃陽の人で、明

朝滅亡に際して慟哭し、出家して僧となって各地を放浪し、清

朝に仕えるのをよしとしなかったという。いわゆる明遺臣の

一人である注 7。そして焦文彬『秦腔史稿』によれば、この李

灌が晩年に線戯のために多くの台本を作成したという注 8。李

灌は明遺臣という立場から、郃陽の魏天命の反清起義を描い

た『黒山記』や、崇禎帝の最期を描いた『上煤山』を作成した

が、いずれも乾隆年間に焚書にされ、現在残っているのは『龍

鳳燈』『金玉墜』『碧霞宮』『玉鳳簪』『白汗衫』『鸞鳳釵』『合鳳

裙』の七種であるという。また劉文峰は、他にも『七国斉』な

どの演目の名前を挙げ、全部で三十あまりの台本を作成したと

している注 9。

以上の記述を信じるならば、李灌はいわば崑曲における梁辰

魚の様な役割を果たしたということになる。また同様に読書人

が台本制作に関与することで偶戯の発展を促したものとしては、

碗碗腔皮影戯における李十三の例などが挙げられる注 10。ただ

一方で、こうした説は本来集団で行われたはずの芸能の形成を

一人の天才に仮託しているだけではないかという疑いもある。

万暦年間の黄素志を創始者とする冀東皮影戯の伝説などは恐ら

くこれに類するものであろう。

李灌の伝承は、少なくとも陳平の伝承などよりは遙かに現実

味があるものではあるが、上に紹介した論考のいずれもが芸人

内部の伝承の類をソースにしている点でやや問題が残り、現状

では単なる伝説なのかどうかは判然としない。

ちなみに郃陽県の東端、黄河に面した東王郷莘里村に木偶専

用の戯台があり、そこの万暦年間の石碑に「每逢春秋重陽節獻

演小戲（春秋の重陽節には毎年小戯の上演を献ずる）」という

碑文がある。「小戯」とは「大戯」、すなわち人戯に対する言葉

で、木偶戯や皮影戯を指す。ここは木偶専用の戯台なので当然

父以書止之，乃不果。棄家

東渡，至北郭寺，遂薙髮為

僧，放浪太華、黃河間。入山

采藥，或累歲不知所向，或黃

冠緇衣，行哭都市。識者曰：

「此必李子向若也」。跡之果

然，已翩然遁矣。國初，徵書

累下，皆引疾不起。行蹤奇誕，

多寄跡僧房梵宇，與田夫、牧

豎伍。又自結茅菴於河滸，終

歲屢空，晏如也。性至孝，負

經濟才，博極秘緯。詩文清雄

奇宕，自成一家。與人言，閎

衍浩渺，一歸本於忠孝。長吏

求一見，不可得。晚歲，於乳

羅山鑿石室以居。得田數十畝，

名小桃花源。居數月，遁去。

嘗遊華山，至落雁峰，方移目，

有異人飛空而至，與語久之，

且曰：「要知未來，但觀已往」。

語似有道者。先生卒，雲中郭

君匡廬為題碣曰「逸民李向若

先生之墓」，路徵君振飛書也。
注 8	 陝西人民出版社、1987年。
注 9	 李灌一生创作了《煤山泪》、

《黑山记》、《七国齐》等 30

余个剧本。他的剧作有浓厚的

民族思想和不屈不挠的反抗精

神，在清初遭到禁演。（「西部

建设中戏曲文化资源的开发和

利用」）

注 10	李十三、名は芳桂。華州の人。

乾隆十三年生、三十二年生員、

五十一年挙人、嘉慶三年洋県

儒学教諭、嘉慶十五年卒。碗

碗腔皮影のために『春秋配』

『火炎駒』『紫霞宮』『香蓮

珮』『如意簪』『万福蓮』『玉

燕釵』『白玉鈿』の八大本戯、

および『玄玄鋤谷』『四岔捎

書』の二つの折子戯から成る

「李十三十大本」を作成した。
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前者を指すのだろう。この碑文を信じるなら、ともかく明末に

は郃陽ですでに何らかの木偶戯が行われていたことになる。

4.	 杜進虎

老芸人の雷清雲によれば、郃陽木偶戯は乾隆・嘉慶年間に再

び蘇州や揚州で上演を行い、同治年間にはさらに北京の前門外

でも上演を行ったことがあるという。ただ芸人の伝承としてそ

う言われているだけで、特に記録の類があるわけではなく、詳

細は不明である。

郃陽木偶戯の具体的な情況が解るのは光緒年間以降である。

光緒のはじめに杜進虎なる芸人が唱詞や音楽の改革を行い、さ

らに「三箱・二楼・双釵」と称される現在の郃陽木偶戯の常演

演目を作ったとされている（演目については後述）。光緒年間

は各地で人戯や偶戯などの地方劇が形成された時期でもあり、

おそらく現在の郃陽木偶戯もこの杜進虎の段階でようやく確立

されたものではないかと思われる。

杜進虎の死後、郃陽木偶戯は南北二派に分裂する。一つは

「花柳派」（別名「南派」）といい、温文典雅な風格で知られ、

杜進虎の衣鉢を継いだ北黒池の王玉潤を中心に形成された。王

玉潤の戯班は光緒二十六（1900）年に甘粛・河南・山西などへ

上演に行ったという。もう一つは「将家派」（別名「北派」）

で、熱烈豪放な風格で知られ、東清善村の顔喜牢（芸名は「紅

眼娃」）によって形成された。かれらが活躍した光緒末年は郃

陽木偶戯の最盛期で、郃陽県内だけでも七十あまりの戯班が活

動し、陝西各地のみならず、山西の芮城や河南の霊宝にまで広

まったという。

「花柳派」と「将家派」はその後も数十年に亘って争いを続

けたが、民国の初め頃に王武漢（芸名「六八児」）が両者を折

衷して「冤仇派」を創設し、両派は統一をみた。しかし抗日戦

争期には活動が停滞し、解放前夜には戯班が十三にまで減少し



	 合陽木偶戯初探（山下）	 �

ていたという。

5.	 解放後

解放後、共産党は各地に散らばっていた芸人を集めて県劇団

を組織した。これは芸人の地位を向上させようという社会主義

的観点にもとづく処置であるとともに、政策を宣揚するため芸

能を利用していこうという党の方針によるものであった。そ

して 1952年、郃陽県城で県劇団の「郃陽晨光線劇社」が成立

する。メンバーは魏天才・王孝前・肖緒法（説戯）、王化南・

王成娃（搭戯）、王忠緒・王棣娃・党来娃・王東瑣（提線）で、

団長は魏天才がつとめた。

1953年に西安と北京で『和氏璧』『周仁回府』を上演し、

1955年に北京で開かれた「中華人民共和国第一届木偶皮影戯

観摩演出大会」では『打金枝』の一折「進宮背舌」を上演、ま

た 1956年の「陝西省木偶皮影会演大会」では『白汗衫』を上

演して王化南が一等賞を受賞するなど、劇団は順調に活動をし

てゆく。

これと同時に、「全ての地域に演劇（人戯）をつくる」とい

う党の方針のもと、1952年に成立した秦腔の劇団である「郃

陽県新生劇団」が中心となって、郃陽木偶戯の人戯化も進めら

れた。そして 1957年に李新慶・趙三敏・侯振華らが木偶戯の

伝統演目『金鳳釵』の人戯上演に成功、この新たに生まれた劇

種は「郃劇」と命名された。

一方の県劇団は、1958年の韓城県・郃陽県の合併の際に

「韓城県戯曲劇院三団」へと改組され、1961年に合併が解消

されると劇団は「郃陽戯曲劇院線偶団」となって再び郃陽に

戻った。この頃から劇団は現代戯にとりくみ、『箭桿河辺』『朝

陽溝』『一罐銀元』『紅松店』などを上演したが、左派の圧力が

強まる中で、結局 1963年に「木偶戯は革命英雄人物を表現す

ることができない（木偶戏不能表现革命英雄人物）」との理由
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で解散を命じられた。

しかし劇団員は下放されてきた他県の木偶戯芸人たちと合流

して「郃陽県高線木偶劇団」を組織し、それも解散を命じられ

ると今度は「郃陽県紅線劇団」を作って現代戯の上演を続けた。

そして文化大革命の末期となる 1973年に県劇団は「郃陽県線

腔木偶劇団」として復活、1980年代後半にはフランスのテレ

ビに出演したり、「全国木偶戯芸術研討会」や「陝西省第二届

芸術節」で上演を行ったりと活発な活動を行い、1997年には

ブラジル公演も果たしている。

また現在、県劇団とは別に、郭崔成氏を団長とする郭家坡村

の郃陽線腔木偶劇団や、党鳳菊氏を団長とする郃陽県新芸線偶

団もある。前者は郃陽木偶戯の伝統を守り、また後者は郃陽木

偶の皮影戯化を試みるなど、ともに活発な活動を行っている。

6.	 演目

郃陽木偶戯の演目は、老芸人の回想によれば全部で五百あま

り存在するというが、1961年に陝西劇目工作室が行った収集

活動では二百あまりであった。その際に筆録された抄本は現在

では陝西省芸術研究所に収蔵されている。芸人は普通五十から

六十、多ければ百以上の台本を唱えるという。民国期の王武漢

は二百あまりを覚えており、また県劇団の王孝前も百あまりを

覚えていたとされている。

演目の中では李灌の『龍鳳灯』『金玉墜』『碧霞宮』『玉鳳

簪』『白汗衫』『鸞鳳釵』『合鳳裙』の七種が最古層ということ

になるが、現在でも常演演目となっているのは『白汗衫』のみ

である。光緒年間に杜進虎が作成した三箱（『百宝箱』『囊哉装

箱』『西廂記』）、二楼（『謫仙楼』『鴛鴦楼』）、双釵（『金琬釵』

『雙鳳釵』）は現在でも常演演目として行われている。このほ

か、十二龍鳳（『龍鳳針』『龍鳳灯』など）、二十四巻（『孝廉

巻』など）、七十二図（『苦節図』など）などの演目もあるとい
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う。多くは郃陽木偶戯独特の演目であるが、『蝴蝶杯』『周仁回

府』『打金枝』など、一部人戯の梆子腔演劇と共通する演目も

ある。これらは一般に後述する「乱弾調」で行われるものであ

る。

以上の演目はいずれも「本戯」とよばれるが、このほか即興

上演に近い「小戯」がある。これは「捎戯」ともいい、代表的

なものに『挖蔓菁』『解破米』『響棒槌分家』『売雑貨』『聶先生

教学』『禿子尿床』などが挙げられる。これらは陝西省の様々

な皮影戯や山西浮山孝義木偶などでも共通して行われる演目で、

こうした偶戯と何らかの影響関係が存在することが推測される。

7.	 音楽

郃陽木偶戯の腔調は大きく二つに分けられる。一つは「線偶

腔」で、錚子と呼ばれる楽器を中心に演奏を行うものである。

別名を「本腔調」といい、郃陽木偶戯本来の音楽であるとされ

る。慢板・二倒板・二八板・小滾白・大滾白・尖板があり、台

詞を述べる間は演奏を行わず、叙述性が強い。演劇というより

は説唱に近い形態であり、郃陽木偶戯が起源的に説唱と何らか

の関わりを持っていることを推測させる。

もう一つは「乱弾腔」で、錚子は使わず、板胡を中心に演奏

を行うものである。慢板・二八板・帯板・二倒板・尖板・喝場

があり、台詞を述べる際も特に演奏が止まることはない。「乱

弾調」とも呼ばれるが、乱弾とは梆子腔の別名として用いられ

る言葉であり、実際当該地域で行われている人戯の「同州梆

子」の音楽に非常によく似ている。「線偶腔」が郃陽木偶戯本

来の腔調であるということは、逆に言えば「乱弾腔」は後に採

用された腔調ということになり、おそらく同州梆子の影響で行

われるようになったものであろう。その際に、演目も一緒に移

植されたものと思われる。

腔調に古層と新層の二種類があり、後者が人戯の梆子腔に近
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いというのは、西北部の様々な偶戯に共通して見られる現象で

ある。陝西省の皮影戯でいえば、華陰県で行われているものは

「老腔」と呼ばれ、比較的古い腔調である。これに対して清末

に爆発的に普及し、華県や大荔県を中心に広い範囲で行われて

いる「碗碗腔」は、実際には梆子腔の亜種といってよい存在で

ある。また山西省孝義の皮影戯の場合、古くからある「皮腔」

と、後発の「碗碗腔」という二種類の「劇種」があるが、実際

には同一の芸人が両方を行うことができるので、これを孝義皮

影戯の二つの「腔調」と考えるとすれば、郃陽木偶戯における

二種類の腔調とほぼパラレルなものと捉えることができる。

なお人戯はこうした情況にはなく、基本的には梆子腔に塗り

替えられてしまっており、それより古い層との共存は見られな

い。むしろ梆子腔と、より新興の眉戸との二層構造の方が普遍

的に見られるようである。これは、人戯が古層を淘汰する形で

発展することが多いのに対し、偶戯は古い腔調を残してゆくこ

とが多いからだと思われる。同様の事例としては、台湾で移民

初期に行われた潮調が、その後の北管戯の隆盛とともに人戯と

しては消滅したのにもかかわらず、台湾南部皮影戯では現在で

も行われていることなどが挙げられるだろう。他にも、台湾南

部で行われる傀儡戯には、潮調と同様に没落した南管戯で行う

ものと、新興の北管戯で行うものとがあるが、これなども新旧

二層が併存しているという点で郃陽木偶戯と似通った情況にあ

ると言える。

8.	 おわりに

偶戯の研究には様々なアプローチの仕方が可能だと思うが、

いずれにしても言えるのは偶戯だけの枠組みで考えていてもな

かなかその全体像は見えてこないということである。木偶戯に

しても、漢唐から明清までの歴史的展開を系統樹のようなもの

を作って俯瞰するということは恐らく難しいだろう。それはも
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う一つの偶戯である皮影戯の場合も同様である。なぜならばそ

こには、人戯との関係が常に付きまとうからである。それは逆

に人戯の場合も同じであって、偶戯との関連は常に考えていか

なければならない。中国の伝統演劇は、人戯と偶戯とが一体と

なって展開していったものと考えられるからである。

郃陽の位置する陝西省・山西省・河南省の境界地帯は歴史的

には梆子腔発祥の地とされている。一帯には人戯のほか、陝西

省大荔県の同州碗碗腔皮影戯・華陰県の老腔皮影戯・華県の東

路碗碗腔皮影戯・山西省浮山の杖頭木偶戯・河南省霊宝県の道

情皮影戯など、様々な偶戯も分布している。これらの中には梆

子腔の古い形ないしは亜種と思われる腔調を持つものが多く、

不明な点が多い梆子腔演劇の形成過程の解明に一定の材料を提

供しうるものではないかと考えられる。中でも郃陽木偶は説唱

的な要素を残し、また山西省のような皮影との「両下鍋」も見

られない独自の形態を有するものであり、梆子戯における人戯

と偶戯の関係を考える上で重要なものであると思われる。こう

した点については今後さらに調査をすすめ、検討していきたい

と思う。

9.	 郃陽木偶戯参考文献一覧

①丁言昭『中国木偶史』（学林出版社、1991年）

②『中国戯曲劇種大辞典』（上海辞書出版社、1995年）、

「郃陽線腔戯」の項

③李漢飛編『中国戯曲劇種手冊』（中国戯劇出版社、1987

年）、「郃陽線腔」の項

④郃陽県志編纂委員会編『郃陽県志』（陝西人民出版社、

1996年）、「郃陽線戯」の項

⑤田川『草莽芸人』（江蘇人民出版社、2002年）

⑥『中国戯曲志・陝西巻』（中国 ISBN中心、1995年）、

「線戯」の項
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⑦『中国民間歌曲集成・陝西巻』（中国 ISBN中心、1994

年）、「線腔」の項

⑧『中国民族民間器楽曲集成・陝西巻』（人民音楽出版社、

1992年）、「線腔」の項

⑨『中国戯曲音楽集成・陝西巻・線腔分巻』（未見）

⑩王道明・惠増厚『郃陽線偶戯音楽』（未見）

⑪魏潤生『郃陽線戯音楽』（未見）

⑫党正乾『郃陽線偶戯音楽』（未見）

⑬李静慈「郃陽線偶戯紀略」

⑭「芸人介紹大荔線戯老芸人馬東訓」

⑮尉葆樸「多才多芸的線戯芸人李任華」

⑯党正乾「浅談線腔音楽的淵源及発展」

⑰党正乾「線腔音楽淵源初探」
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清末民初上海時調小曲初探

―復旦大学蔵趙景深旧蔵唱本を中心として―

川　浩二

1．はじめに

上海の復旦大学には書誌数にして 250件あまり、収録された

作品数にして約 1200種のいわゆる時調小曲の唱本が所蔵され

ている。これは全国的に見てもかなり大きな数量といえよう注1。 

また、その唱本の多くは趙景深（1902-1985）個人の旧蔵書に

由来し、このことが復旦大学の所蔵に他の図書館や研究機関の

所蔵と比して特徴的な性格をもたらしている。筆者は 2002年

9月から 2003年 7月にかけ復旦大学に留学し、中文系の黄霖

教授の指導のもとでこの時調小曲の唱本に関する調査を行った。

本論では調査の結果をもとにしつつ、清末から中華民国時期の

上海における時調小曲とそれを取り巻く状況を、唱本を中心に

見てみたい。

2．復旦大学所蔵時調小曲唱本と趙景深旧蔵書

まず、復旦大学所蔵の時調小曲唱本についてその概要を記す。

復旦大学所蔵の時調小曲唱本は、筆者の記録によれば注 2、個

人の創作によるものと抄本を除いて、その数量は 253件。その

うち趙景深の旧蔵書は 155件、それ以外の蔵書は 98件を占め

る。これらは図書館に置かれる図書カードにその書誌情報が記

されているが、趙景深旧蔵書とそれ以外とを区別する書式は必

ずしも徹底されていない。加えて時調小曲のカード分類が設け

られていないため、個々のカードが「鼓詞」、「宝巻」の分類の

後ろに無造作に配置されている。趙景深旧蔵書がおさめられる

注 1	 時調小曲の大規模な所蔵を持

つ図書館としては、北京国家

図書館、上海図書館のほか、

台北の中央研究院歴史語言研

究所付属傅斯年図書館が挙げ

られよう。他に北京社会科学

院図書館の顧頡剛文庫、早稲

田大学図書館の風陵文庫、東

京大学東洋文化研究所の雙紅

堂文庫・倉石文庫などがある。

注 2	 整理ののち『復旦大学蔵時調

小曲目録』として発表予定。
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以前から行われていた分類に合わせて、後からカードを加えて

いくという手順を繰り返してしまったためであろう。この分野

に従来ほとんど注意がはらわれてこなかった状況を反映してい

るともいえる。そのため現在、利用者が復旦大学所蔵の時調小

曲唱本、とくに趙景深旧蔵書を検索し閲覧するためには、以下

の目録も参照する必要がある。

趙景深旧蔵書は、趙景深の没年である 1985年から 1988年ま

でに復旦大学図書館と古籍整理研究所に寄贈され、現在それら

はすべて復旦大学図書館の所蔵となっている。そのさい 1988

年末に『趙景深先生贈書目録（以下『贈書目録』と略称）』注 3	

が編纂されており、これによって全容を知ることができる。そ

の記述に従えば、寄贈された図書は全体で線装書 2,195種

8,052冊、中国語平装書約 9,000冊、外国語図書 200余冊とい

う規模であった。俗文学に関する蔵書が多くを占め、地方劇の

台本や芸能の唱本には孤本もまま見られる。

『贈書目録』によれば時調小曲唱本は以下の分類に収められ

ている。

善本書集部・戯曲曲芸類・11．小曲、民歌

線装書普通本集部・曲芸類・13．時調、小曲

中文平装書・文学

また、この趙景深旧蔵書については『贈書目録』に先んじ

て 1984年に『趙景深民間文芸民俗学蔵書目録索引（以下『民

俗学目録』と略称）』注 4によってその大部分をまとめられて

いた。その中の時調小曲唱本の収められる分類は『贈書目録』

とは大きく異なる。上記『贈書目録』に記載の書誌を『民俗学

目録』から探すと、その分類は以下の通り。ちなみに『民俗学

目録』の内容はすべて『贈書目録』が収め、『贈書目録』には

『民俗学目録』に記載のない書誌も見える。

注 3	 復旦大学図書館・復旦大学古

籍整理研究所編刊、1988年。

注 4	 中国民間文芸研究会上海分会

編刊、1984年。
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四．民間説唱和民間戯曲

　　2.時調山歌

　　4.民間戯曲

　　　　其他

以上のように図書カード、『贈書目録』、『民俗学目録』の分

類には大きな違いがあるため、相互に確認しながら利用する必

要がある。またこのうち趙景深旧蔵の時調小曲唱本コレクショ

ンがどのように形成されたかについては後に検討する。

3．時調小曲について

ⅰ．ジャンルとしての時調小曲

本論の題に用いた「時調小曲」というジャンルは、じつは早

くから確立され、定義が行われてきたものとはいえない。も

ともと「時調」は流行の曲調といった意味でしかなく、「小

曲」もその篇幅の短さをいうにすぎない。ある時期までは「時

調」・「小調」・「小曲」と呼ばれ、ときには「山歌」とも呼ばれ

ていた。

1920年代以降、民間歌謡や民間文学に関する研究が大きく

進められたが、当時さかんに出版された関連の書物の中でも、

「時調小曲」は一般的な名称として使われてはいない。李家瑞

（1895-1975）『北平俗曲略』注 5は独立した分類を立てず「雑

曲」に収め、李家瑞も協力した劉復（1891-1934）『中国俗曲

総目稿』注 6ではこれらの曲にジャンル名を付さなかった。同

じく『北平風俗類徴』注 7は「遊楽」の節に「小曲」の項目

を立てるが、「時調小曲」という言葉は用いない。また鄭振鐸

（1898-1958）や鍾敬文（1903-2002）の 20年代から 30年代の

著作の中にも、「時調」、「小曲」という言葉はそれぞれ使われ

るが、四字でまとめては用いられない。

学問的な文章に使われた例としては、傅惜華（1907-1970）

注 5	 中央研究院歴史語言研究所、

1933年。

注 6	 中央研究院歴史語言研究所、

1932年。
注 7	 中央研究院歴史語言研究所、

1937年。
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が 1944年に発表した「乾隆時代之時調小曲」注 8が早い部類

に属し、かれは 1962年の著作『北京伝統曲芸総録』注 9でも

分類名として採用した。下って 1981年の『中国戯曲曲芸詞

典』でも「時調小曲」を立てるが、あくまで「時調」と「小

曲」の総称としている。研究の専門用語としては意味が確立さ

れたわけでは必ずしもないようだ。

いっぽう上海で出版された石印の唱本は、多く「時調」や

「小曲」、「小調」を題に冠し、「時調小曲」の文字も見えるよ

うになる注 10。「時調小曲」は学問的に定義されたものという

よりは、他のジャンルからあふれた短い作品をおさめる唱本の

総称としての「時調」、「小曲」から使われるようになったもの

であった。この時期の石印唱本には、「五更調」・「満江紅」・

「鮮花調」など各種の曲調を題にする作品のほか、「花鼓」・

「灘簧」・「小熱昏」など多様な芸能の名を持つ短編の作品も収

められている。こころみに芸能の名を持つ時調小曲の具体的な

作品名を以下に挙げる。

灘簧：〈上海時事蘇灘〉・〈申江本灘游碼頭〉・〈打齋飯灘簧

調〉

花鼓戲：〈比古人花鼓調〉・〈揚州名班花鼓調〉・〈俏尼思凡

鳳陽調〉・〈三等鳳陽花鼓〉・〈難民花鼓〉

滑稽戲：〈王無能活捉丁怪怪〉・〈滑稽奇裝異服〉・〈十二月

滑稽新聞〉・〈劉春山滑稽賣糖〉・〈江笑笑唱滑稽鴉片煙〉

小熱昏（梨膏糖）：〈揚州梨膏糖〉・〈蘇州梨膏〉・〈藥三國梨

膏〉・〈梨膏糖生意經〉・〈宣小熱昏〉・〈醒世小熱昏〉

寶卷：〈花名寶卷〉・〈十二月花名寶卷〉・〈螳螂做親寶卷〉

開篇：〈提倡國貨新開篇〉・〈叉麻雀開篇〉

蓮花落：〈精神團蓮花落〉・〈東洋蓮花落〉

道情：〈方卿見姑娘道情〉・〈改良方卿唱道情〉

注 8	『芸文雑誌』1944年 2巻 1-3

期初出、『曲芸論叢』、上雑出

版社、1953年所収。
注 9	 中華書局、1962年。

注 10	復旦大学の所蔵では『最新

時調小曲』、石印、1940年代。

さらに早い例では、未見だが

『時調小曲大観』、石印、新

華書局、1922年、『戯海・時

調小曲部』、排印、上海戯劇

研究社、1927年などがある。
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当時の上海は、各地から劇団や芸人が流入しており、さまざ

まな演劇・芸能の江南一帯における中心地となっていた。それ

らのうち短編の作品群がまとまって、唱本に収められたのであ

る。本論の時調小曲という名はこの広がりをも包括したものと

して考える。

ⅱ．唱本としての時調小曲

他の図書館の所蔵と比して、復旦大学の時調小曲所蔵の唱本

には明確な特徴がある。それは木版・石印・排印という唱本の

形態のうち、石印本の占める割合の高さに表れている。

木版：209　石印：42　排印：2

石印の時調小曲唱本は現存の唱本の巻数記載などから予想さ

れる、本来出版され流通したであろう数から考えると、完備さ

れた所蔵を持つ図書館は中国全土にも存在しないといってよい。

その中にあって復旦大学図書館の蔵書における数量は非常に多

いといえる注 11。収録された曲数からみても、たとえば『中国

俗曲総目稿』に収録された上海の俗曲は 408種とされ、そのほ

とんどが石印唱本に由来するが、復旦大学の所蔵は木版を含め

ず石印唱本に収録された時調小曲のみ数えても 500種以上はゆ

うに得られよう。

以下にそれぞれの唱本の形態について概述する。

◯	木版

出版時期：清代から民国期まで

サイズ：多く 10cm× 6cmで数葉程度。

内容：多くは単刊・短編の唱本だが、長編や複数の作品を

収めるものもまれに見られる。

◯ 石印

出版時期：民国時期。

注 11	前述の図書館のうち、傅斯年

図書館は上海で出版された石

印唱本の大規模な所蔵を持つ。

今後合わせて調査を進めたい。
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サイズ：20

㎝× 12㎝

程度が一般

的。

内容：ほとん

どが複数の

作品を収め、

数十首の作

品を収める

ものも見ら

れる。

◯	排印

出版時期：30
図一	 石印の時調小曲唱本
	 しばしば巻頭に挿絵が入る

のも特徴。筆者自蔵の『時
調新曲』二集、上海文益書
局より。

年代以降。ただし民国期に個人創作の唱本の出版に用い

られることもあった。

サイズ：不定。6cm× 10cm程度のごく小型のものも見ら

れる。

内容：複数の作品を収め、数十種の作品を収めるものも見

られる。

また、今回は検討の対象に加えていないが、上記の各種唱本

に見られる作品と同題のものが、抄本として残る例もある。手

抄の時期は各時期に渡り、サイズもそれぞれ異なる。出版され

た作品とは同題でも異なる内容を持つことが多い。

ⅲ．時調小曲の内容

時調小曲の作品、とくに石印の唱本に収められる作品群には、

歌い手が自らの心情を歌う一人称の形式、相手に対して語りか

ける二人称の形式、情景や風景を描写する三人称の形式を取る

ものがあるが、それらが扱う題材にはある傾向が表れる。たと

えば農村やその暮らしについて農民が歌う、という作品はほと
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んど見られず、都市とそこでの生活が描かれる作品が多い。こ

れは出版地であり、大きな消費地であった上海の環境を反映し

たものであろう。中でも特徴的な内容について数点挙げておく。

◯	妓女

　一人称で歌われる作品のうち、妓女を主人公とするも

のは非常に多い。また清代以前に編まれた時調集などと

内容が重なるものもこれらの題材が多い。心理描写も非

常に細かく、なじみの客に対してそのつれなさを嘆くも

の、身を売る我が身の悲しみを訴えるものなどがあり、

ときには月経や堕胎といった生活の中での辛さを歌う作

品も見られる。

　〈妓女告狀〉‧〈泗洲調〉‧〈大牙牌〉‧〈十愛愛〉

‧〈梳妝臺〉‧〈玉美人〉‧〈五更十送〉‧〈五更裏侉

侉調〉‧〈四季相思〉‧〈吐血想思〉‧〈十杯酒〉‧

〈手扶欄杆〉

◯	 アヘン

　清末民初の上海におけるアヘンの流行についてはここ

で詳しく説明するまでもないだろう。上の妓女の生活と

も関わる形で、時調小曲の中にはアヘンに関することを

歌うものが存在する。そのうち多くを占めるのは世の中

に対してアヘンの害毒を説き、戒める二人称の呼びかけ

の形式を持つものである。

　〈鴉片的勸戒〉‧〈鴉片煙嘆五更〉‧〈勸戒鴉片煙嘆

五聲〉‧〈煙鬼泗洲調〉‧〈勸戒洋煙十杯酒〉‧〈禁止

洋煙十杯酒〉

◯	都市

　都市の繁華を歌ったもの。数量としては多くはないが、

全体に長い作品が多く、内容は具体的で、他の種の作品

とは異なる趣を持つ。湖州・蘇州・無錫・杭州・上海な
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どの都市が題材となっている。そのうち特に多いのはや

はり上海を扱ったもので、上海における男女関係や花柳

の巷、梨園や芸能について歌ったものも数多い。また上

海に関するニュースや戦争の話題も題材となる。

　〈閶門馬路新開篇〉‧〈時新蘇州景致〉‧〈時新無錫

景致〉‧〈閶門五更馬路〉‧〈杭州十城門〉‧〈湖州景

致〉‧〈六門景〉‧〈廈門市鎮歌〉

　〈上海山歌〉‧〈上海碼頭〉‧〈上海景〉‧〈新新舞

臺泗洲調〉‧〈上海新聞〉‧〈上海女混堂〉‧〈上海的

喫人不見血〉‧〈上海做人像白糖梅子〉‧〈上海新嫖

客〉‧〈海上怪現象〉‧〈哭摩登〉‧〈紅頭阿三追野

雞〉‧〈上海的房東醉生夢死〉

◯	古人・故事

　古人や故事を小曲にするさいには、やや長い作品が多

く、二人の演者が歌いあう形式も見られる。孟姜女の物

語などはしばしば見られる題材である。また、尼や僧

図二	 上海をうたう時調小曲作品
	 遊楽場のにぎわいをうたっ

た「上海大世界景致」。同
じく自蔵の『時調新曲』二
集より。

侶が俗世を

恋しがるい

わゆる「思

凡」の物語

も多く扱わ

れる。これ

らは伝統的

な題材とは

いえ、その

心情が小曲

によって一

人称で歌わ

れるさいに

は同時代の
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感覚として受け止めうるものとなったであろう。また、

劇名づくしや古人名づくしと呼ぶべき、名前を羅列して

いく作品も見られる。

　〈和尚采花〉‧〈尼姑下山〉‧〈趙五娘琵琶記春調〉

‧〈孟姜女春調〉‧〈孟姜女子過關〉‧〈孟姜女哭夫〉

‧〈龍三姐拜壽〉‧〈潘必正陳妙常情村歌〉‧〈聞必正

苦嘆十杯酒〉‧〈黃宅忠審蛇案歌〉‧〈何氏勸姑〉‧

〈張德和辭店〉‧〈張德和休妻〉‧〈金蓮戲叔〉‧〈武

鮮花〉‧〈王龍比勢〉‧〈活捉三郎〉‧〈濟公活佛〉‧

〈天女散花〉‧〈方卿見姑娘道情〉‧〈秦雪梅吊孝〉

◯	時事と戦争

　上海ではとくに民国以降、社会的なニュースや流行

を詠みこんで時調小曲がさかんに作られた。その中で

も、いわゆる「閻瑞生・王蓮英事件」はもっとも有名な

題材といえよう。1920年 6月、上海で大学生の閻瑞生

が妓女王蓮英とともに自動車で出かけ、上海郊外の麦畑

の中でほか二名とともに王蓮英を殺害した。この事件は

1921年、中国影戯研究社によって『閻瑞生』の題で映

画化され、上海で中国人の手によって撮影された初期の

作品として多くの観客を集め、以降の作品に与えた影響

も大きかったとされる。各種の演劇もこの事件を題材に

上演を行った。1920年、妓女蒋老五が自殺した事件も

同じような経過をたどり、同年のうちに小説『蒋老五秘

史』が発表され、1927年には映画化された。小曲には

これらの事件をうたう作品が数種見られるが、事件の内

容については時に大きな誤認がある。

　戦争を題材にしたものもこれらニュースから創作され

た小曲の一種として考えることができよう。八カ国連合

軍が北京に進攻した時期から、第二次大戦時期まで、あ

る戦争やその中における事件を詠んだ作品は作られ続け
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た。現存の作品は数量としては多くはないが、無視でき

ない存在であろう。

　〈閻瑞生花名〉‧〈閻瑞生五更調〉‧〈閻瑞生謀害蓮

英〉‧〈蓮英十二個月唱春〉‧〈蓮英嘆十声〉‧〈活捉

老阿賓蔣老五侉侉調〉‧〈蔣老五嘆五更〉‧〈蔣老五嘆

十声〉‧〈蔣老五旬殉情五更調〉‧〈蔣老五王蓮英對唱

十嘆〉‧〈馬振華女子嘆十声〉

　〈炸彈時變〉‧〈上海戰事十隻臺子〉‧〈戰亂唱春

調〉‧〈調兵〉

◯	猥歌

　なにをもって猥歌や淫詞と呼ぶかは難しいが、かの

「十八摸」をはじめとするきわどい内容の作品が単刊の

木刻本だけでなく、石印の唱本にも時おり見られる。

　〈十八摸〉・〈摘黃瓜〉・〈揚州花鼓調〉

ⅳ．時調小曲の上演と唱本の流通

すでに上文でふれたように、時調小曲というジャンルにはさ

まざまな曲調や芸能を含みうる。そのためそれがじっさいに歌

われる場合について考えるさいには、それぞれの曲調や芸能に

合わせた上演の状況を念頭に置かなければならない。朱文炳

『海上竹枝詞』（1909）は当時著名であった蘇灘の女芸人林歩

青の名を詠みこんで「絶妙灘簧林歩青、改良詞曲喚人醒。禁煙

立憲諸時政、譜入絲弦尽可聴」といい、蘇灘の形式で時事を

取りこみながら歌っていたことがわかる注 12。また池志澂『滬

游夢影』（1893）は女芸人が時調小曲を歌う様子を書いてい 

る注 13。

はじめ歌い出しではテンポがひじょうに速く、ただ最後

の一字まで歌っていくとそれは後に離してつける。その

さまはとんぼが水面に降りたようで、まったく感じ入っ

た。〈九連環〉・〈十八扯〉・〈四季相思〉などは、歌いぶ

注 12	顧炳権『上海洋場竹枝詞』上

海書店、1996年所収。

注 13	『上海灘与上海人叢書』上海

古籍書店、1989年所収。
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りも声もやわらかで、人の心をとろかすようだ。

この上演は書場で行われたものであるが、時調小曲はそれ自

身を扱う曲も見られる「大世界」や「新世界」といった遊楽場

においてもしばしば歌われていたはずである。上演については

さらに資料を捜索する必要があろう。

同じく時調小曲唱本の流通についても今後調査を進めなけれ

ばならないが、民国期の状況についてふれた文を一二挙げてお

く。顧頡剛（1893-1980）は「蘇州唱本叙録」注 14で、1920年

代初頭、山東の済南における状況を伝え、すでに上海における

出版が優勢を占め、地元の出版を圧倒していると述べる。また

阿英（1900-1977）は「城隍廟的書市」で、1930年代当時の唱

本が売られる様子について記している注 15。

城隍廟の図書市はけしてこれで終わりというわけではな

い。正殿の舞台に向かって上に広がる図書館の下をくぐ

り、右手の門から出て行けば、さらに二つの露店を見つ

けられるだろう。この露店の本屋で売られている本は、

ふつうの露店と同じで、石印の小説や、『無錫景』、『時

新小調』、『十二月歌名』といったたぐいだ。

おそらく清末から民国期にいたるまで、江南を主とした周辺

地域から上海に唱本が流入し続け、また上海で石印の唱本が出

版されるようになるとそれらは逆に他地域まで流通されるよう

になったと考えられる。

4．趙景深コレクションについて

ⅰ．構成と年代

ここであらためて趙景深の旧蔵書にある時調小曲唱本の所蔵

がどのように構成されたのかについて考えてみたい。

注 14	『開展月刊』第 11・12期合刊、

1921年初出。『呉歌・呉歌小

史』、江蘇古籍出版社、1999

年所収。後文第 4．ⅱ節に詳

述。

注 15	『現代』1934年第 2期初出。

『小説閒談四種』、上海古籍

出版社、1985年所収。
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復旦大学所蔵の時調小曲唱本の書誌のうち出版地域が判明し

たものは全体で 125。地域の内訳は以下の通りである。

上海 江蘇 湖南 浙江 福建 陝西 広東
全体 36 35 30 11 8 3 2
趙景深 36 7 15 10 8 3 2

上海を中心とする江南の唱本が高い割合を占め、湖南の唱本

がそれに次ぐ。全体と趙景深旧蔵を比較すると、割合を求める

には足りない量ではあるが、わずかに江蘇と湖南の順が逆転す

る。この状況は自然に起こりうるものであろうか。これは趙景

深コレクションがいつごろから、どのように構成されたか、と

いう問題とも関わるであろう。

趙景深は『民俗学目録』に自撰の「前言」を載せ、その中で

民俗学という立場から見たみずからの蔵書について述べている。

しかし、本論の検討対象である時調小曲の唱本に関してはふれ

ず、隣接分野といえる「民歌」と「小戯」に関して短くコメン

トするにとどまる。

民歌については、わたしは平素あまり注意をはらってこ

なかった。もっとも多く所蔵しているのは、1958年の

民歌注 16であり、他人がうちすてたものをも集めてきた。

おそらくわたしが保存した百冊以上のこうした民歌は、

天鷹 (姜彬 )の『1958年の民歌運動』を研究するさい参

考とできるものであろう。

（略）

民間文学には、萌芽期の戯曲、一部の生活小戯をも入れ

ることができよう。南方の灘簧や他地域の花鼓戯もこれ

に数えることができる。張紫晨同志が編纂した、『中国

民間小戯選』に収められた戯曲は、すべて標準的な民間

戯曲であるといえよう。

注 16	新中国以降になって採録され

たいわゆる「新民歌」の類。

その多くは労働歌である。



	 清末民初上海時調小曲初探（川）	 2�

ここからは、趙景深がいつごろ時調小曲とその唱本の収集を

行い始めたかについての手がかりを読み取ることはできない。

他の資料を見る前に、ここで趙景深が復旦大学に落ち着き、

小説・戯曲・芸能に関する論考をさかんに発表し始めるまでの

前半生を簡単に年表形式で記しておく注 17。

1902年　浙江麗水に生まれる。籍貫は四川宜賓。

1914年　安徽蕪湖の聖ヤコブ小学に学ぶ。

1919年　五四運動の影響を受け、天津南開中学に向かう。

周恩来の率いる宣伝隊に参加。

1920年　天津綿業専門学校に入学。アンデルセン童話の

翻訳に着手。

1922年　専門学校卒業後、天津の『新民意報』文学副刊

の編集に就く。鄭振鐸の編集する『児童世界』・『文学旬

刊』に童話の翻訳を投稿。

1923年　鄭振鐸の勧めで文学研究会に加入、紹介され湖

南長沙の岳雲中学に教職を得る。

1924年　長沙の湖南第一師範学校に移る。田漢らと雑誌

『瀟湘緑波』を編集。童話の翻訳を続ける。

1925年　上海に移り、上海大学教授となる。鍾敬文と手

紙で交流を持つ。

1927年　上海の開明書店の編集となり、『文学週報』を主

編。

1930年　上海の北新書局の総編集となり、『現代文学』を

主編。復旦大学の教授となる。以降、本格的に俗文学と

芸能の研究を進める。

五四新文化運動に興味を持ち、童話の翻訳と新文学雑誌の編

集から文学研究に入ったのち、徐々に俗文学と芸能の研究に傾

倒していったことが見て取れる。

注 17	趙景深の詳細な事蹟について

は趙景深「自伝及著作自述」

『中国当代社会科学家』第

二輯、書目文献出版社、1982

年がある。また趙景深文庫の

構成について独立して述べた

ものには江巨栄「復旦大学

図書館趙景深文庫について」、

「中国―社会と文化」第八号、

1993年があるが時調小曲の

唱本については特に述べない。
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趙景深の著作のうち、時調小曲やその関連の作品について述

べたものは少ないが、1927年 3月 10日と記載のある「最近民

歌的来源」は、開明書店から出版されたばかりの鄭振鐸『白雪

遺音選』を読み、そこに収められた作品と「最近の民歌」との

関係について述べている注 18。その中で行われているのは、実

際には自らの所蔵する『時調大観』所収の作品と『白雪遺音

選』の比較であり、そこに以下のような文がある。

旅途にあって事もなく、『白雪遺音選』（鄭振鐸編、開明

書店出版）を取り出し開いて読んでみたところ、最近の

民歌（俗に時調、小調あるいは小曲子と呼ぶ）の多くが

その影響を受けたものであると強く感じた。そこで両者

に類似の箇所を以下に抜き出し、民歌に興味を持つ人々

が研究に用いるための便をはかりたい。

またその直後に「（一）五更相思　『時調大観』13ページに

この最近の民歌を収録しており、以下の通り」とも書く注 19。

また「以前見たことがある坊刻の木版による小調は、たった

一銅元で一冊ときには二冊も売られ、しばしば訛誤があった」、

「最近の民歌のうち時事（たとえば〈蒋老五十嘆〉・〈閻瑞生五

更調〉など）や繁華な場所（たとえば〈蘇州景〉・〈無錫景〉・

〈上海碼頭〉など）に関するものはみな当然『白雪遺音』の影

響は受けていない」という文章も見られる。1927年という時

期は、一般的にはまだ趙景深が芸能の研究に本格的に着手する

前と考えられているが、すでに手元にある程度の唱本は所有し

ていたのではないだろうか。

上記の通り 1923年から 1925年にかけて趙景深は鄭振鐸の勧

めで文学研究会に参加し、またその紹介で長沙に教職を得た。

この時期すでに鄭振鐸が民間文学や歌謡の収集、また唱本にも

興味を向けていたことを合わせると、趙景深の蔵書の中に湖南

注 18	『文学講話』、亜細亜書局、

1928年所収。

注 19	復旦大学図書館現蔵の『時調

大観』（I239.5/S54、石印、沈

鶴記書局）とは内容が合わな

い。
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の唱本が一定の割合を占めている理由を、湖南にいた当時から

すでに唱本の購入を始めていたことに求めるのも的外れなこと

ではないだろう。

趙景深は鼓詞や弾詞についてはともかく、「歌謡」や「民

歌」については、一貫して自分は専門家ではないと言い続けた。

しかし 1959年から 1962年にかけて内部発行された『明清民歌

時調叢書』には、『霓裳続譜』・『白雪遺音』・『夾竹桃頂針千家

山歌』に序を寄せ、その内容について詳しく解説している注 20。

あるいはこれは前年の 1958年、不慮の飛行機事故で急逝した

鄭振鐸の仕事を継ぐ形で受けたものでもあろうか。

時調小曲の唱本は石印や排印のものも含めて出版年の記載が

あるものが少なく特定がしにくい。ましてその収集の時期は定

めがたいが、以上の状況をふまえ、また唱本の内容が日中戦争

にふれるものや戦後の出版年の記載があるものがみとめられる

ことからすると、1920年代前半から 50年代に入っても趙景深

の収集は続いていたものと考えられる。

ⅱ．「民歌」・「歌謡」と「時調」・「唱本」

さきに趙景深の文章を挙げたが、そこに述べられた見解の

うち注目すべきは、1927年時点の趙景深が「民歌」と「時調」、

しかもその「唱本」をほぼ同じ意味で用いている点である。こ

れは当時の民間文学や民俗学の専門家の中に広く共有されてい

た見解とはいえない。むしろ専門家の間では「民歌」と「歌

謡」は文字化された「唱本」と峻別されるべきだとの意見が強

かった。

1918年、五四新文化運動を受けて、北京大学で歌謡の収集

運動が始まる。2月 1日の『北京大学日刊』紙上に劉復の手

になる「北京大学徴集全国近世歌謡簡章」が発表され、収集

が呼びかけられると、この年の 5月 20日から毎日『北京大学

日刊』に一首ずつが発表された。1922年には改めて雑誌『歌

謡』が発刊され、収集と発表およびそれらに対する研究が進め

注 20	『明清民歌時調集』、上海古籍

出版社、1987年に影印。
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られた。この運動についてはすでに当事者たちの回顧録もあり、

また多くの専論が書かれているため、ここでは詳しく述べな 

い注 21。

この運動によって収集された資料に対する立場はそれぞれの

研究者により、さらには一人の研究者にとってもある時期に

よって異なるが、運動を先導した雑誌『歌謡』の編集側と、歴

史学者顧頡剛とのやり取りを見れば、基本的な「歌謡」と「唱

本」の扱いに関する立場の違いは了解できよう。発端は顧頡剛

が収集した蘇州の唱本を『歌謡』誌上で発表しようとしたこ

とによる。自ら述べるところによれば、1918年当時、顧頡剛

は妻を失い悲嘆にくれて休養の日々を送っていた。そこに『北

京大学日刊』での歌謡の発表を読み、感銘を受けて故郷である

蘇州の歌謡の収集に乗り出す。再婚という慶事も重なり、1919

年には非常に精力的に歌謡を収集、1920年『晨報』に成果を

発表する。このころ同時に唱本をも収集し『歌謡』誌上で発表

することを企図するが、断られてしまう。顧頡剛はこれに関し

てかなり露骨に不満を表している。

北京大学が歌謡を収集した後になって、私は路傍の露店

におかれた唱本に注意を向けるようになった。蘇州で四

度ほど収集を行ったところ、二百冊を得た。そのころ私

の従弟にあたる呉立模君がそのために叙録を作り、その

様式と内容を記載してくれていた。私の意図は、北京大

学の『歌謡週刊』誌上に発表することにあったのだが、

不幸にして北大の同人たちは、歌謡はいるが唱本はいら

ぬ、ということであった。彼らは、歌謡は天然自然の音

であり、唱本は下等な文人の作ったものであるから、そ

の価値の上下は等しからざるものだと考えていたのだ。

顧頡剛「蘇州唱本叙録」注 22

注 21	当事者の回顧録としては、鍾

敬文「“五四”前後的歌謡学

運動」1967 年、『中国民間

文学論文選』上海文芸出版

社、1980年所収など。最近

の論著としては劉錫誠「劉半

農　歌謡運動的首倡者」『民

間文化』2001年第 1期、民

間文化雑誌社、2001年、徐

新建「“民”的発現与“歌”

的採集　―民国時期歌謡研究

的歴史回顧」、『中国俗文化研

究』第二輯、巴蜀書社、2004

年、子安加余子「周作人と歌

謡　―中国知識人と民俗学に

関する考察―」『日本中国学

会報』第五十八集、日本中国

学会、2006年など。

注 22	注 14参照。
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また、以下のようにも述べる。

唱本の収集に関して言えば、現在はまさしく千鈞一髪の

時期である。先月私は済南に旅したが、露店に行ってみ

ると、すべて上海の印本である。済南の地元で刷られた

ものを買おうとしても買えないのだ。幾つかの店を訪ね

て、ようやく地元の木版の十余冊を手に入れられた。

（同）

この「印本」はおそらく石印の時調小曲唱本を指すのであろ

う。顧頡剛はこのように地方の唱本が失われる危機が訪れる可

能性について注意をうながしたが、主張は必ずしも受け入れら

れなかった。「唱本」は純粋な「歌謡」・「民歌」ではないとす

る立場が大勢を占め、編集側は「唱本」は民俗学的な見地から

見て、「歌謡」と同等の価値がある、という中立的な意見を主

張しはしたが、それでも口承の「歌謡」と「唱本」に載せられ

た「時調」の間は一線を画して考えるべき、というところに議

論は落ち着いていたようだ。劉復らが「歌謡」の収集運動と

分かれ、あらためて唱本の収集に乗り出し、それを基礎として

『中国俗曲総目稿』が編まれるのは十年を経た 1932年のこと

になる。

またこの議論の裏側には、当時いわゆる鴛鴦蝴蝶派の雑誌に

見られた、伝統演劇や芸能の形式による創作の作品の影響も存

在していよう。上海で発行されていた『繍像小説』や『小説新

報』といった雑誌には、しばしば弾詞や戯曲のほかに「時調」

や「小曲」の欄も設けられ、多くの作品が発表されていた。ま

た地方の知識人が自ら編んだ時調小曲の作品を出版した例も見

られる注 23。それらにおいて行われていたのは、「歌謡」の収

集運動とはまったく異なるものであった。たとえば『小説新

報』に載せられた時調小曲「栽黄瓜」の一篇にはこう述べられ

注 23	復旦大学の所蔵では『消閒山

歌』（725542）張正芳、上海

文瑞楼書局、排印、民国十八

年序・『時調唱歌』（985031）

鯽士奇、上海商務印書館出版、

排印。
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ている注 24。

思うに、「栽黄瓜」の原曲はきわめて淫猥な歌詞であり、

今もまだ街で演奏するものがいる。私はそれを聞くごと

に、憂い恐れを感じてきた。そこで原曲の曲調によりな

がらもその内容を改め、愛国の時調とし、もって世人へ

の警鐘とするものである。

歌謡収集運動においては、収集するさいには加工せず、本来

の姿を留めることが繰り返し唱えられた。そこから新たな文学

としての詩の姿を模索しようと試みたわけであるが、そのよう

な立場を取れば、上記のような伝統的なスタイルを借りて直接

に警世の意味を持たせる作品を創作するという姿勢に対しては

批判的にならざるをえない。

1927年の趙景深の状況にもどると、鄭振鐸や鍾敬文といっ

た、古代歌謡の研究や当時の歌謡収集運動にも携わっていた研

究者との関係はすでにできていたとはいえ、北京大学における

運動と関わらない形で研究を始めたこと、もともと新文学に対

する志向はあったが詩歌よりも童話や物語、小説に注意が向い

ていたことなどが重なり、繰り返し行われていたはずの「歌

謡」と「唱本」の議論に乗ることはなかった。また時事を取り

こんだ「時調」の作品が「唱本」となって流通し、文学雑誌に

も時調小曲の創作が載る、上海という土地柄もこうした態度に

強く影響したものと考えられる。

そしてあまり自覚的ではない形で続いたと思われる趙景深の

唱本の収集と保存が、ある時間を経た現在から見ると大きなも

のとなっていることは一面皮肉ではある。しかし趙景深が当時

における資料的な価値あるいは文学的な価値のみを優先して収

集していたならば、清末から民国期にかけての上海における時

調小曲の様相を読み取るにふさわしいだけの唱本が残されるこ

注 24	趙景深所蔵『時調・弾詞・伝

奇合訂本』（I230.7/Z4415）

所収。『小説新報』誌から切

り取り、趙景深自ら綴じ直し

たもの。『小説新報』は 1915

年 3月から 1923年にかけて、

94期にわたって発行された。

装丁の時期や各ページの初出

は不明。
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とはなかったのも確かなことであろう。

5．おわりに

最新の『中国曲芸通史』注 25は、中華民国期について述べた

第八章第四節「時調小曲類曲種」で、「北京的時調小曲」・「揚

州清曲」・「四川清音」・「広西文場」・「楡林小曲」・「湖北小曲」

を挙げながら、ついに民国期における上海の時調小曲について

まったくふれない。北京の項目では傅惜華『北京伝統俗曲総

目』によって記述を行う以上、上海についても『中国俗曲総目

稿』から記述があってしかるべきであるし、残された唱本の数

量からしてもじゅうぶん項目の一つとして数えてよいはずであ

るが、あるいは民国期の研究における唱本をじっさいの芸能と

は分離して考えるという態度が、いまだ研究に影響を与えてい

るのであろうか。

すでに現在の上海では芸能としては滅びているという表現が

大げさではないだけに、今後は各図書館や機関に収集された状

態の唱本を整理、研究する方向しかないだろう。そのさいには、

曲調や押韻、しばしば用いられる方言や文字の訛誤についても

調査することが必要になる。また対象とする資料についてはこ

の時期と地域に特徴的な石印の唱本、また木版や排印の唱本に

加え、民国期の「歌謡収集運動」や「民俗学運動」によって収

集され整理された資料をも利用しつつ研究を進めることになろ

う。それは従来のそれらの運動に対する研究を相対化すること

にもつながっていくはずである。

付録：『新上海山歌』趙景深旧蔵　木版　書誌番号　725556

正月元旦歲朝暮，	 上海夷場好風景。

大小店鋪真鬧熱，	 萬商雲集聚來臨。

金莊銀樓無其數，	 珍珠寶貝實然興。

注 25 姜昆・倪鍾之主編、人民文学

出版社、2005年。
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古玩玉器件件有，	 鹹瓜街還有老山參。

二月春分開龍門，	 大馬路上鬧音音。

早晨菜市多鬧熱，	 葷素喫局數勿清。

久大錢莊最公平，	 洋貨布匹老復昇。

仁和綢緞拋球場，	 五康銀行正朝陽。

三月清明暖洋洋，	 泥城外設立大戰場。

團團足有十里路，	 逢著跑馬最鬧猛。

五色令旗分左右，	 來往行人推背行。

外國輸蠃能介大，	 第三日完要大跳浜。

四月清和菜花香，	 洋貨老店泰源祥。

洪盛公平米與麵，	 萬里雲煙有清香。

醉樂煙館好酒菜，	 上細貢點敘安排。

來往多是錦秀客，	 行令猜拳能開懷。

五月端陽鬧龍舟，	 茶館最好西洋樓。

戲館丹桂共天仙，	 大觀金桂有名留。

正旦最好常子和，	 老生要算楊月樓。

周春奎亦名聲大，	 任七月山真巧手。

六月荷花透水長，	 新衙門得造正朝陽。

每日坐堂長理事，	 有人犯案問長短。

童身姑孃看眼精，	 還有一個脈先生。

仁濟醫館治百病，	 陳裕昌長做善事行。

七月鳳仙奇鮮明，	 街巷才點路天燈。

而且勿用油燈草，	 照得四處必波清。

天子堂造得正有樣，	 講書長勸孝爹娘。

為人歸正為第一，	 免得傍人說長短。

八月中秋丹桂香，	 火輪船天下在好行。

黃浦船隻無其數，	 各路客商愛上洋。

石路行人真鬧熱，	 寶善街一夜到天亮。

唱樂書館古今唱，	 清風吹動百花香。

九月重陽菊花多，	 巡捕房造得能高大。
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出差巡捕真勿少，	 風雨落雪真是苦。

大自鳴鐘路天響，	 帶表行人對白相。

穿魚犯案拖進去，	 新衙門裏早發放。

十月芙蓉小陽春，	 大生旱煙也出名。

水煙要算一林豐，	 延林堂清膏亦有名。

眠雲閣裝潢正細巧，	 寬大氣蓋南誠信。

名人書畫正勿少，	 轎馬出入不留存。

十一月瑞花冷清清，	 蘇式飯店最公平。

公道讓還源源館，	 寧波酒館老益慶。

狀元館合爆魚面，	 德義樓上肉錕飩。

卦粉湯團桂香口，	 糕糰頂好北萬興。

十二月蠟梅雪花多，	 茶食細點王仁和。

萬隆醬油稱第一，	 緒興海味細南貨。

夷場日夜鬧音音，	 三雅園長將好戲行。

出出錦繡玲瓏巧，	 申報日日出新文。

閏月花開葉葉青，	 城隍廟造得勿離精。

花園景致能清雅，	 當中還有湖心亭。

茶館足有十多爿，	 喫局點心件件精。

上細書畫般般有，	 中秋賞月桂花廳。

點春園裏最細巧，	 名手妙畫筆法高。

玲瓏假山竟無數，	 擺設古玩無蓋遭。

每逢朔望內園開，	 亭閣裝潢正氣蓋。

蘭花會性多鬧熱，	 各處名花敘來排。

也有名園勝景好，	 黃泥牆出得水蜜桃。

各省各府人人曉，	 正真鮮甜美味高。

聚豐園也有外國菜，	 堂子爿爿有名標。

陸翔熊鞋子稱第一，	 鑲襪出在觀音橋。

朱家飯店最有名，	 草花浜上糟面筋。

閑來無事去散心，	 馬車行動快如雲。

東洋車來往也勿少，	 有錢得意如仙人。
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勸君須要謹慎好，	 夷場處處費金銀。

貴客買賣上洋地，	 切莫花街柳巷行。

有錢人人多奉承，	 無錢失腳步難行。

憑你諸公好認性，	 只怕一時上迷魂。

靜坐安樂閑無事，	 唱唱腹內散散心。
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西洋人は「京劇」を 
どのように観察したか

音楽文化学の視点からの考察（1）

仲　万美子

はじめに

清の時代が終焉を迎え、中華民国が近代世界にむけて扉を開

いたとき、北京や上海など都市部に行き交った、中国の芸能を

見つめる内・外の人々は一体、何を基準にその芸能の魅力を探

り出そうとしたのだろうか？そしてどのような手段をもって積

極的な文化理解を促進させたのだろうか。

中国の総合芸術を代表する「京劇」を事例にとって考えてみ

たい。「京劇」は、外向けの文化発信の足跡としては、1919年、

24年の日本公演、そして 1930年のアメリカ公演、1935年のロ

シアへの移動公演を行っている。そして、京劇役者の梅蘭芳

（MEI　Lanfang、1894-1961）らが異文化の人の視線を浴びた。

一方で、西洋や日本のパフォーマー達の中国への移動公演ある

いは日本や西洋の研究者や評論家達による出版物そして海外へ

留学した中国人研究者自身による研究成果を通して、中国の自

文化と異文化の文化接触の過程を観察することができる（仲　

1997）。

本研究では、このような文化接触の初期の過程で、「京劇」

について、訪中経験のある西洋人がどのような理解をしてい

たかについて、1920年代から 30年代にかけて刊行された雑誌、

新聞掲載記事（一部単行本を含む）を基に考察を行う。

＊ 本稿は、日本学術振興会科学

研究費・基盤研究Ｂ「近現

代華北地域における伝統芸

能文化の総合的研究」（2005

～ 2006 年度、課題番号：

17320059、研究代表者：氷上

正）による成果の一部である。
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一　総合芸術をめぐる 20 世紀初頭の西洋と東洋と

いう異文化関係

19世紀後半から 20世紀初頭にかけて、東アジア、とくに中

国や日本の伝統芸術は西洋文化と出会い、なんらかの刺戟をう

け、変貌を遂げたケースもある。近代化をたどる過程は政治的

背景もあり、それぞれの時期において双方に影響を受けながら

その進展を遂げてきた。一つの方向性としては、西洋の発展史

観にもとづいて東アジアの人々は「西洋」に憧れ、西洋近代文

化への盲目的な追従の時期が表出した点が挙げられる。

音楽について、日本では西洋のオペラと出会い、とりわけ総

合芸術である歌舞伎や能という伝統芸術をベースに、日本にオ

ペラという新しい芸術のジャンルを移植しようとする試みがお

こった。日本人スタッフによるオペラ上演の嚆矢とされるのが、

明治 36（1903）年に東京帝国大学、東京音楽学校（現、東京

芸術大学）の教官、学生によるグルックのオペラ《オルフォイ

ス》の公演である。その上演後、加速的に明治末から大正、昭

和初期にかけて、日本のテキストによるオペラ創作の模索、そ

して浅草オペラ、さらにラジオ放送開始にともなう放送歌劇

など、西洋との時間差を解消するための道程をたどった（仲

1997）。その間、日本の伝統芸術の歌舞伎のロシア公演（1927

年）がおこなわれ、また西洋演劇との出会いにより各種の新劇

の上演活動が活発に展開された（仲 2004）。

世界情勢から見るとこの時期は、日清戦争が終結し、日露、

第一次世界大戦から、日中戦争、さらに第二次世界大戦へと戦

争が断続的に勃発した時期にあたる。そして、中国側からみれ

ばこの時期は、日清戦争後、清朝が幕を下ろし、中華民国が成

立し、文化を取り巻く社会環境の大変革の時期にあった。この

清末民初の時期には中国から多くの留学生が、一足早く近代化

を進展させていた日本を訪れ、積極的に日本文化というフィ
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ルターを通して西洋芸術文化を吸収し、中国へ持ち帰り、直

接西洋へ留学した人々とともに西洋芸術文化の中国への移入に

つとめたのである。周知のことであるが、中国の「話劇」の旗

揚げ公演は日本で行なわれ、上海、北京へとその活動を展開し

た。オペラの概念も日本を経由して中国へ持ち込まれたのであ

る（仲 1997）。この時期の西洋文化の東方への流入の勢いは非

常に力あふれるものであった。

図１は、総合芸術「京劇」をめぐる 20世紀初頭の西洋と東

洋という異文化関係について表したものである。

勿論、両文化間の接触が一方からだけの文化移入でなかった

ことは今では明白なことである。ジャポニズム、シノニズムと

いう文化思潮に後押しされ、絵画や美術工芸の東洋の伝統技法

が、西洋の芸術家に好まれ、積極的にとりこまれたことはいう

までもない。例えば、中国の民謡《茉莉花》のメロディはイタ

リアの作曲家プッチーニによって歌劇《トゥーランドット》の

中に引用されたり、《マダムバタフライ》では登場人物に日本

の女性が取り上げられたり、日本の古謡などが引用されている。

しかし、各文化を区別することなく、それぞれに存在価値を持

たせる文化相対主義が登場していない当時においては、「東洋

文化の西への流れ」の勢いは、「西から東への流れ」に比べ小

さいものだったと見るべきであろう。そして各々が異文化へ導

入された際に、本来の文化圏における特質が一時的に希薄化さ

れたものとも考えられる。このような関係をイメージ化したも

のを、資料図１の西洋文化と東洋文化の色の濃淡で示してある。

さらに、東西という大きな文化の枠組みの中には、東アジア、

そして中国／日本という文化があり、また大まかに言って欧州

の文化があり、さらに精密な分析をすれば、ロシア文化、アメ

リカ文化も存在する。もちろん、アメリカ文化にはアフリカ系

の黒人文化やネイティブアメリカンの文化、ロシアにモスクワ

などの白系ロシア文化だけでなく、様々な民族文化が含まれて
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いるが、当時は詳細にわたって深い認識は相互になされていな

かったことを前提に、楕円形の囲みで図示化した。

このような異文化関係の位置づけの中で、「京劇」という中

国の伝統文化が、訪中した研究者や批評家にどのように認識、

理解されたかを具体的な事例を基に考えてみたい。

二　対象とする英文資料および著者の概要

本研究で対象とする英文による資料は、図表 1および 2に掲

載した、1920年代から 30年代にかけて刊行された雑誌、新聞

掲載記事である。（図表 1，2）

以下著者と刊行物について簡単に記しておく。

この時期、中国の総合芸術「京劇」について最も多く言

及したと見られる人物が二人いる。一人は、Eduard Adolf 

ZUCKERである。彼は、北京の Union Medical Collegeの英語

の助教授の経験もあり、1925年当時、Maryland Universityの比

較文化の教授であった。彼は、梅蘭芳だけでなく中国における

劇場にシェークスピア演劇と比較しながら論及している。例え

図１　20世紀初頭の総合芸術「京劇」を軸にした異文化との関係　（作成：仲万美子 2006）



	 西洋人は「京劇」をどのように観察したか（仲）	 �1

ば、1925年に The Chinese Theaterを刊行し、前後して Asiaなど

に同様の視点で寄稿している。

また、アメリカ育ちで 20歳のときに中国に渡り、浙江省

の杭州キリスト教大学に在職していた George Kin LEUNG

は 1920 年代後半から 1930 年代半ばにかけて　The China 

Journal、Pacific Affairs 、Asiaなどに 20篇の文章を寄稿してい

る。Frederic LIEBAERMAN 編集の中国音楽に関する文献書誌

一覧 Chinese music（1979）に取り上げられたほかの文献リスト

の中でも LEUNG の著述は個人の執筆量として群をぬいてお

り、1930年の梅蘭芳のアメリカ公演に前後して積極的に京劇

に関する論述を行った人物のうちで中心的な役割を果たしてい

たと考えられる。

さらに、1930 年の梅蘭芳のアメリカ公演に関して、

CHANG, P. C. によって編集された Mei Lan-fang in America 

reviews and criticisms（1935）にニューヨークなどの新聞や演劇

雑誌の論述より編集、再録された記事も 20世紀初頭の京劇に

ついて外国人がどのように理解したかを知る貴重な資料である。

本稿で、1920 年代前半に刊行された ZUCKER	の論述を、音

楽に重点をおいてその概要を紹介する。

三　ZUCKERの論述の概要

図表 1（兼参考文献表）にみられるように、彼は、3篇

の論述と 1冊の著述を執筆している。3編の論述、"China's 

'Leading lady' the youthful female Impersonator who is greatest of 

the "Brethren of the Pear-Orchard'"(1924)、"Peking Playhouses: 

in which the conservative taste of the capital sets a fashion for 

China"(1925)、"The changing theaters of Asia"(1926)は、いずれ

も Asiaに掲載されたものである。

"China's 'Leading lady' the youthful female Impersonator who is 

greatest of the "Brethren of the Pear-Orchard'"は、中国の秀でた
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旦角役者、いうまでもなく梅蘭

芳にスポットを当てた論述で

ある。この若き役者は、中国

の舞台のアイドルであり、中

国をおとずれる旅行者はすべ

て、彼の舞台を聴くとし、数

年前のアメリカのツアー客は、

「imponderable oriental asset」

である彼の 30分のステージに

4,000ドルを支払ったとも述べ

ている。外国人が、このような

彼の演技に対して高い評価を

行っている様子を冒頭に述べて

いるが、一方で、ZUCKERは、

音楽に対しては次のように述べ

図表 1　A.E.ZUCKER他の著述一覧 (仲万美子作成､ 兼参考文献表､ 網掛
けは未入手 )	
年数 著者 タイトル 掲載誌名

巻 ､号数
1919 WILLIAMS, 

Frank S.
"The Chinese theatre: a romantic 
institution fettering the past and 
present in China"

Asia
18(4):314-322

1922 CHU
Chiachien

The Chinese Theatre London:Bodley Head
36p.

1924 Z U C K E R 
Adolf Eduard

China ' s  'L eading  Lady '  the 
Youthful Female Impersonator 
Who Is Greatest of the "Brethren 
of the Pear-Orchard'"

Asia
24(8):600-604, 646-647

1925a Z U C K E R 
Adolf Eduard

The Chinese Theater Boston:Little,Brown & 
Co., xvi+234p.

1925b Z U C K E R 
Adolf Eduard

"Peking Playhouses: in Which the 
Conservative Taste of the Capital 
Sets a Fashion for China"

Asia
25(4):306-311, 335-357

1926 Z U C K E R 
Adolf Eduard

"�e changing theaters of Asia" Asia
26(3):202-209, 260-262

1930 C A R T E R , 
C.Edward 

"Mei Lan-fang in America" Pacific Affairs
3:827-833

1932 CHEN, Karl 
Chia

“New opera in China" China Reconstructs
266:661-663.

ている。

For five years I observed Mei Lan-fang's work, and I believe 

that he deserves all his fame.  I understand, however, how 

some who have heard him sing in his falsetto voice and 

have seen him act a “slow” play, or opera, If you will, in the 

conventionalized Chinese manner, to the accompaniment 

of a screeching violin and ear-splitting brass cymbals, many 

feel that they would have been willing to pay a good sum 

to be excused from the performance. Keenly as I myself am 

interested in the Chinese drama, especially when interpreted 

by Mei Lan-fang, I realize that it is not the finished product 

found in our theater. There are no great Chinese tragedies 

to place by the side of Shakespeare's ; no profound comedies 

such as Moliere's; no plays so closely knit as are our good 
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detective plays.  As for staging, the Chinese are centuries 

behind us there.（下線は筆者）（Zucker 1924:600）

上記の文章では、梅の活動を 5年にわたり観察し、その

演技の卓越した点には評価を与えているものの、「耳障りな

京胡（screeching violin）」や「耳をつんざくようなドラ（ear-

splitting brass cymbals）」といった表現にみられる様に西洋人

の身体にある音楽感覚では音楽的な面での理解を得られるに

は至っていないことがわかる。そして文章後半に示されてい

るように、シェークスピアの悲劇やモリエールの喜劇に相当

する洗練された作品はみられないとしている。

また、この論述では、ZUCKER自身が上海で撮影した時

装戯『一縷麻』の林紉芬の扮装した姿の写真や上述の英文を

要約した文章と梅と楽器演奏者、そして芝居小屋の中の観客

のHerb Rothによるイラストが掲載され、読者をひきつける

ものとなっている。

論述の末尾には、梅の人となりについても以下のように記

写真 1　ZUCKERが撮影した
梅蘭芳（出典：ZUCKER	

1924：601）

写真 2　梅と伴奏者のイラスト	
（出典：ZUCKER	1924：602）

している。

　　All in all, Mei seems more 

like a youthful scholar than an 

actor.  There is not the slightest 

touch of Bohemianism about him.  

His favorite avocations are music 

and drawing: opium-smoking and 

other fashionable dissipations do 

not appeal to him.  He has for a 

close f riend and daily companion 

a learned scholar, with whom he 

makes researches in ancient works 
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d e a l i n g  w i t h  t h e 

drama.  With great 

pride he showed me 

his extensive library, 

lingering long over a 

neatly written text of 

a play copied by his 

grandfather, who had 

been musician to the 

great actor Tan.  Like 

most other men who 写真 3　観客イラスト（出典：
ZUCKER	1924：603）

achieve distinction, he is in love with his work and devotes 

himself to it night and day（Zucker 1924:647）

梅が、俳優でありながらも、むしろ「学者」をも思わせると

ころがあり、音楽やデッサンの趣味をもつ人物であることが紹

介されている。学者との交流をはかり、彼の祖父が筆写した台

本のコレクションを見せてもらったことや、彼が自分の仕事を

愛し、日々没頭していると、賞賛している。

そして、梅が西洋音楽に関心のあること、また華人以外の聴

衆を意識した「伴奏音楽」への配慮をした点について、次のよ

うに述べている。

　　His greatness lies in the fact that he is able to introduce 

bold reforms into the theater without cutting himself off from 

tradition. His attitude toward music is a case in point.  The 

old Empress Dowager, showing her usual bad taste, had made 

fashionable in Peking a Mongolian style of music, intended 

for open-air theaters on the wind-swept plains and, in a roofed 

theater, absolutely ear-splitting.  Mei Lan-fang is returning to 
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traditional Chinese music, in which the soft notes of the flute 

prevail. When he plays in Japan or in the European theater in 

Peking, he removes the ill-clothed orchestra from the stage；

but he can not do this in the native theaters, where strong 

tradition insists that the “noise”(as the musicians were called 

in Shakespeare's day) must sit on the stage and destroy the 

illusion, for the foreigners at least.  He is very fond of western 

music and hopes ultimately to win over his audiences to an 

appreciation of the piano and the violin, which would enable 

him to enrich his musical repertoire（Zucker 1924:647）

上記の文面からは、野外で行われていた伴奏音楽を劇場内に

もちこむことで、少なくとも西洋人にとっては、耳障りな「雑

音」とも思える音楽であり、日本や北京の西洋スタイルの劇場

では排除したと述べている。ただし具体的には表現されていな

い。そして梅自身が西洋音楽も愛好していることにも触れてい

る。

華人にとっては不可欠な中国楽器の伴奏音楽も、当時まだ、

古典やロマン派音楽の耳に親しみを覚えている西洋人にとっ

ては、「noise」そのものとみなされていた。20世紀中期以降に 写真 4　北京の劇場（出典：
ZUCKER	1925 ｂ：311）

登場してくる現代音楽やあ

るいはジョン・ケージなど

の雑音をも含みこんだ音楽、

そして文化相対主義の流れ

にそってアジアの音楽もあ

るがままに理解／聴取する

には当然いたっておらず、

あくまでも、西洋の音感覚

をベースにした尺度での中

国音楽の理解がなされてい
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たことの一面が、この論述からもよみとれる。

 この ZUCKERの論述は 1924年に ASIAに掲載されたもの

で、彼自身が撮影した梅の写真（写真 1）が掲載されているこ

とや上記の文面からも、梅との直接の交流があったことが伺え

る。梨園の俳優でもあり、西洋の現代演劇にも音楽にも興味を

もっていた梅の姿が描かれており、このことが英文でつづられ

たことは、当時の西洋人に梅を浸透させていく上でもその手が

かりとなる論述といえるであろう。　

そして、これに引き続き、ZUCKERは同じく ASIAに、

"Peking Playhouses: in which the conservative taste of the capital sets 

a fashion for China"(1925)、"The changing theaters of Asia"(1926)

を寄稿している。前者では、写真 4にみられるように、当時の

北京の舞台の説明も詳しく記されている。そして、冒頭では

「Is this the Theater?」というフレーズで書き始めている。これ

は彼が初めて中国の「芝居小屋」へ友人に連れられていったと

き、中国の芝居小屋で看取したものが、西洋の劇場やそこで奏

でられる音楽、観劇スタイルとの大きな違いに、ことごとく驚

きをかくせなったことをリアルに描きだしている。まさに異文

化と接触したときのその瞬間の実感を見事に描きとったものと

なっている。

また、"The changing theaters of Asia"(1926)　では、中国だけ

でなく、日本の古典劇そして現代演劇などの写真も掲載された

もので、比較文化研究者として、アジアの当時の演劇界の変化

の様子を描いている。

そしてこの３編の雑誌寄稿論文が刊行されるなか、1925年

に、Chinese Theaterをボストンで出版している。

この単行本は 9章からなっており、1) Early History, 2)	Formal 

Development ― Yuan Dynasty,1206-1364A.D., 3)	The Ming 

Dynasty,1368-1644A.D.  The Pi-Pa-Chi, 4)	The Drama under the 
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Manchus and the Republic—1644 to the Present Day, 5)	Modern 

Tendencies, 6)	External Aspects of the Chinese Theater, 7)	The 

Conventions, 8)	Mei Lan-fang –China's Greatest Actor, 9)	Analogies 

Between East and West　の章立てである。

前半は、中国演劇の中華民国期までの流れが記されている。

そして、後半では、彼自身が中国滞在中に観劇した劇場や上演、

そして梅の演技やシェークスピアと比較した論述がされている。

6）External Aspects of the Chinese Theater　では、北京での観

劇の様子を次のように述べている。

One evening I was the guest of Mr.Chang Ziang-ling, 

the present Chinese Consul-General in New York, at a 
写真 5　伴奏楽器 1（出典：
ZUCKER	1925a：146）

performance by Mei Lan-fang in the so-

called First Theater, a large playhouse built 

in European Style. The usher took us two 

good seats near the stage occupied by two 

ragamuffins, and asked the latter to give up 

their seats to us.  Mr. Chang then paid him 

two dollars for two seventy-cent seats and 

explained that it is a little graft on the part of 

the ushers to place vagabonds in good seats 

until people who they know will tip them come 

to the theater. （Zucker 1925a:142）

劇場でよい席へ案内してもらった様子と案内役

へのチップについて触れている。

また、京劇の音楽スタイルについて述べたあと、

イラストを交えて（写真 5、6）、以下に引用して

いるように伴奏楽器についても詳しく紹介されて

いる。
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On the whole the instruments are practically 

the same for all kinds of music. They are 

shown in the accompanying illustrations drawn 

for me by Chinese artist.  The hsien-tzu is a 

sort of three-stringed banjo, the sounding box, 

of which is covered with a snake skin.  The 

yüeh–chi'in (moon guitar) has four strings 

and a wooden sounding-box. Other wind 

instruments in addition to the ti-tzu (flute) are 

the shou, resembling somewhat a bagpipe, and 

the la-pa, a brass horn used to announce the 

entry of great military personages.  Instruments 

of percussion outnumber those of the other 

varieties.  The Ch'iao-pan are two flat boards 

tied together with string, used by the leader of 

the orchestra to indicate the time.  The t'ang-

ku is a brass plate beaten furiously in battle 写真 6　伴奏楽器 2（出典：
ZUCKER	1925a：148）

scenes, as are also the lo and the ch'a (cymbals). The peng-ku 

is a drum made of a solid block of wood which gives piercing, 

high notes when beaten in a whirlwind tattoo by means of 

two thin sticks.  The ku has a leather drumhead and resembles 

somewhat our kettledrum.  It should be noted that the size 

of the orchestra and the kind of instruments employed 

vary a great deal.  However, the above may serve to give an 

approximate conception of the Chinese theater music.  Just 

as in much of our own earlier drama, emotional or poetic 

passages are sung by the actors on the Peking stage. （Zucker 

1925a:148-149）
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西洋人にとって「耳ざわりな音

楽」ではあるが、奏でる楽器につい

てコンパクトに説明されており、イ

ラストをつけていることで、まだ楽

器に関する英文の資料の少なかった

当時の読者には役立つ記述であろう。

これに続いて役柄についても述べ

られている。また、『順天時報』紙

上での役者の人気投票などにも言及

している。

また、  8）Mei Lan-fang – China's 

Greatest Actorでは、名優梅蘭芳に

ついて詳述している。この項目の

ベースは、前述の ASIAに掲載され

た論述である。新たに、梅の背広姿

および舞台写真 3点が付加されてい

る（写真 7）。

そして 9）Analogies Between East 

and West　 で は、｢I have often met 

with people who ask: "do the Chinese 
写真 7　梅蘭芳（出典：
ZUCKER	1925a：177）have the division of plays into tragedies and comedies?" and when 

they learn that there is no such division they feel this to be a great 

defect in the Chinese theater｣ という書き出しで、比較文化研究

者の視点で、ギリシャ悲劇、そしてシェークスピアらを事例に、

また、劇場の装置などについて、比較論を展開している。

音楽の方面では、演奏スタイルについて次のように述べてい

る。

The stage direction "alarums" for the entry of a king or other 

important personage, which may never have bee associated by 
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the reader with anything definite at all, will be full of meaning 

to any Westerner who has heard the Chinese orchestra sound 

the Leitmotiv for the entry of a famous general. The Chinese 

orchestra sits on the stage in full view of the audiences, while 

in Shakespeare's day the upper stage was the normal place 

for the "noise". The use in the Elizabethan days of the word 

“noise” for both music and orchestra establishes another great 

similarity between the two theaters.  In Shakespeare's day the 

music seems to have been confined chiefly to the intermissions 

between the acts and to occasional songs, while in the Chinese 

drama almost every emotional part is punctuated by song. 

It approaches close to opera in many cases in the number 

of lines sung by the actors.  One division of Chinese plays 

is that into civil and military, and in the latter the fighting 

is always accompanied by a terrible din of brass, drum and 

string music.  This frantic noise stimulates in the audience the 

excitement which the desperate contest in arms is supposed 

to arouse.  As a fact, these military plays are very popular with 

the masses, and they take up fully half the program. （Zucker 

1925a:203-204）

以上、ZUCKER の単行本の著述から、音楽に関連する部分

を中心に概要をまとめてみたが、

Asiaで紹介していた論調と同じ

く、演劇研究者でありながらも、

京劇の上演空間で実際に鳴り響

く音を聞いた実体験をしている

がゆえに、丁寧に音楽に関する

事項が描写されている。

音楽の形式、様式、そしてそ

年数 著者 タイトル 掲載誌名
巻、号数

1926a L E U N G , 
George Kin

"The dramatic role of Kuan Kung 
as portrayed by Mr. Lin Shu-shen 
of the Kung wutai"

The China Journal of 
Science & Arts
5(1):4-8

1926b L E U N G , 
George Kin

"The female impersonator of the 
Chinese stage"

The China Journal
5(4):164-174

1927a L E U N G , 
George Kin

"The en joyment  o f  Chinese 
drama",

The China Journal
6(1):7-12l

1927b L E U N G , 
George Kin

"Dramas of the Three Kingdoms 
Period"

The China Journal
6(6):281-293

図表 2　LEUNG,	George	Kin の著述一覧（仲万美子作成、兼参考文献表、
網掛けは未入手）　
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のサウンドの違いは、当時の人に

とってはカルチャーショックを起

こすものであろうし、その表現は

率直なものとなっている。

むすびにかえて

本稿では、中国に 5年間滞在経

験のある ZUCKER の論述につい

て、音楽に関する記述を中心にそ

の概要を整理した。

彼の Chinese Theaterでは、末尾

に、BIBLIOGRAPHY が付され

ている。そこには、19世紀に刊

行されたフランス語、英語の文

献 9件、そして 20世紀に刊行さ

れたドイツ語によるものも含め

て 13件の文献について、解題を

併記したものとなっている。当時

の研究者にとっても、また現代の

我々にとっても有効なものと思わ

れるので、収集と考察が必要と考

えられる。その文献表の末尾に

記載されている Journal of the North 

Branch of the Royal Asiatic Society に

は、次稿で言及する LEUNGも

1927c L E U N G , 
George Kin

"�e Chinese actress : the woman 
who rivals on the stage the 'tan', or 
female impersonator"

Asia
27(12):1028-1034, 
1040, 1042

1927d L E U N G , 
George Kin

Mei Lan-fang (the man and his 
art)

Journal of the North 
China Branch of the 
Royal Asiatic Society
58 : 57-69

1928a L E U N G , 
George Kin

"�e five incomparables of Peking" The China Journal
9(3):111-116

1928b L E U N G , 
George Kin

"�e historical drama, “Wen Chi's 
return to Han”

The China Journal 
9(6):270-275

1929a L E U N G , 
George Kin

"Hsin ch'iao (the new tide): new 
trends in the traditional Chinese 
drama"

Pacific Affairs
4(4):175-183

1929b L E U N G , 
George Kin

Spec ia l  p lays  and s c ene s  to  be 
presented by Mei Lan-fang on his 
American Tour

Peking

1929c L E U N G , 
George Kin

Mei Lan-fang: foremost actor of 
China, 

S h a n g h a i : 
Commercial Press

1930a L E U N G , 
George Kin

"Mei Lan-fang" The China Journal
12(1):5-9

1930b L E U N G , 
George Kin

"Comedians of the Chinese stage" Pacific Affairs
3(5):437-447

1930c L E U N G , 
George Kin

"The sheng or male characters of 
the Chinese Stage"

The China Journal
12(6):319-325

1931a L E U N G , 
George Kin

"The Ching or  pa inted face 
characters of the Chinese stage"

The China Journal
13(1):55-61

1931b L E U N G , 
George Kin

"The Chinese actress: social and 
dramatic factors in her slow rise to 
fame"

Pacific Affairs
4(5):394-407

1932 L E U N G , 
George Kin

"Mei Lan-fang in one of his plays. 
Charming Hsi-Jen"

C h i n a  A r t s  a n d 
Handicrafts
1(4):14

1934 L E U N G , 
George Kin

"Melon-seed yang", Asia
3 4 ( 1 2 ) : 7 6 0 - 7 6 2 , 
764-767

1935 L E U N G , 
George Kin

"Cross-currents in the Chinese 
theater"

Pacific Affairs
8(4):433-438.

1936 L E U N G , 
George Kin

"�e modern Chinese theater" Asia
36(2):103-106

1938 L E U N G , 
George Kin

"�e Chinese theatre" Chinese Mercure
1:26-27.

1939 L E U N G , 
George Kin

"Personalities in the news ; Dr. 
Mei Lan-fang"

The China Journal
31(6):303

寄稿している。

次稿では、本稿 2で触れた LEUNG の論述について、彼が

梅の最大のブレインである斉如山との共同作業を行ったもの、

そしてアメリカ公演において果たした役割についても、整理、

考察を行う予定である。
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（英文資料以外の参考文献）

仲万美子

1995　「1930年代初頭の文化触変期における中国劇学の諸相を雑誌類から

探る試み―『劇学月刊』と王泊生中心に」『表演』3：24-44．

1997　「日本･中国・西洋音楽文化の重層的対話」（博士（文学）学位取得

論文、大阪大学）。

2001　「京劇への異文化からの視線とその意義」『民族藝術』17:132-137．

2004　「東アジアの総合芸術に対する異文化理解の意味― 20世紀初頭

の京劇、歌舞伎の海外公演を事例として」日本音楽学会創立 50周年

記念国際大会プロシーディングス『音楽学とグローバリゼーション』

110-113
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湖南影戯研究の現状と課題

千田　大介

はじめに

湖南は、長江以南でもっとも影戯が盛んな地域の一つである

とされる。また、湖南省木偶皮影芸術劇院も名を知られており、

現代皮影戯の名作として知られ、唐山など各地の皮影劇団が上

演する「鶴与亀」は同劇院がオリジナルであるなど、全国的な

影響力も持っている。それとは裏腹に、湖南影戯注 1に関する

研究は、冀東・陝西・四川などの皮影戯に比べて充分とは言い

難く、ましてその地域文化的な意義や中国影戯全体における位

置付けは必ずしも明らかになっていない。

湖南は清代後期、「湖広、四川を填たす」と言われ、四川や

陝西に移民を供給したことが知られている。人口の移動は文化

の移動をも伴うのが常であり、また四川・陝西で皮影戯が盛ん

に行われていることを考えれば、湖南影戯の詳細を解明するこ

とは、湖南の地域文化にとどまらず、清代後期にそれらの地域

で影戯が隆盛した歴史的・社会的背景を考察する上でも大きな

意味を持つものと思われる。

かかる問題意識から、本稿では、湖南影戯に関する先行研

究・文献を調査し、2004年 12月に筆者が湖南省木偶皮影芸術

劇院を訪問・聞き取り調査した内容と併せて整理する。この作

業を通じて湖南影戯研究の現状と課題とを明らかにしたい。

なお、本稿では湖南の伝統影戯を主たる考察の対象とし、解

放後の湖南省木偶皮影芸術劇院の成立と同劇院による影戯改革

については、必要に応じて一部言及するのみにとどめた。

＊ 本稿は、日本学術振興会科学

研究費・基盤研究Ｂ「近現

代華北地域における伝統芸

能文化の総合的研究」（2005

～ 2006 年度、課題番号：

17320059、研究代表者：氷上

正）による成果の一部である。

注 1 湖南では後述のように紙製の

影人が使われているため、以

下、皮影戯ではなく影戯と呼

ぶ。
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1. 湖南影戯の資料

1-1. 先行研究

◦〈湖南戲劇概況〉（卓之，《劇學月刊》3卷 7期，1934）

題名通り、湖南省の伝統演劇の情況を概説したもので、影

戯・木偶戯などの人形劇についても記載がある。湖南影戯が祭

祀儀礼の文脈で多く上演されることを指摘し、劇団の構成・音

楽・上演コストなどにも言及する。一頁ほどの概説ではあるが、

民国時期の湖南影戯に関する同時代的記録はこれがほとんど唯

一であり、資料的価値は高い。

◦《中國影戲與民俗》（江玉祥，淑馨出版社，1999）

《中国影戏》（四川人民出版社，1992）の改訂版にあたる同

書は、全国の皮影戯について網羅的にまとめたほとんど唯一の

研究書であり、当然のことながら湖南影戯にも言及する。

まず、「第四章　清代影戲鳥瞰・二、清代影戲的特徴・(2) 悅

動聽的影戲唱腔」（pp.116）で、湖南影戯の音楽について言及

し、「第五章　民國年間的皮影戲・二、迷惘的鄉村燈影戲・(1)

農村影戲班的起伏・7. 湖北湖南」（pp.140）では、解放前の湖

南影戯の劇団・芸人の数を挙げるが、いずれも数行だけの簡略

な記述である。

「第七章　中國影戲的流派及其分布地域・三、中國影戲的類

型、特徴及其分布地域・( 六 ) 湘贛影系」（pp.205）では、湖南

影戯の分布地域・影人の造形・舞台・劇団組織・音楽などにつ

いて、やや詳細に述べる。「第八章　中國的紙影戲・二、近代

紙影戲的分布及其現狀・2. 湖南的紙影戲」（pp.213）でも一項

を割いて、影人の材質の変化とその原因のほか、献神戯・還願

戯などの上演文脈や劇団の構成といった上演形態にも言及する。

記述が複数箇所に分かれており、しかも相互に関連していない

のは、少々わかりにくい。

このほか、「第六章　新中國的影戲」にも、解放後の影戯改
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革に関連して、影戯匯演などに湖南省木偶皮影芸術劇院皮影劇

団（以下、省皮影劇団）が参加した記録が数カ所に見えるが、

いずれも上演の詳細には踏み込んでいない。

同書の湖南影戯に関する記述は、四川・冀東などの部分に比

していかにも簡略であり、また情報のソースが、独自の調査の

結果であるのか文献資料によるのかが明記されないという問題

もあるものの、湖南影戯研究の出発点として必読の書籍である

と言えよう。

◦《中国曲艺志》湖南卷（新华出版社，1992）

《中国戏曲志》と《中国曲艺志》とは、現代中国における伝

統演劇・芸能を省市区ごとにまとめた網羅的な百科全書であり、

研究の基礎となるものである。しかし、影戯・木偶戯は、一種、

演劇と説唱芸能の中間的形態であったことが災いしたものか、

《中国戏曲志》でも《中国曲艺志》でも扱われていない。

湖南影戯に関しても、《中国戏曲志》には関連項目は立てら

れていない。しかし、《中国曲艺志》では〈漁鼓〉の項に影戯

への言及が見られる。湖南では漁鼓芸人が清末民初に影戯の演

じ方を学び、影戯と漁鼓を兼ねて上演するようになったから

である。漁鼓は道情に起源する説唱芸能で、湖南全域で行

われる。特に湘南地域（衡陽以南）では、漁鼓芸人の 90%

以上が、影戯芸人を兼ねるという。

このため、同書には影戯が漁鼓に及ぼした影響について

の言及が見られるし、また道情の音楽やレパートリーなど

に関する解説は、そのまま影戯にも当てはめて考えること

ができる。

◦《皮影生涯三十年》（李军，1999.10）

出版社・ISBNが明記されない内部出版物である。李軍

氏は、元湖南省木偶皮影芸術劇院編劇（後で詳述）。同書

は氏の論文・台本・エッセイなどを集めたもので、特に解

放後の湖南省皮影劇団の人形・台本などの改革について詳

図 1　《皮影生涯三十年》
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細な記述が見られる。また、氏が創作した児童劇台本《采蘑

菇》・《聪明的伊敏》・《火焰山》・《永路和小叫驴》を収録する。

伝統皮影戯に関する記述は少ないものの、中華人民共和国成立

後における湖南影戯改革の具体的証言として重要である。

◦《影戲說》（劉季霖，好文出版，2004.3）

劉季霖氏は北京皮影戯の芸人であるが、文革前の時期に指導

のために湖南省木偶皮影芸術劇院に出向した経験を持つ。「第

七章：皮影人的幾種不同的風格」の中で、湖南における影戯の

分布・影人の制作方法・音楽および解放後の改革などについて

概説する。湖南では影人を“紙菩薩”と呼ぶとの指摘が見える。

◦《皮影之旅》（魏力群，中国旅游出版社，2005.1）

魏力群氏は、河北師範大学芸術設計学院教授で、主に工芸美

術の方面から皮影戯に関する資料の収集・研究を行っている。

同書は氏の現地調査経験を軸に、各地の皮影戯について豊富な

図版と共に紹介したものであり、湖南影戯についても、〈湖南

皮影风采依旧〉の一項を立てている。

魏氏は、湖南影戯が明万暦年間から光緒二十二（1896）年に

かけて非常に盛んに行われていたとし、その流行地域や劇団構

成・レパートリー・影人の材質・解放後の活動、さらに台本の

種類などについて、望城・衡陽の芸人を訪問した経験に基づい

て概説する。

一般向けの書籍であり、また魏氏の専門が工芸美術であるこ

ともあって、同書の記述は文献資料や先行研究への言及が少な

く厳密性に欠けるものの、湖南影戯の現状を具体的に知ること

ができる貴重な記録である。

◦〈湖南影戏形成时间考略〉（李躍忠，《衡阳师范学院学

报》第 26卷第 1期，2005.2）

解放後の湖南影戯に関する単独論文は非常に少なく、管見の

限りではこの論文しかない。李躍忠氏は、湖南科技大学人文学

院講師で、伝統演劇民俗を専攻するという。
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同論文は、湖南皮影戯の形成時期に関する先行諸説をまとめ、

それが 1855年以前であった可能性を指摘するものである。し

かしながらその行論は、民国時期の地方志に祭祀儀礼における

木偶上演への言及があり、木偶と影戯が近縁の芸能であるこ

とをまず傍証として掲げ、更に 1955年に北京で開催された木

偶・皮影匯演の際の常任侠の、展示された山西孝義・湖南紙

影などの影人は百年以上前のものである、との発言から、1955

から 100を減じて 1855という年代を導き出したものであり、

説得力に欠ける。なお、同様の言及は、江玉祥《中國影戲與民

俗》（pp.214）にも見える。

◦「中国影戯調査報告」（稲葉明子，早稲田大学演劇

博物館『演劇研究センター紀要Ⅰ早稲田大学 21世紀

COEプログラム〈演劇の総合的研究と演劇学の確立〉』，

2003.3）

「湘贛影系」以下に衡陽・衡山・澧県の影戯劇団を訪問した

記録が見え、影戯とその上演について概述する。しかし、事前

の資料調査が行われた形跡もなければ、インフォーマントの氏

名・経歴すらも明記されないなど聞き取り調査方法にも多くの

欠陥があり、学術調査報告の体をなしていない。

1-2. 文史資料

筆者が探し得た湖南影戯関連文史資料は、以下の三編のみで

ある。冀東・陝西などの地域に比べて極めて少ない。

◦〈翟翊与木偶皮影艺术〉（何德润，《长沙文史资料》第 8

辑，1989.6）

翟翊は安徽涇県の人。長沙で育ち、上海美術専門学校に進む。

解放後、1951年に湖南軍区文工団に配属され、「鶴与亀」など

の舞台美術を担当し、後に省皮影劇団の中核として活躍した。

◦〈长沙皮影戏的起源及其发展〉（张文祥，《长沙市西区文

史资料》第 7辑）

清末民初以来の長沙影戯の歴史・上演について述べる。解放
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前の劇団や芸人・レパートリー・上演情況などについて具体的

に記述し、また抗日戦争期から解放後の省皮影劇団の成立に至

る過程について詳述する。

◦〈话说望城皮影戏〉（木火，《望城文史》第六辑，

1990.12）

望城は、長沙市の北西 40kmほどのところにある。長沙では、

“河西班子、瀏陽鞭子”と呼ばれ、河西、すなわち望城の影戯

はよく知られていたという。解放前の同地の影戯の特徴、およ

び邢氏班子の歴代の芸人について紹介し、また、開放後、省皮

影劇団に参加した夏少春・何徳潤らの略歴を紹介する。

1-3. 新編地方志

1980年代以降に陸続と刊行された新編地方志では、大半が

文化・民俗などの章を設けて、伝統芸能について言及している。

その記述は時にステレオタイプであり、また厳密性に欠けるな

どの欠点を有するものの、ある地域にいかなる伝統芸能が存在

するのかといった概略を知るためには有用である。

湖南の新編地方志で影戯について言及するものは、筆者が早

稲田大学中央図書館の蔵書を調査した限りでは、以下の通りで

あった。湖南省北部から順に並べてある。

岳陽市 《临湘市志》（湖南出版社，1996.5）

《汨罗市志》（方志出版社，1995.11）

《平江县志》（国防大学出版社，1994.7）

常徳市 《澧县志》（社会科学文献出版社，1993.8）

益陽市 《益阳县志》（湖南人民出版社，1995.5）

《益阳地区志》（新华出版社，1997.1）

《桃江县志》（中国社会出版社，1993.5）

長沙市 《长沙县志》（三联书店，1996.10）

《望城县志》（三联书店，1995.7）

湘潭市 《湘潭县志》（湖南出版社，1995.12）

《韶山志》（中国大百科全书出版社，1993.7）

《湘乡县志》（湖南出版社，1993.12）
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娄底市 《娄底市志》（中国社会出版社，1997.7）

《涟源市志》（湖南人民出版社，1998.7）

珠洲市 《珠洲县志》（湖南出版社，1995.8）

《醴陵市志》（湖南出版社，1995.2）

《攸县志》（中国文史出版社，1990.5）

衡陽市 《衡阳市郊区志》（湖南出版社，1997.1）

《南岳区志》（岳麓书社，2000.9）

《衡阳县志》（黄山书社，1994.12）

《衡南县志》（中国社会出版社，1992.12）

《耒阳市志》（中国社会出版社，1993.2）

永州市 《祁阳县志》（社会科学文献出版社，1993.9）

郴州市 《永兴县志》（中国城市出版社，1994.6）

《资兴市志》（湖南人民出版社，1999.7）

大半が影戯の存在に言及するだけで、上演や劇団等の詳細を

記述するものは一部に限られる。

1-4. 映像資料

◦《小儿皮影剧选萃》（湖南金蜂音像出版社，ISRC 

CN-F08-99-0021-0/V.J8）

VCD。湖南省木偶皮影芸術劇院による皮影戯〈采蘑菇〉・

〈没有牙齿的老虎〉・〈聪明的阿凡提〉・〈小猫咪咪做好事〉・〈皮

得与狼〉・〈鹤与龟〉を収録する。題名通り、いずれも子供向け

の演目である。残念なことに、録音・録画情況が劣悪である。

2. 湖南影戯の概要

2-1. 湖南省木偶皮影芸術劇院と李軍氏

筆者は、2004年 12月 20日に湖南省木偶皮影芸術劇院

を訪問した。同劇院は長沙市内韶山北路の東塘立体交差北

に位置する。訪問時には事務棟が建て替え工事中で、事務

所は韶山北路の反対側の古びた雑居ビルに入居していた。

筆者が訪問したとき、皮影劇団は香港の小学校訪問公演

中で、あいにく不在であった。同劇団では香港の小学校と

図 2　《小儿皮影剧选萃》
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契約し、毎年、文化教育などの目的で皮影戯の上演と影人

の製作・操作実習に訪問しているとのことである。このた

め、皮影戯の上演を見ることはできなかったが、練習所で

は同劇院木偶劇団の内部匯報演出が行われており、見学す

ることができた。

木偶劇団の上演は総合バラエティー形式で、劇団員によ

るコント・立ち回り・歌謡曲・詩の朗読・若手女子メン

バーによるダンスなどが盛り込まれており、木偶戯は童話

劇と伝統的な杖頭木偶の上演がそれぞれ一作ずつ演じられ

たに過ぎない。地方における伝統劇団の機能およびニーズ

を如実にあらわした内容であると言えよう。

木偶劇団の上演を見学した後、元同劇院編劇である李軍

氏に、湖南影戯の概況についてインタビューすることができた。

李軍氏は、当時 75歳、湖南省邵陽の出身である。氏の《皮影

生涯三十年》によれば、国共内戦期に解放軍に参加、解放後は

小中学校の教師を務めていたが、後に新聞のレイアウトデザイ

ン、映画関係の仕事などを経て、1962年に湖南省木偶皮影芸

術劇院の配属となり舞台美術を担当、主に影人や背景の美術設

計・台本創作などにあたった。現在は同劇院を定年退職してい

る。

以下、李軍氏へのインタビューに基づき、それに前掲各資料

に記載される情報を合わせて対照・検討することで、湖南影戯

の概要をまとめる。

2-2. 湖南影戯の現状

李軍氏によれば、省皮影劇団は湖南の伝統的な影戯を基本的

に継承していない。解放後に成立した同劇団では、観摩大会や

地域を越えた劇団の交流を通じて各地の皮影戯の長所を吸収し、

独自の皮影戯スタイルを確立したのだという。《皮影生涯三十

年》や〈翟翊与木偶皮影艺术〉などに、解放後の同劇団が新時

代にふさわしい国際的レベルの新たな芸術を目指した情況が記

図 3	 李軍氏
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されている。伝統保護

の観点からすれば残念

なことではあるが、時

代の制約としか言いよ

うがない。

一方、農村には現在

でも数百の劇団が存在

し、伝統的スタイルで

の上演を続けていると

いう。湖南省は、湘

北（常徳・岳陽）・湘

東（長沙・株洲・湘

潭）・湘南（衡陽・郴

州・永州）・湘西（湘

西土家族苗族自治州・

懐化・張家界）に分け

られるが、影戯の流行

地域は、湘北・湘南・

湘東に限られる。すな

わち、土家族などの少

数民族が居住する地域である湘西では影戯は行われていないと

いう。

先に掲げた、影戯に関する記載が見える新編地方志や文史資

料の分布は図 4の通りであり、確かに湘西が空白となっている。

これらの分布地域は、長江・洞庭湖・湘江等の水系に沿ってお

り、旧時、水運路線に沿って影戯が広がったことが推測される。

湖南影戯の形成については、李軍氏からは特に話はなかった。

《中國影戲與民俗》では、

湖南の皮影芸人の伝説によれば、長沙皮影は清の光緒二

▲

▲
▲

▲

▲
▲▲

▲
▲ ▲

▲ ▲ ▲

▲

▲
▲

▲▲

▲

▲▲▲

▲
▲

▲
▲

図 4	 影戯の記載のある新編地方
志・文史資料の分布

▲
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十二（1896）年に始まる。注 2

とし、〈湖南影戏形成时间考略〉もこの説を踏襲するが、これ

はあくまでも長沙影戯に限った言い伝えであり、湖南影戯の成

立時期と必ずしも一致するとは限らない。事実、新編地方志に

は、より早い時期に影戯が伝播したとする記述が見られる。

清の同治二（1863）年、湖北天門県の皮影戯芸人・魯光

雄が、水害のために家族を引きつれて岳陽市熊市草鞋嶺

に非難してきて、現地で農業を営む臨湘白羊田南冲村の

民・易在官の父親と懇意になり、住み着いた。これより

易在官は魯光雄に随って皮影戯の演じ方を学んだ。八月

の収穫後、易父子は原籍の地に戻り、皮影戯が臨湘に伝

わった……。注 3（《临湘市志》）

清の同治年間初めに、長沙・寧郷から伝わった。注 4

（《汨罗市志》）

清の咸豊年間、中路鋪・花石・株洲の三ヶ所にそれぞれ

一つずつ皮影戯の劇団があらわれた……。注 5（《湘潭县

志》）

《汨罗市志》・《湘潭县志》によれば光緒年間より前には湘

東に影戯が存在していたことになる。また、《临湘市志》の記

述は具体性があり、災害にともなう移民が芸能伝播の一つのパ

ターンであることを考えると、ありそうな話である。

湖南、とりわけ湘東地方は、明末の客家流民の反乱・李自成

の乱、そして清朝による南明政権征討・三藩の乱など、たび重

なる戦乱とそれに伴う虐殺などを経て、四川・陝西などと同

様に人口が著しく減少している。特に農村の荒廃が甚だしく、

注 2 據湖南皮影藝人傳說，長沙

皮影戲始於清光緒二十二年

（1896）。（pp.214）

注 3	 清同治二年（1863），湖北天

门县皮影戏艺人鲁光雄，因水

灾带着全家逃难到岳阳熊市草

鞋岭，与在当地种田的临湘白

羊田南冲村民易在官的父亲结

识后就住下来了。从此，易在

官就随鲁光雄学演皮影戏，到

八月秋收后，易家父子回原籍，

皮影戏便传入临湘……。

注 4	 清同治初年由长沙、宁乡传入。

注 5	 清咸丰年间，中路铺、花石、

株洲三地各出现一副皮影戏担

子……。
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村々から人影が消え失せ、地主は都市に居住して不在地主化し

たという。人口が回復するのは三藩の乱が平定され社会が安定

した康煕年間中期以降であり、江西・広東・福建などから大量

の移民が小作農として流入したことによる注 6。このような歴

史的経緯を考えると、影戯のような主に農村で行われる民間芸

能が明代以前から脈々と受け継がれてきたとは考えにくく、湖

南影戯の起源がそう古くないことは確かであろう。

湖南への影戯の伝播ルートは、江西影戯が湖南から伝播し

たものであるといい注 7、また湘西では影戯が行われないから、

長江水系経由の北ルート、広東から北漸する南ルートのいずれ

かということになるが、清代における影戯の流行地域、あるい

は湖南で清末に漢劇（現在の湘劇の乱弾）が流行していること

などを考えれば、北ルートであった蓋然性が高い。

今後、清代後期における湖広地域の災害・移民の状況を子細

に調査することで、あるいは情報ソースが明らかでない新編地

方志の記述の信憑性を確認し、湖南への影戯伝播時期を解明す

る端緒が得られるかもしれない。

2-3. 影人

湖南各地で用いられる影人は、基本的に同種のものである。

影人は紙で制作する。身子は紙を何層にも貼り合わせた厚紙を

二枚重ねて輪郭を切り抜き、間に着色した薄紙を挟む、いわゆ

る“夾紙”の技法によって制作される。この製法には、輪郭が

スクリーンの向こうからもはっきり見えるという長所がある。

《中國影戲與民俗》は、湖南影戯芸人の伝説として、長沙で

光緒二十二（1896）年に影戯が始まった当初は、牛皮を切り抜

いて影人を作っており、模様は粗く着色しなかったが、光緒三

十一（1905）年に陳敏欽という芸人が紙影に改めたものである

という。ここでいう牛皮は、湖南で一般的な水牛の皮のことを

指す。江玉祥氏および劉季霖氏は、水牛皮は牛皮に比べて厚く、

色も濃く、弾力に欠けるため、影人の材料には適さないことを

注 6	《中国移民史・第六卷》〈第七

章	东南棚民与客家 : 湘东、浙

江和皖南〉（曹树基、福建人

民出版社、1997）参照。

注 7 劉季霖氏による。
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指摘している。

湖南影戯の影人は大きさが一尺余り、頭が“七・八分

臉”で、顔が斜め前を向き両目が描かれる点に特色がある。

他地域では、冀東・東北皮影戯の浄や丑の一部に七分臉が

用いられるくらいで、人の顔を真横から見た“五分臉”が

一般的である。また頭は、顔や目・眉の輪郭だけを残して

切り抜いた“空臉”ではなく、紙を顔の形に切って目鼻を

描く“実臉”である。《中國影戲與民俗》によれば、民国

初年に芸人が湖南影戯を改善していく過程で編み出された

製法であり、1930年代以降、頭にはセルロイドが用いら

れるようになった。《平江县志》は 1973年より厚手のセロ

ハンが導入されたとする。他地域では、唐山市皮影劇団で

図 6	 長沙影戯影人	
（《皮影之旅》より引用）

図 5	 湖南省木偶皮影芸術劇院パ
ンフレット

も現在、セルロイドの頭を一部の影人で用いている。

李軍氏によると、湖南木偶皮影芸術劇院では紙影の粗雑な風

格を嫌い、各地の皮影戯の長所を寄せ集めて新たな影人スタイ

ルを編み出し、素材も水牛皮に改めたという。図 5は同劇院の

パンフレットであるが、ここで使われている影人は五分臉であ

り、デザインには陝西皮影戯の影響が鮮明にあらわれている。

なお、《皮影生涯三十年》には、陝西調査旅行を通じて現地の

皮影戯を学習した経緯が記されている。また、このような経緯

から、紙影の保存については全く考慮されなかった。

もっともこれは省皮影劇団の話であり、農村では現在でも紙

影が使われているという。このことは《皮影之旅》等によって

確認できる。

なお、湖南紙影影人の画像資料を収めた図版は、管見の限り

では見あたらない。《皮影之旅》は紙影の写真を載せるが、小

さくて印刷もさほど鮮明ではない。また、筆者は長沙随一の骨

董街・清水塘路を探してみたが、影人を扱っている店は見あた

らなかった。北京・冀東・陝西などでは、影人はコレクターズ

アイテムとして美術・骨董市場に流通しているが、湖南の情況
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は些か異なるようである。

陝西・山西・北京西派など、多くの地域の皮影戯では、人馬

が一体化した騎馬影人、いわゆる“馬上樁”が用いられるが、

李軍氏によると湖南影戯では使用されない。馬上樁は南宋代の

『百宝総珍』に記載され、古くから使われているが、冀東皮影

戯では民国時期に廃止され、また陝西皮影戯の上演でも人戯と

同様に刀槍を馬に代えるケースがあるように、次第に廃れる傾

向にある。現在の湖南影戯は、成立時期が清末で比較的新しい

と考えられるので、おそらく人戯の視覚的影響が当初より強

かったのであろう。

影人は、身子と頭のみならず、盔頭も交換可能な構造になっ

ているという。これは、他の地域の影戯では一部の特殊効果用

の影人にしか見られず、湖南影戯独自の特色であると言ってよ

かろう。

また、影絵を映し出すスクリーン・影幕には紙が使われる。

2-4. 音楽と上演スタイル

湖南各地の影戯は、用いられる影人は基本的に同じだが、腔

調はそれぞれの地域の地方戯の影響を受けており、異なってい

る。主に、花鼓戯・湘劇などの音楽が用いられるという。

新編地方志の記載は以下の通り。

澧県の皮影戯は当地の言語および荊河戯の音楽・節回し

で唱われる。注 8（《澧县志》）

節回しには多く潭劇の弾腔が用いられる……。注 9（《益

阳地区志》）

多く常徳漢劇の弾腔が用いられ、個別に花鼓の節回しが

用いられるものもある……。注 10（《益阳县志》）

注 8	 澧县皮影戏用地方语言、荆河

戏的音乐唱腔进行演唱。

注 9	 唱腔多用潭剧弹腔……。

注 10	多用常德汉剧弹腔，个别亦用

花鼓唱腔……。
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節回しは多くが湘劇のもので、時に花鼓腔のものも見ら

れる。注 11（《桃江县志》）

正本の……節回しは南北路を主とする……。注 12（《长

沙县志》）

南北路とは、湘劇で用いられる四種の声腔のうち乱弾、すな

わち徽調・漢劇に由来する皮黄腔を指す。

正戯の上演は湘劇の演目であり、雑戯は花鼓戯の折子戯

である。注 13（《醴陵市志》）

節回しは、花鼓戯と歌劇の成分を吸収している……。注

14（《衡阳县志》）

演目と節回しは、多く祁劇を踏襲し、稀に花鼓調も用い

られる……。注 15（《祁阳县志》）

演目・声腔は湘劇と基本的に同じである……。注 16

（《湘潭县志》）

漁鼓・小調が主に唱われ、湘劇の南北路や花鼓の灯調と

融合している……。注 17（《永兴县志》）

文史資料では、〈话说望城皮影戏〉に

正戯は湘劇の形式で演じられ、雑戯は花鼓戯の形式で上

演される。注 18

と見える。

注 11	唱腔多为湘剧，间或也有唱花

鼓腔的。

注 12	正本……唱腔以南北路为主

……。

注 13	上演正戏为湘剧剧目，杂戏为

花鼓戏中的折子戏。

注 14	唱腔吸收花鼓戏和歌剧成分

……。

注 15	剧目唱腔多袭用祁剧，偶尔用

花鼓调……。

注 16	剧目、声腔和湘剧基本相同

……。

注 17	以唱渔鼓小调为主，融以湘剧

南北路和花鼓灯调……。

注 18	正戏以湘剧形式表演，杂戏以

花鼓戏形式表演。
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以上から、荊河戯・潭劇・常徳漢劇・湘劇・花鼓戯・祁劇お

よび漁鼓など、当地の伝統劇・芸能の音楽が影戯に用いられて

いる情況が確認できる。

また、《中国曲艺志》湖南巻によれば、漁鼓は影戯の影響を

受けて唱腔を豊富にしている。衡山漁鼓では〔道腔〕・〔紅納

襖〕・〔清江引〕などの唱腔と曲牌が、衡陽でも〔小旦腔〕・〔小

生腔〕などの声腔が影戯から移植されたといい、それらの地域

の影戯が、板腔体を主としつつ曲牌も合わせ用いていることが

うかがえる。

李軍氏によると、湖南影戯では伝統的に説唱を重視し、上演

（影人の操作）を軽視していた。これは、陝西皮影戯などとも

共通する特色である。しかし、解放後、省皮影劇団では改革を

重ねて、視覚面を重視するようになった。同時に、灯火も 50

年代に蛍光灯に改められ、また背景も導入された。

劇団の体制は、一般に一劇団三人であり、一人が人形操作、

一人が文場、一人が武場を担当する。文場には、二胡・嗩吶・

月琴などがつかわれ、歌唱者は一人に限定されない。また、皮

影と木偶を一つの劇団が兼ねて演じる、いわゆる“皮影木偶両

下鍋”は湖南影戯には見られないという。《中國影戲與民俗》

や新編地方志の記述でも、劇団の人数は 2～ 3人、多くて 5～

6人とされており、華北各地の皮影劇団が 7～ 9人構成である

のに比べて簡便である。

2-5. 上演演目

湖南影戯の演目・台本も、音楽と同じく、湘劇・花鼓戯など

と同じものが使われる。レパートリーの中心は、歴史物語や民

間伝説である。また、レパートリーに無い演目のリクエストが

あった場合、故事のあらすじを調べて、そこから劇団員 3人が

協力してただちに台本を仕立てあげる、アドリブ的な上演も

あったという。

文献資料によると、湖南影戯のレパートリーはいくつかの種
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類に分かれる。《长沙县志》によれば、

毎回の上演には、登台・正本・雑戯の三段がある。登台

と正本には『陳橋立帝』・『王英下山』・『珍珠塔』・『紅綾

帕』・『下河東』など 30あまりの演目がある。……雑戯

の内容は比較的卑俗で、『送郎』・『望郎』・『送飯』・『洗

菜心』・『打酒』などの小調がある。注 19

“登台”と“正本”は湘劇・乱弾の曲調によって歴史物の

大戯を上演し、“雑戯”は通俗的な小戯を上演していたとする。

また、〈长沙皮影戏的起源及其发展〉では、

演目は整本に『封神伝』・『水滸伝』・『岳飛伝』・『楊

家将』・『薛仁貴征東・征西』・『五虎平南』などがある。

……折子戯として上演することもできるし、ほかに雑戯

を加えることもでき、全ては招請側の注文による。一

本だけを演じることも、二本続けて演ずることもある。

……長沙の皮影戯には確かに独自の特色がある。その特

色は正本の演目ではなく、最も技巧が凝らされている

のは短編の演目、『五更勧夫』・『山伯訪友』・『小姑賢』・

『討学銭』・『哪咤鬧海』・『漁翁戯蚌』などにあると、一

般に見做されている。注 20

“整本（正本）”と“雑戯”に分類し、前者が連台戯として

も上演可能な長編演目で大半が歴史もの、後者が短編演目であ

るとする。《中國影戲與民俗》は“大本”・“小本”と称するが、

前者を連台戯、後者を折子戯とする点は同じである。

文献資料には、影戯の台本スタイルの区別に言及するものが

見られる。《皮影之旅》によれば、

注 19	每场戏有登台、正本、杂戏三

段。登台和正本有陈桥立帝、

王英下山、珍珠塔、红绫帕、

下河东等 30 多个剧目。……

杂戏内容较为俗俚，有送郎、

望郎、送饭、洗菜心、打酒等

小调。

注 20	节目整本有《封神传》、《水

浒传》、《岳飞传》、《杨家将》、

《薛仁贵征东、征西》、《五虎

平南》等……也可以演散折戏，

外加杂戏，均由主家照点。有

的只演一本戏，也有连台演两

本戏。……长沙皮影戏确有它

的特色，一般认为它的特色并

不在于几部正本节目上，技

巧最精彩的是，一些小节目

如《五更劝夫》《山伯访友》

《小姑贤》《讨学钱》《哪咤闹

海》《渔翁戏蚌》等小型节目。

（一部括弧を補った）
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湖南の影戯台本は二種類に分かれる。一つは伝来した手

書き本で、“朝本”とも言う。役柄に分かれた対話、歌

詞やセリフなどが書かれており、そのほかの指示は見ら

れない。もう一つは“塔橋本”といい、非常に簡単で、

ただ物語のあらすじが書いてあるだけで、具体的な歌詞

は無く、芸人がその場でパフォーマンスする、口伝の台

本である。注 21

《中国曲艺志》湖南卷では、“搭橋本”を“橋本”と称する。

（漁鼓芸人たちは）皮影芸人が“橋本”を書くやり方に

倣って、簡略な字句で各種長編小説から借用してきた物

語のネタを記録・整理し、物語を覚える手助けとした。

それは伝統劇の台本や民間の刻本とは異なり、まず芸人

が小説や物語を理解し、ストーリーの要諦や人物の性格

を把握したあとで、簡潔な言葉の四字句で書いた種本で

ある。注 22

“搭”は動詞であるから、名詞としては“橋本”のみの方が

ふさわしかろう。

李軍氏の言う、あらすじを調べて直ちに台本を仕立て上げる、

というのは、この“橋本”を指すものと思われる。伝統劇の歌

詞は、大半が決まり文句でできているので、ある程度の量の歌

詞が頭に入ってさえいれば、あらすじに随って即興的に台本を

仕立てることも難しくなかった。京劇でさえ 19世紀後半頃は

多分に即興性を残しており、名優が客の反応が良いため、ある

いは他の俳優の到着が遅れたために歌詞を水増しして長時間

歌ったというエピソードが、複数残っているほどである。

《中国曲艺志》によれば、漁鼓の芸人は“橋本”に基づき、

おきまりの歌詞やセリフ・“呆句子”を大量に運用することに

注 21	湖南的影戏剧本分两种：一

种是流传下来的手抄本，又

叫“朝本”，其中有角色对白、

唱念之词，无其他提示。另

一种叫“搭桥本”，非常简单，

只有故事情节的梗概，无具体

词曲，由艺人现场发挥，属口

传心授的剧本。（pp.69）

注 22	他们开始模仿皮影艺人写“桥

本”的办法，用简略的文字记

录整理从各种长篇小说借鉴来

的故事题材，以便于对故事情

节的记忆。它不同于戏曲剧本

或民间刻本，而是由艺人先熟

悉小说、故事，掌握情节要领、

人物性格，再采用简练的语言，

以四字句写成底本。（pp.70）
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よって、その場で即興で歌詞を作って歌うといい、影戯も同様

の上演方式を取るものと思われる。だとすれば、魏力群氏が

「口伝の台本」とするのは妥当ではないことになる。

全国の影戯では、北京西派が東派から“流口影”と呼ばれ、

口からでまかせを唱うと蔑視されたことが知られるが、実際に

は口伝台本で唱われるものであった。完全な即興で唱われるも

のは管見の限りでは他に見られず、湖南影戯独自の特色である

と言えよう。ただ、以上の資料からは、“橋本”を見ながら演

じるのか、或いは上演前に見てストーリーを頭に入れるのかが

判然としない。

また清末、冀東皮影戯が台本を見ながら上演するようになっ

た、すなわち“看書影”化したように、識字層に属する影戯の

芸人が増加する。湖南影戯の“橋本”も文字媒体に基づいて上

演するものであるから、やはり民間芸能の芸人の教養面での向

上を表す事例と見ることができよう。

《中国曲艺志》は、比較的教養のある漁鼓芸人が“橋本”を

元に再創作し、歌詞・セリフを固定化した“鉄本”の存在にも

言及する。それらは歌辞が凝らされており、印刷出版されたも

のもあるという。《皮影之旅》では、一般の台詞や歌詞全て記

された台本を“朝本”と称している。《中国曲艺志》は主に衡

陽市一帯の漁鼓・影戯芸人について述べているので、或いは長

沙との地域性の違いに起因するのかもしれない。

伝統的な湖南影戯の台本は、省劇団には所蔵されていないと

いう。図書館・文化館などが所有している可能性はあるものの、

新編地方志などに記載は見えず、資料へのアクセスは相当に困

難であると思われる。

なお、現在の湖南省皮影劇団では、解放後の改革を経て、児

童戯・動物戯がレパートリーの中心になっている。前述のよう

に李軍氏の《皮影生涯三十年》に、それらの台本が収められて

いる。
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2-6. 上演の文脈

李軍氏によれば、湖南影戯は、旧時、都市・農村を問わず、

慶事の際に上演されることが多かった。慶事のある家が影戯劇

団を呼んで、場を盛り上げるのに用いた。一方、葬式での上演

は、行われることはあるが、少ない。廟会での上演については、

そもそも南方には廟会が少ないので余り演じられない、とのこ

とであった。このほか、農村では、春、田植え（插秧）の際に

上演する風習もあった。

まとめれば、湖南影戯の上演文脈は、堂会・祭祀・農事の三

つに分類され、また家が招請する小規模な上演が多かったこと

になる。

先行資料では〈湖南戲劇概況〉が上演文脈について詳しい。

影戯劇団の湖南における地位は、花鼓劇団に遠く及ばず、

おおよそ酬神・還願の道具に過ぎない。（中略）普段は

いつも寺の中で演じているが、旧暦の中元節になると、

住民がおおく祖先を祀るために上演するので、影戯劇団

は非常に忙しくなる……。注 23

ここではもっぱら家庭における祭祀的な文脈での上演に言及

する。一方、「普段はいつも寺の中で演じている」というのは、

寺廟の境内が旧時、各種芸能が集まる娯楽スポットであったこ

とを考えれば、都市部で上演場所を半ば固定した影戯の商業公

演が行われていたことを指すものと解される。

また、《皮影之旅》は以下のように記す。

これらの地方では、しばしば皮影戯の上演がある。例え

ば（旧暦）二月二日の“土地戯”、三月十五日の“財神

戯”などである。このほか町中や田舎では、ある家で火

事がおこると、2本の影戯を上演して火神に供える。農

注 23 影戲班在湖南地位，遠不及花

鼓班，大概用為酬神還愿之工

具而已。……平日常演於各寺

庵內，為每屆舊歷中元節，則

居民多演以祀祖，該項戲班異

常忙碌……。
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村では秋の収穫後、“禾苗戯”を上演する。農閑期には、

整本を上演する……。注 24

“土地戯”・“財神戯”などに言及しているが、上演の場所が

寺廟であるのか一般の家屋であるのかが明確でないため、廟会

戯に分類してよいものか、判然としない。農村での上演にも言

及するが、収穫後とする点、田植え時とする李軍氏との食い違

いが見られる。全体としては、祭祀的な文脈における上演が多

いように見受けられる。

各新編地方志の記述は、以下の通りである。

結婚・葬式・慶事の日に、多く皮影劇団を招いて上演す

る……。注 25（《平江县志》）

多く民間の慶事・還願・敬神などの活動で上演され 

る。注 26（《澧县志》）

農村では誕生祝い・慶事あるいは祈神・還願で、しばし

ば皮影劇団を招いて上演する。注 27（《益阳县志》）

清代および民国時期、農村では多く酬神・還願に用いら

れた。注 28（《长沙县志》）

一般に農民の慶事あるいは迷信の還願の際に上演され 

る……。注 29（《韶山志》）

多く酬神に用いられる。注 30（《醴陵市志》）

農家では消災還願、六畜の興旺祈願、特に家畜に疫病が

流行ったときには必ず影子戯を演ずる。注 31（《衡阳市

注 25	每遇婚、丧、喜庆之日，多请

皮影戏班演出……。

注 26	多为民间喜庆、还愿、敬神等

活动演出。

注 27	农村中每逢寿诞喜庆或祈神还

愿，常请皮影戏班演出。

注 28	清代和民国时期，农村多用以

酬神、还愿。

注 29	一般在农户喜庆或迷信还愿时

演出……。

注 30	多用于酬神

注 31	农家为消灾还愿，祈求六畜兴

旺，特别是家畜瘟疫流行时，

必唱影子戏。

注 24	在这些地方，常有皮影戏的

演出，如二月初二的“土地

戏”，三月十五的“财神戏”

等。另外在街巷乡间，如某家

失火，就演两本影子戏以谢火

神：农村秋收后，就演“禾苗

戏”。农闲时，就演整本……。
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郊区志》）

しばしば人々の嫁取り・嫁入り・三朝・周歳・引っ

越し・誕生祝いなどの慶事で 1～ 2晩上演される……。 

注 32（《南岳区志》）

多くが家庭における堂会・祭祀を主要な上演文脈としている

点で一致する。

以上のような影戯の上演文脈は、陝西など他地域の皮影戯に

も共通するものであるが、これは商業公演を除けば人戯とも同

じであり、影戯が人戯の代替品として受容されたことを示唆す

る。一般に影戯は、上演に必要な人数が少なく道具・設備も簡

便であるために上演コストが安く、それゆえ経済力に劣る都市

住民や農民に受容される傾向がある。湖南影戯についても、李

軍氏によれば戯価は現在の農村影戯で百元以内、民国時期は

〈湖南戲劇概況〉によれば「洋二三元不等」であり、情況は変

わらない。

なお、湖南省木偶皮影芸術劇院では、文革以前から都市の劇

場公演が中心となっており、インテリや労働者が主な観客で

あった。しかし、1980年代以降、テレビ・映画の普及によっ

て劇場から締め出されてしまい、現在は中学生以下の児童生徒

を対象とした、学校における上演が中心になっているという。

また、授業の内容を皮影戯で説明する“課本戯”を創出し、教

師や児童生徒の好評を得ているそうである。

おわりに

以上、先行文献調査および李軍氏へのインタビューを通して

湖南影戯に関して得られた知見をまとめた。湖南影戯の概略に

ついては、以上で概ね把握できたと言って良かろう。一方で、

ソースによる情報の食い違いや、必要な情報の欠落も見られ、

注 32	不时为人们的收亲、嫁女、三

朝、周岁、搬新居、寿诞等喜

庆唱一至两晚……。
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解明すべき課題が明らかになった。それには、以下の諸点が挙

げられる。

◯ 湖南における影戯上演および劇団・芸人の現状の把握

◯ 湖南への影戯の伝播・形成時期、および湖南各地への伝

播時期・経路の解明

◯ 湖南各地の影戯の、上演方式・上演文脈と宗教的・社会

的背景

◯ 湖南影戯台本の収集と、他の伝統芸能のテキスト・小説

などとの比較検討

◯ 湖南影戯音楽の記録と整理

これら諸課題の解決には、地方志や新聞資料などの文献調査

もさることながら、現地調査による芸人へのインタビューや文

献資料・博物資料収集が欠かせない。今後、機会が得られたな

らば、現地研究機関や研究者と連係しつつ調査を実施し、湖南

影戯研究を深化させていきたい。
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2006 年夏期
陝西・河南現地調査の

日程と概要 

氷上　正

はじめに

2006年度夏期も昨年までに引き続き華北地域の伝統芸能に

関する現地調査を実施した。今回は調査の重点を陝西省関中平

野の周縁地域に置き、西安を拠点に陝西省の岐山県・郃陽県・

洛川県および河南省霊宝県の皮影戯・木偶戯を対象に選んだ。

調査先はいずれも西安から数時間の移動を必要とし、期間中

は晴天が少なく時に悪路に悩まされることもあった。疲労のた

め一時体調をくずすメンバーも出たが、さいわい大事には至ら

ず調査を終えることができた。

現地調査は、聞き取り調査そのものだけでなく、実際に現地

の気候や風土、社会・経済の状況を体感できることにメリット

がある。今回の調査でも、洛川県への道中、山陰から忽然と巨

＊ 本稿は、日本学術振興会科学

研究費・基盤研究Ｂ「近現

代華北地域における伝統芸

能文化の総合的研究」（2005

～ 2006 年度、課題番号：

17320059、研究代表者：氷上

正）による成果の一部である。

大なコンビナートが姿を現し、近年、石

油成金を輩出しているという陝北石油資

源開発の現状を目の当たりにすることが

できた。また岐山県の名物である手打ち

の細麺に唐辛子と酢をきかせた汁を張っ

た「哨子麺」や、洛川県の窯洞を利用し

た食堂で出された豚の血の腸詰めなどの

食事は、地元ならではの風味でり、調査

のエネルギーともなってくれた。

今回の調査に参加したのは、氷上・千

陝北の石油コンビナート
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田・山下・戸部・川の五名である。また、現地調査にあたり各

地の劇団・芸人との連絡手配を、昨年までに引き続き陝西省民

間芸術劇院の楊飛・李淑文夫妻にお願いするとともに、すべて

の調査にご同行いただいた。そればかりか、現地調査の後には

ご自宅を訪問して、所蔵の影人や影人制作用の彫刻刀を写真撮

影させていただいた。影人の写真撮影には強力なバックライト

をあてる必要があるため、調査隊は西安市内を西に東に探し求

めた末、屋外照明用の水銀灯を入手、無事に撮影を完了した。

ご高齢にもかかわらずこれらの煩瑣な作業にも快く応じてくだ

さった夫妻に、あらためて感謝したい。

日程

 8/23 氷上・千田・山下・川

    成田空港より北京経由で西安に移動。

  戸部  北京より西安に移動。

 8/24  午前：車にて陝西省岐山県何家村に移動。

   午後：王雲飛皮影団上演見学・撮影。王雲飛

氏へのインタビュー。

 8/25  終日：西安市内にて文献・映像資料の調査・

収集。

 8/26  午前：車にて陝西省洛川県に移動。 

洛川民俗博物館にて

陝西省洛川県民間業

余皮影芸術団の上演

見学・撮影、老芸人

へのインタビュー

   午後：皮影戯上演見

学・撮影、民俗博物

館所蔵民俗資料調

査・見学。

何家村関帝廟　中に道士らしき人
物が寝泊まりしていた。
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   ※千田は 28日にかけ

て、体調不良のため

西安市内にて休養。

 8/27  午前：車にて河南省霊

宝県に移動。

   午後：霊宝県道情皮

影戯上演の見学・撮

影、芸人へのインタ

ビュー。

 8/28  終日：西安市内にて資
郃陽県郭家坡戯台　元代の創建

料収集。

 8/29  午前：車にて陝西省郃陽県郭家坡に移動。

   午後：陝西省郃陽線腔木偶劇団の提線木偶戯

上演を見学・撮影、同劇団団長・郭崔成氏

へのインタビュー

 8/30 千田・山下・川

   終日：楊飛夫妻宅で皮影戯関連博物資料撮影

  氷上 終日：西安市内にて文献資料収集

  戸部 終日：陝西省図書館にて文献資料調査

 8/31　千田・山下・戸部・川  

   終日：楊飛夫妻宅で皮影戯関連博物資料撮影

  氷上 終日：西安市内にて文献資料収集

9/1   午前：北京へ移動
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2006 年夏期皮影戯木偶戯
現地調査要録

千田　大介・山下　一夫

1. はじめに

2006年度夏期調査の概要を、芸人へのインタビューおよび

インフォーマントから提供された資料などに基いて以下に纏め

ておく。なお、以下の内容には、文史資料・新編地方志などの

先行文献資料から得られた情報は加味していないので、注意さ

れたい。

2. 陝西省岐山秦腔皮影戯

（1）上演情報

a) 日時

2006年 8月 26日

b) 場所

陝西省岐山馬江郷何家村王雲飛氏宅

c) 劇団

＊ 本稿は、日本学術振興会科学

研究費・基盤研究Ｂ「近現

代華北地域における伝統芸

能文化の総合的研究」（2005

～ 2006 年度、課題番号：

17320059、研究代表者：氷上

正）による成果の一部である。

王雲飛皮影団

d) 上演演目

『羅通掃北』

『花亭相会』

（2）	 インタビュー要録

インフォーマントは王雲飛氏。

a) 劇団の由来

劇団は何家村の王氏一族によって代々

受け継がれてきた。

王雲飛皮影団影幕
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第一代：王慶。配偶者は寧氏。康煕

元年に創業し、弦板腔皮影戯を行

う。

第二代：王忠清。西府灯盞碗碗腔に

改め、光緒年間を中心に 40年あ

まり芸人として活動。兄弟に王忠

朝・王忠安がいた。

第三代：王振彩。配偶者は李氏。兄

弟に王振順およびその配偶者の脱

氏・候氏がいた。この頃、劇団は『羅通掃北』

羅勝班という名前だった。

第四代：王静栄。解放後、秦腔に改める。観衆が聞き取り

やすいためだという。劇本は碗碗腔のものをもとに歌詞

を秦腔に改めた。300あまりの演目を行う。

第五代：王積娃。この頃、劇団は行衣社と称した。文革時

期には様板戯を行い、影人のサイズも大きくしたという。

『張良帰山』などの演目は「迷信的」とされて禁止され

たが、文革後に復活。

第六代：王雲飛。現在は王雲飛皮影団を名乗る。

※第一代の王慶と第二代の王忠清との間にはおそらく数世

代の断絶がある。清末に碗碗腔を始めた王忠清が実質的

には戯班の第一代だと思われ、そ

の数え方で行くと王飛雲氏は第五

代となる。

b) 上演地域

陝西省西部の岐山県・扶鳳県・眉県・

宝鶏県・鳳県・太白県などが中心。甘粛

省東部の天水や平涼まで行くこともある。

c) レパートリー

80程の演目を上演可能。父から口伝

王雲飛氏
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で習得。唱詞などは秦腔（大戯）の演目と基本的に同じ。

d) 王雲飛氏の芸歴

1941年生。雲飛は芸名で、本名は明君。第五代王積娃の次

男。8歳で父について皮影戯芸人の修行を始めた。現在、劇団

の団長。影人の制作も行っている。すでに 5,000場の上演を

こなし、1989年には北京で十三ヶ国の大使の前で上演。現在、

中国工芸美術学会民間工芸美術委員会会員・南京大学民俗芸術

研究室特聘民俗芸術家などの肩書きを持つ。

e) 戯価

文革前は 300元、現在は 1500元。

※文革前の時期の価格としては周辺地域と比べて突出して

高いので、少々疑問が残る。

f) 祖師爺

なし

g) 上演の文脈

慶事や弔事、また無生娘娘廟・諸葛廟・周公廟・馬王廟など

の廟会など。慶事の際には『麒麟送子』、馬王廟会なら『馬王

巻』、観音廟会なら『大香山』など、その場に合わせた演目を

上演する。

h) 旧時の習俗

民国時期には岐山県に 80ほどの戯班があった。当時、女性

の芸人はおらず、これが出現するのは解

放後。

i) 上演形式

内容は暗記しており、上演時に台本を

見ることはない。歌唱者は一人に限定さ

れず、数人で行当に分かれて演唱する。

j) 影人

王雲飛氏が作成。素材は牛革。現在は

工場でなめしたものを使用。
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『韓家荘』

k) 音楽

秦腔を用いる。

l) 影幕

影幕、すなわちスクリーンには紗を用いる。陝西東路の碗碗

腔・弦板腔等の皮影戯では木綿。

3. 陝西省洛川碗碗腔皮影戯

（1）上演情報

a) 日時

2006年 8月 26日

b) 場所

陝西省洛川民俗博物館（洛川県鳳栖鎮解放路 111号）

c) 劇団

中国陝西省洛川県民間業余皮影芸術団

※博物館来訪者を対象に上演を行う、いわば博物館付属の

劇団。団員は博物館のガイドも兼ねる。博物館内には常

設の皮影戯上演用舞台があり、旧時の戯班が使用した影

人や戯箱なども展示されている。

操作：楊軍（29）

司鼓：康暁東（32）

大鑼：鄭東侠（30）

釵手：左小華（33）

d) 上演演目

『韓家荘』（明代故事）

『収楊柳』（西遊記故事）

（2）インタビュー要録

インフォーマントは上演を行った上記

劇団員の師匠にあたる王徳玉氏。インタ

ビューに際しては、陝西省洛川民俗博物

館の劉忠民館長にも同席していただいた。
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2006 年度夏期
現地調査報告		陝西・河南	

a) 劇団の由来

この地域ではかつて弦板腔が行われていたが、のちに同州か

ら伝わった碗碗腔にかわった。民国初期には 18の劇団があっ

たが、建国初期には 10に減っていた。文化大革命終了後、い

くつかの民間劇団が活動。1981年に中仏友好協会のジェロー

ム氏が民間美術の調査で洛川を訪問した際に現地の皮影戯を視

察、来仏公演を要請した。それを受けて 1985年に王徳玉や李

長貴ら芸人たちを集めて組織したのがこの中国陝西省洛川県民

間業余皮影芸術団で、フランスで 40日以上にわたって公演を

行い、碗碗腔『軒轅皇帝』・改変秦腔神話劇『劈山救母』『楊

柳瓶』・吉祥戯『天官賜福』『青獅吐八宝』・洛川秧歌劇『閙社

火』などの演目を上演した。その後、北京・上海・西安など

でも上演を行っている。現在はフランス公演時のメンバーが

2001年ごろ養成した団員が中心。なお、洛川には最近までも

う一つ皮影劇団があったが、影人を売却して解散し、現在では

もうここしか劇団はない。

b) レパートリー

現在、劇団は『韓家荘』『収楊柳』のほかは、『閙社火』（光

緒 17（1891）年に作られた、陝北の社火の情景を演じるも

の）と『馬技』（水滸伝故事）のみ可能。

王徳玉氏は現役時代、『観音堂』『万福

堂』『罵王殿』『越王殿』『張良帰山』な

ど十数種を上演していた。すべて師匠か

らの口伝で覚えたという。

c) 王徳玉氏の芸歴

王徳玉、69歳。鳳栖鎮王家河村の出

身。父は胡弓の芸人。7歳の時に初めて

皮影戯の上演を行い、15歳で同州朝邑

碗碗腔の芸人であった王道氏に正式に弟

子入りして王家河班に参加し、影人の操

洛川民俗博物館
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作を担当。当時劇団では 5人程度で上演を行っていた。文革期

に一時活動を停止したが、その後復活。1985年に組織された

中国陝西省洛川県民間業余皮影芸術団に参加。現在はすでに体

を壊し引退。

d) 戯価

民国時期および解放後直後は食事一回分。1980年代には 25

～ 30元。

e) 祖師爺

なし。

f) 上演形式

内容は暗記しており、上演時に台本を見ることはない。

g) 影人

自分たちでは作らず、同州から購入。

h) 音楽

碗碗腔。

4. 河南省霊宝道情皮影戯

（1）上演情報

a) 日時

2006年 8月 27日

b) 場所中国河南民間皮影芸術団

河南省霊宝市尹荘鎮西車村

c) 劇団

中国河南民間皮影芸術団

執簽人、四弦：索午酉（59）

漁鼓：劉起森（73）

笛子：彭来運（43）

碰鐘：李当慈（43）

三叉板：范月英（51）

三弦：何増太（69）
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2006 年度夏期
現地調査報告		陝西・河南	

鼓板：程可順（60）

二胡：李榜益（50）

銅器：王喜順（78）

d) 上演演目

『通天河』（西遊記故事）

『西山観景』（韓湘子故事）

『大堂教子』（韓湘子故事）

（2）	 インタビュー要録

インタビューには上記の劇団員のほか、霊宝皮影戯の研究者

である席志明氏も同席。

a) 劇団の由来

道情は説唱形式で上演するものが嘉慶年間に陝北から伝わっ

た。民国初期に陝西から皮影が伝わると、道情もこれをとりい

れて皮影形式で上演するようになった。これは当時のある秀

才の助言によるものだという。民国期には 4、5個の戯班が活

動した。解放後、1954年に県政府が「霊芸皮影劇団」を組織

し、索辛酉氏が団長となった。これが現在の劇団のもとである。

文革の際に一時中断したが、その後民間劇団として復活。1988

年に中仏友好協会のジェローム氏が劇団を訪問し、その後かれ

の招きで 1996年に三ヶ月間のフランス公演を行う。索辛酉氏

は現在 74歳で、劇団の活動からは離れ、

弟の索午酉氏が団長となっている。現在

の劇団の名称は中国河南民間皮影芸術団。

b) 上演地域

河南省内の陝県・盧氏県などのほか、

陝西・山西・甘粛の各省でも上演を行う。

c) レパートリー

もともとは 100以上あったが、現在上

演できる演目は 30あまり。索辛酉氏の

言葉に「裱糊匠離不了漿子，唱道情離不

『通天河』
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了湘子」（建具師にノリが欠かせないよ

うに、道情芸人は韓湘子が欠かせない）

とあるように、韓湘子もののレパート

リーが多い。

d) 上演頻度

解放前は年間 100回以上の上演を行っ

たが、現在は 30回ほど。

e) 戯価

解放前は食料。1950年代、劇団成立

以降は、霊宝県から芸人に給料が支払わ

れた。一月約 30元。1980年代は、一人

一日２元程度。現在は上演の謝礼を受け取るようになっている。

f) 祖師爺

八仙。

g) 上演の文脈

廟会、慶事。前者としては農暦の毎月一日と十五日に開かれ

る観音廟会などが挙げられ、後者は引越祝いなどがある。上演

の際は道士の服装である道服を着ることが多い。

h) 旧時の習俗

以前は男性だけだったが、1980年代以降女性も加わる。

韓湘子

i) 上演形式

内容を暗記しており、上演時に台本を

見ることはない。

j) 影人

劇団で制作。

k) 音楽

唱腔としては、官調と梅調のふたつが

ある。また地域差としては、川口郷底

河を境に、西側が柔婉な河西腔で、東側

が素朴な河東腔という分布になっている。
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現地調査報告		陝西・河南	

また上演方法としては幇腔があり、『大堂訓子』『西山観景』

上演の際にはこれが漁鼓と連動しているように見受けられたが、

『通天河』上演の際には幇腔はなく、また漁鼓も用いられな

かった。

5. 陝西省郃陽線腔木偶戯

（1）上演情報

a) 日時

2006年 8月 29日

b) 場所

陝西省郃陽県路井鎮郭家坡村

c) 劇団

郃陽県線腔木偶劇団

※郭崔成氏の名刺の記載による。イ

ンタビュー中では自らの劇団を陝

西省郃陽線腔芸術団と呼んでおり、

組み立て式舞台の幕には陝西省郃

陽線偶芸術団と記されていた。

司鼓：張貞祥（64）

  郭崔成（60）

演奏：郭紅昌（47）

  張現中（48）

提線：張福有（73）

  郭宝山（72）

  張思朝（58）

  謝春煥（42）

d) 上演演目

『八王講情』（楊家将故事。轅門斬子

の一折）

『観音堂』

郃陽県線腔木偶劇団上演風景
舞台は鉄パイプによる組み立て式
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『禿子尿床』

『状元哭祠堂』

（2）	 インタビュー要録

a) 劇団の由来

1930年代に郭家坡村で組織された民営劇団・勝利線劇

社が前身。解放後県城で県劇団が組織されたが、これとは

関わっていない。

b) 上演地域

陝西省中部の関中地域を中心とし、東は河南省霊宝ま

で、西は岐山まで、南は華山まで、北は洛川まで。51年

もしくは 52年には山西省芮城で上演したこともある。ま

た、以前に甘粛まで行ったこともある。

c) 流行地域と劇団

現在の陝西省渭南市北東部で行われ、大茘・朝邑にも劇

団があった。1956年陝西省第一届皮影木偶観摩演出大会

には提線木偶劇団として大茘芸光線劇団・郃陽の晨光線戯

社・朝邑の群光木偶劇社が出演したが、いずれも県営の劇

団。

郃陽の北派、朝邑・大茘の南派の区別がある。

d) レパートリー

歴史劇 40本、折子戯 100本を上演可能。

文革時期には現代劇を演ずる。文革終息後、78年より

伝統演目の上演が復活。

e) 劇団の構成

楽隊には 4人、操作には 2人が必要。「七緊八慢九消

停」の説あり。司鼓が主唱を兼ねる。その他は幇唱。

f) 氏の芸歴

郭崔成氏は 58年に初めて木偶を上演。11歳。木偶は 3

人の師匠につく。一人目は大茘の張栄飛、また郃陽に転勤

になってからは著名な芸人・六八児（本名王武漢）の息子、

『八王講情』

張貞祥氏
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現地調査報告		陝西・河南	

県晨光線劇社の団長・魏天才（2005年没）に習う。敲唱（司

鼓兼歌唱）を担当。

線腔木偶劇団団長、陝西省戯劇家協会会員、民間文芸家協会

会員などをつとめている。

g) 戯価

1940年代まではトウモロコシ・米などの食料。一回あたり

一担米（50kg）。それを十份に分け、上演に参加した芸人はあ

らかじめ定められた分量を受け取る。1950年代以降、銭納に

変わる。1980年代は 1百元 /1本戯、1990年代には数百元に

なった。一方、県の公営劇団は 1950年代からチケット収入に

よって経営していた。

h) 祖師爺

関羽。このため、旧時は関羽の人形の頭は丁寧に布に包んで

戯箱の一番上に収める、関公戯の前には手を洗う、上演開始前

には関羽を拝むなどの風習があった。

伝説では、木偶戯は漢の高祖に起源する。

i) 上演の文脈

廟会・冠婚葬祭で上演される。廟会は、関帝・閻王・聖

母などの廟で演じられる。演目は、それぞれの廟の特色・

性格で選択し、例えば関帝廟であれば関公戯を演ずる。廟

会での上演は 1990年代以降、毎年十数回程度。一度の廟

会で三つの演目を上演する。

廟会での上演は、公営劇団の場合は招聘状が必要で手続

きが煩瑣なため、民間劇団を使うケースが多い。

j) 旧時の習俗

旧時、女性には木偶を唱うことが許されなかった。同劇

団に女性が加わったのは 1991年が初めて。

k) 上演形式

内容は暗記しており、上演時に台本を見ることはない。

操作は舞台情報から人形を吊り下げて行う（高線）。

郭崔成氏
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l) 人形

かつては県劇団から人形を買っていた。また昔は小さかった

が、1980年代以降大きくなったという。現在の人形（頭）は、

1982年楊飛氏作。

m) 音楽

声腔は、線胡腔と乱弾腔とからなる。主伴奏楽器は線胡。定

弦は 1・6。
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中文提要

郃陽木偶戲初探	 山下　一夫

郃陽木偶戲為長江以北罕見的提線木偶戲，也是中國北方最活躍的木偶劇種之ㄧ。筆者根

據文獻調查和田野調查，整理介紹郃陽木偶戲的傳說、歷史、劇目和音樂 ,對其基本情況進行

了初步探討。

清末民初上海時調小曲初探―以復旦大學藏趙景深舊藏唱本為中心―
	 川　浩二

復旦大學圖書館藏有二百五十多本 (一千二百多種 )時調小曲，其中大部分都是趙景深教

授舊藏。本文整理檢討上海出版的木板和石印唱本，以闡明清末民初時期上海時調小曲的流

行情況，並調查趙景深教授收集唱本過程。民國時期在北京發起“歌謠搜集運動”，大多知識

分子雖然重視歌謠的“天籟”，但持有忽視唱本本身的態度。而趙景深教授則認可唱本的價值，

在上海繼續收集唱本，形成中國屈指的收藏，對俗文學研究做出了很大的貢獻。

西方人如何認知京劇―由音樂文化學的視點的考察（一）	 仲　萬美子

本文企圖探討“文化觸變”時期的東西文化相互影響，以闡明西方人理解東亞傳統綜合

藝術的歷程。這次報告中，利用西方人當時寫下的有關傳統戲劇表演的英文資料，如圖克

（Zucker）筆下的梅蘭芳的為人、技藝以及其演出時劇場裏的音景。

湖南影戲研究的現狀與懸案	 千田　大介

湖南是長江以南影戲最盛行之地，湖南省皮影劇團的《鶴與龜》乃新中國皮影戲之傑作，

一次聳動京城，然而湖南影戲之專門研究則寥寥無幾。筆者涉獵有關湖南影戲的論著、方志等，

並採訪前湖南省木偶皮影藝術劇院編劇李軍先生於長沙，在本文中整理湖南影戲之特徵、研究

情況和懸案。
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大野　陽介（おおの　ようすけ）

【生年】1975年

【最終学歴】大阪市立大学大学院文学研究科中国語・中

国学専攻後期博士課程在籍

【論著】「小説「紅嫂」の成立と変遷」（『中国文芸研究

会会報』第 300期記念号、2006年）

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語・中国

文学専攻博士後期過程中退

【現職】早稲田大学非常勤講師

【論著】「『通俗皇明英烈伝』の「通俗」―歴史小説『英

烈伝』の日本における受容から―」（『中国文

学研究』第三十一期、2005年 12月）、「一矢、

睛を貫く―史書『皇明通紀』と歴史小説『英

烈伝』の語り―」（『中国文学研究』第三十期、

2004年 12月）、「『朝顔日記』と『桃花扇』」（『「朝

顔日記」の演劇史的研究―「桃花扇」から「生

写朝顔話」まで―』、2003年 1月）

田村　容子（たむらようこ）

【生年】1975年

【最終学歴】神戸大学大学院文化学研究科博士課程単位

取得退学

【現職】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館助手

【論著】『中国女性史入門――女たちの今と昔』（共著、

人文書院、2005年 3月）、「試論李六乙的“新

戯劇”『穆桂英』」（香港中文大学『香港戯劇学

刊』第 5期、2005年 3月）、「港からきた“女優”

―民国初期の北京における「坤劇」について」

（神戸大学文学部海港都市研究センター『海港

都市研究』創刊号、2006年 3月）

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

博士課程中退

【現職】慶應義塾大学経済学部助教授

【論著】「北京西派皮影戯をめぐって」（科研費報告書『近

代中国都市芸能に関する基礎的研究』、2001年

３月）、「乾隆期の観劇と小説～歴史物語の受容

に関する試論～」（『中国文学研究』第二十四期、

1998年 12月）、『チャイニーズ・カルチャー・

レビュー』1～ 3（共同監訳、好文出版、2005

～ 2006年）

仲　万美子（なか　まみこ）

【生年】　1955年

【最終学歴】大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修

了。博士（文学）

【現職】同志社女子大学教授

【論著】「日本・中国・西洋音楽文化の重層的対話」（1997

年 3月博士（文学）学位取得論文）、「京劇への

異文化からの視線とその意義」（『民族藝術』

第 17号、2001年 3月）、「東アジアの総合芸術

に対する異文化理解の意味― 20世紀初頭の

京劇、歌舞伎の海外公演を事例として」（日本

音楽学会創立 50周年記念国際大会プロシーデ

ィングス『音楽学とグローバリゼーション』、

2004年）

執筆者紹介
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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）

藤野　真子（ふじの　なおこ）

【生年】1968年

【最終学歴】大阪市立大学大学院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】関西学院大学商学部助教授

【論著】「海上名旦―馮子和論序説」（中文研究会『未

名』24号、2006年 3月）、「ある地方劇と知識

人の人生―簡介周良材著〈亦嗔亦喜的芸術人

生〉」（中国都市芸能研究会『中国都市芸能研究』

第三輯、2004年 10月）「1910年代上海におけ

る伝統劇評の視点と表現」（関西学院大学言語

教育研究センター『言語と文化』 第７号、2004

年 3月）

松浦　恆雄（まつうら　つねお）

【生年】1957年

【最終学歴】神戸大学大学院文学研究科修士課程国文学

（中国文学）専攻修了

【現職】大阪市立大学大学院文学研究科教授

【論著】『中国二〇世紀文学を学ぶ人のために』（世界思

想社、2003年）、「文明戯と夢」（『中国学志』

觀号、2005年）、「文明戯の実像―中国演劇

における近代の自覚」（『中国における都市型知

識人の諸相』大阪市立大学大学院文学研究科都

市文化研究センター、2005年）

三須　祐介（みす　ゆうすけ）

【生年】1970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】広島経済大学経済学部助教授

【論著】「滬劇の「導演」―『羅漢銭』とその周辺─」

（『中国文学研究』第 31期、2005年）、「早期

滬劇演目への視点─周良材氏の研究を中心

に」（『広島経済大学研究論集』第 28巻第 1号、

2005年）、「「現代戯」としての滬劇の起源」（『季

刊中国』第 76号、2004年）

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博士

課程単位取得退学

【現職】神田外語大学外国語学部専任講師

【論著】「『済公伝』の戯曲化と済公信仰―連台本戯『済

公活仏』をめぐって」（『藝文研究』第 82号、

2002年）、「『封神演義』の戯曲化と民間信仰へ

の影響」（『東方宗教』第 101号、2003年）、「『燕

影劇』の編集をめぐって―ドイツ・シノロジ

ストによる北京皮影戯の発見」（『中国都市芸能

研究』第三輯、2004年）
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2005年 4月 29日～ 5月 2日

2005 年前期大会

ところ：蓼科山荘

内容：「2005年春期山西省・陝西省現地調査報

告」（千田）

2005年 6月 11日

科研費「近現代華北地域における伝統芸能文化の総合

的研究」打合会

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：本年度研究計画等に関する打ち合わせ

2005年 7月 22日

華北プロジェクト夏期現地調査打合会

ところ：慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎中会

議室

内容：「2005年度夏期陝西省南部調査メモ」（山

下）

2005年 8月

華北プロジェクト夏期現地調査

　第一次

2005年 8月 8日～ 13日

内容：武当山宗教施設調査

参加者：二階堂

　第二次

2005年 8月 16日～ 29日

内容：陝西皮影戯調査・武当山宗教施設調査

参加者：氷上・千田・山下・仲・戸部

2005年 12月 4日

2005 年後期大会

ところ：慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎中国

語合同研究室

内容：「中国皮影戯研究の現状」（千田）

2005年 12月 9日～ 10日

国際研究集会「演劇資料と演劇研究―テキストと画

像」（開催協力）

主催：早稲田大学演劇博物館演劇研究センター

21世紀 COEプログラム　演劇の総合的研

究と演劇学の確立

ところ：早稲田大学国際会議場井深大記念ホール

内容（本会会員分）：「中国皮影戯研究の現状―

資料とアプローチ」（千田）

2006年 1月 24日～ 30日

華北プロジェクト冬期現地調査

内容：中易中標社におけるデータベース構築打ち

合わせ・劉季霖氏への聞き取り調査・国家

図書館資料調査（いずれも北京）

参加者：千田

中国都市芸能研究会 2005 年度活動記録


