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中文提要

東北皮影戲研究的幾個問題――以凌源、哈爾濱為主	 山下　一夫

筆者在遼寧凌源、黑龍江哈爾濱進行東北皮影戲研究的初步考察，本文為中間報告。

凌源皮影戲是冀東皮影的一支，其基礎是偽滿時期奠定，現在十幾個劇團還在活動。

哈爾濱皮影戲由望奎影、雙城影和老奤兒影構成。望奎影有古層和新層，後者為冀東皮影

的一支，前者可能溯到冀東皮影傳來以前，兩者在二十世紀五十年代融合，出現了“兩口水”

皮影。雙城影分東派和西派，前者為當時滿人的“溜口影”，可能和望奎影的古層、北京的西

派皮影戲等相承一脈；後者是冀東皮影，解放後成立的省劇團以他們為主。老奤兒影是偽滿時

期從唐山流入的冀東皮影，文革後他們的活動基本上已經停止。

今後的研究課題有以下三點：（一）通過音樂、劇本的分析來研究東北皮影戲的歷史發

展；（二）東北地區農村演出的實地考察；（三）解放後省、縣皮影劇團消長的研究。

中國古典戲曲綜合資料庫的建置	 千田　大介、二階堂　善弘、山下　一夫、師　茂樹

中國古典戲曲綜合資料庫是包含戲曲全文、曲牌名目、戲曲論著、戲曲解題目錄、白話

詞語等子資料庫和曲韻分析系統的線上學術資料庫。通過幾年的研究，成功研發戲曲文獻的

XML Schema、用 XML 格式數碼化了《元曲選》、《孤本元明雜劇》、《元曲選外編》、《盛明雜

劇》、《六十種曲》、十部明金陵富春堂本傳奇以及一些散齣集、戲曲論著的全文，還錄入了各

種戲曲目錄、曲譜、論著、白話辭典、工具書等的條目。數據庫系統採用 MediaWiki，應用它

的分類、嵌入頁面等功能，有效地建置各類內容，並開發曲韻顯示系統，初步完成了具有特色

戲曲研究專門數據庫。

河北省檔案館、天津市檔案館簡介―附 :石家莊、天津舊書店概況	 戶部　健

本文介紹河北省檔案館、天津市檔案館的借閱方法，以及石家莊、天津舊書店的情況。
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東北皮影戯研究のために

―凌源および哈爾浜

山下　一夫

1.	 はじめに

中国各地で行われている影絵人形劇――皮影戯は、人間が上

演する演劇である「人戯」とともに地方劇を構成するだけでな

く、また語りものや唱いものといった講唱文学と演劇との間を

結ぶ芸能としても位置づけることができる。したがってその検

討は、古典小説・伝統演劇・講唱文学といった中国俗文学の分

野において重要な部分を占めるはずであるのにもかかわらず、

従来さまざまな理由により停滞ないしは偏向が生じてきたと言

えよう。

中国において最初に皮影戯が学問的に取り上げられたのは

1930 年代のことで、北京における中国民俗学の隆盛を受け、

李家瑞氏や顧頡剛氏らによって着手されたが、かれらが主な対

象としたのは、河北からやってきて東城を中心に上演を行って

いた冀東皮影戯であった。北京にはほかに旗人相手の堂会を中

心に活動する西派皮影戯もあったし、また北京以外の場所にも

当然皮影戯は存在していたが、北京で常設公演を行い、また書

写テキストを作成する冀東皮影戯は、アクセスのしやすさ、台

本の集めやすさという点で都合が良かったのである。これは、

本邦における皮影戯研究を開拓した印南高一氏や澤田瑞穂氏も

同様であった。

これら初期の皮影戯研究の偏向は、もちろん当時の環境を考

えれば致し方のないことではあったが、結果として冀東皮影戯

があたかも中国の皮影戯の代表であるかのように受けとめられ

＊	 本稿は日本学術振興会科学研
究費補助金「近現代中国にお
ける伝統芸能の変容と地域

社会（平成 22 年度、基盤研究 (B)、

課題番号：22320070、研究代表者：

氷上正）による成果の一部で

ある。
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たのは問題だった。これに対し、北京西派皮影戯の研究によっ

て、他地域の皮影戯との比較検討の必要性を説いたのが千田大

介氏で [1]、以後筆者は氏とともに山西の皮腔皮影戯・碗碗腔

皮影戯、陝西の碗碗腔皮影戯・弦板腔皮影戯・道情皮影戯、浙

江の海寧皮影戯などの調査研究を行った。

これによって、冀東皮影戯の属する梆子腔の系統は比較的後

発で、従来行われていた皮影戯を淘汰する形で東へと広がって

いったものであること、また大部の書写テキストを有し、これ

を見ながら上演するというその特性は、他地域の皮影戯におい

てはあまり一般的でないこと、さらに戦後の歴史や上演環境・

分布状況などの点では、地域を越えて共通する要素が存在する

ことなども了解するに至った。

昨年来、さらに新たな調査対象として安徽の皖南皮影戯にも

着手したが、その一方で、これまで他地域の皮影戯を対象に

行った調査で得た知見を生かし、かつそれを再検討するために、

皮影戯研究の出発点である冀東皮影戯についても、立ち返って

研究する必要性を実感した。そこで検討の対象としたのが、今

回取り上げる東北皮影戯である。

東北皮影戯は大きく分けて以下の 4 種があるとされる。

（一）遼寧省西部の遼西皮影戯

（二）遼寧省南部の遼南皮影戯

（三）吉林省西部の吉林皮影戯

（四）黒竜江省中部の竜江皮影戯

これらはいずれも冀東皮影戯の勢力下にあり、また現地の方言

や音楽と結合し、独特の風格を有していると言うが、具体的に

どこがどう違うのか、詳しいことはあまりよく解っていない。

また、地域によっては現在でも上演活動がさかんに行われてい

るのにもかかわらず、冀東皮影戯の「本拠地」ではないという

[1]	 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』成果報

告論文集（平成九－十一年度科学

研究費基盤研究 (C)、課題番号：

09610462、研究代表者：岡崎由

美）2001 年）66-95 頁。
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理由もあって、唐山や楽亭などと比べて注目されず、あまり調

査・研究が進んでいない。

そこで本稿は、（一）に属する遼寧省凌源と、（四）にあたる

黒竜江省哈爾浜を対象に、入手した先行研究や 2010 年夏期に

実施した予備調査をもとに、今後の本格的な実地調査に向けて

問題点を整理し、現段階における中間報告とするものである。

2.	 凌源皮影戯

凌源は遼寧省朝陽市の西端に位置する県級市である。西側は

河北省承徳市平泉県と、内モンゴル自治区赤峰市寧城県に接し

ており、いわば三省の境界地点にあたる。交通が不便な山間部

に位置し、また今なお外国人未開放地区であるということも

あって、他地域に比べるとあまり開発は進んでいない。しかし

そのおかげでというべきか、市文化局の説明によれば、現在で

も農村を中心に 20 弱の皮影戯劇団が活動しているという。

2010 年の夏に訪問した朝陽市永興皮劇団では、一尺八寸

（約 60cm）とかなり大きな影人を使用していたが、団長の馬金

武氏によれば、戦後は一尺から一尺二寸のサイズが一般的だっ

たのに対し、この十年ほどで観客数が増加したため、改良した

のだという。また、氏は 1990 年代になってから皮影戯上演を

学んだということだったが、各地の皮影戯が芸人の後継者不足

に悩まされている中で、比較的稀なケー

スであると言える。こうした点からも、

凌源の特異性が了解される。

凌源皮影戯の研究は、すでに現地研究

者の韓琢氏によって強力に進められて

いる。氏は 1938 年生で、1958 年に凌

源文化館に入り、1980 年には館長に就

任、1998 年の定年後も顧問として留ま

り、一貫して凌源皮影戯の研究に従事し

朝陽市永興皮劇団
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てきた。いわば行政畑で一般の上演を

管理する立場にある人物であるが、自

らも皮影戯の愛好者であり、請われて

劇団で伴奏を務めたこともあるという。

1980 年代には郭永山氏ら凌源の老芸

人に対して聞き取り調査を実施し、さ

らに全国をまわって各地の皮影戯を視

察して膨大な資料を集め、『凌源皮影

音楽簡介』[2]および『凌源皮影戯唱

『凌源皮影音楽簡介』

韓琢氏（中央）

腔選』[3]を公刊した。なお 2010 年の調査で氏と面会した際に

は、手術直後ということであまり体調がすぐれない様子であっ

たが、今後の調査に対する協力を快く引き受けていただいた。

韓琢氏の著作では、凌源皮影の唱詞として七字句・十字句・

三趕七・五字錦・搭拉句子などを挙げているが、これらはいず

れも冀東皮影戯に見られるものであり、また文化館で収集した

以下の凌源皮影戯演目のリストを見ても、冀東皮影戯との共通

点が多い。こうした点から、現在の凌源皮影戯は河北の冀東皮

影戯が流入したものとみて、まず間違いないだろう。

（一）伝統演目

俠義縁、画中縁、聚虎山、五峰山、大崑山、落虎山、鶏爪

山、金鞭記、双魁伝、双名伝、松棚会、天門陣、紫金鐘、鎮冤

塔、天縁配、奇忠烈、鎖陽関、乾天剣、青雲剣、文武縁、劫竜

山、双岔山、泰華山、赫陽山、天汗山、西遊記、精忠伝、双失

婚、五峰会、竜鳳図、糸絨帯、鮫綃帳、小英傑、小西涼、神武

関、双峰剣、鴛鴦剣、金石縁、五祥山、雲竜山、青峰山、丹鳳

山、四平山、双鎖山、五虎伝、興竜伝、分竜会、楊辞宋、珍珠

塔、党人碑、梅花亭、桃花扇、招賢強、竜鳳剣、霊飛鏡、真仮

縁、金頂山、長寿山、両狼山、臥鳳山、鶏宝山、血書記、三賢

伝、飛竜伝、群仙会、鳴冤閣、大金牌、二度梅、碧玉鐲、鉄丘

墳、平西冊、双掛印、虹霓剣、全家福、乾坤帯、蕉葉扇、大八

[2]	 朝陽地区文化局劇目室、
1984 年。

[2]	 朝陽地区文化局劇目室、
1984 年。なお巻末に「凌源
皮影芸人小伝」が付されてい
る。
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義、封神榜、天竺国、鉄弓刑、血書詔、三国、百花亭、顛倒

配、牛馬灯、九頭鳥、対雀屏、天縁夢、英唐国、破澶洲、香錦

帕、竜門陣、薄命図、少西唐、九件衣、金玉梅、十道関、蝴蝶

杯、下滄州、反漢図、満春園、楊家将、李自成、飛虎夢、江東

橋、定唐、仙桃会、碧玉釧、玉琥環、紫荊関、楊家将、回竜閣、

破孟州、打登州、盗馬関、五竜島、鷹爪王、瓊林宴、太極鐲、

降竜夢、珠宝釵、反西涼、十五串、全忠義、漁家楽、九更天、

反唐、降魔陣、陰陽陣、包公案、訪煤窯、全林寺、瓦崗寨、鑌

鉄鐧、呼家将、告御状、回竜衣、贈金鐘、金光陣、双竜伝、綠

牡丹、界牌関、群羊夢、升仙伝、鬥牛山、双俠配、三省荘、両

界山、五鳳楼、隋唐伝、雷峰塔、白蟒山、金玉釵、五竜会、斑

竹剣、風雲会、臥竜崗、老西唐、炎天雪、双祠堂、翠峰山、忠

節義、滑台関、九虎山、鴛鴦扇、警忠夢、鶏鳴山、英雲夢、竜

安府、双鳳山、双鳳奇縁、吳越春秋、泥馬渡江、雪月双珠、金

滕玉箸、燕飛女俠、薛礼征西、鉄樹開花、薛剛追印、還俗登第、

劉秀走国、燕王掃北、白玉蝴蝶、姜朋征西、唐王征東、盛世奇

縁、秦英征西、空函認義、紅娘女俠、岳雷掃北、夢想奇縁、五

色祥雲会、蘇景竜征南、岳天剛掃北、十二金銭鏢、楊満堂掃北

（二）現代戯および単折戯

血涙仇、苦菜花、李双双、紅雲崗、采蘑菇、掃塵記、唐業成、

頌王傑、双槍記、三世仇、搬家、倆隊長、焦裕禄、三月三、買

牛記、高玉宝、海霞、一家人、探家、追驢、探家記、学雷鋒、

酒禍、火焰山、宝蓮灯、杜十娘、王秀蘭、小女婿、杜鵑山、画

皮、銀鎖記、劉胡蘭、洞庭湖、熬五関、平原槍声、結婚前後、

双喜臨門、竜馬精神、烈火金剛、小兵張嘎、南海長城、搶険救

井、驕傲白鵝、箭桿河辺、南方来信、大年三十、蘆湯火種、紅

梅迎春、紅石鐘声、行動之前、紅螺仙子、解放錦州、抗属婦女、

山荘紅医、解放述陽、中心逃獄、解放会川、迎風飛燕、鞭打蘆

花、小保管上任、智取威虎山、張金彩帰隊、小二黑結婚、三打

白骨精、費玉容刺虎、老倆口学毛選、野火春風斗古城
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なお、凌源皮影戯の起源については、遼寧省文化庁のサイト

では乾隆 38 年（1773）の序がある哈達淸格撰『塔子溝紀略』

に以下の記述があるとし、ここから凌源皮影戯は「すでに三百

年の歴史がある」とする [4]。

	塔子溝庁が初めて建てられたとき、影戯はすでにたい

へん盛んだった [5]。

ただ、筆者の見た遼海叢書所収本では以上の記述は確認で

きない [6]。サイトでは出典となった巻数が挙げられておらず、

また韓琢氏も著作の中でこの資料については触れていないの

で、誤伝である可能性が高いと思われる。塔子溝は凌源の旧称

で、清朝が駐屯施設として塔子溝庁を設置したのは乾隆 5 年

（1740）のことであるが、この段階ではまだ凌源への入植は本

格化しておらず、この時すでに皮影戯が当地で盛んだったとい

うことも考えづらいし、仮に行われていたとしても、乾隆年間

にはまだ冀東皮影戯は形成されていないので、現在の凌源皮影

戯との直接的な繋がりは無いだろう。

問題は、冀東皮影戯がいつ凌源に流入したかである。これに

ついて手がかりとなるのが、韓琢氏の「凌源皮影芸人小伝」に

載せる、戦後の県劇団の中心メンバーとなった佟敏と郭永山に

ついての以下のような記述である。

佟敏。1921 年生。河北省青竜県王子店郷の人。皮影

戯芸人を輩出する一族に生まれ、祖父の佟秀章について

皮影戯を学び、父の佟鳳洲と三人で皮影劇団に所属。生

活の糧を求めて一家で 1937 年に凌源にやってきて、そ

の後定住。1949 年に朝陽街で皮影社を設立、1957 年

に成立した凌源県皮影組に参加。

[6]	 遼海書社、民国 20 年（1931）

鉛印。

[4]	 「 凌 源 皮 影 」（ 遼 寧 省 文 化

庁，2009 年 8 月 12 日 ）

http://www.lnwh.gov.cn/
detail32/10933.html

[5]	 塔子溝庁初建之時，影戯已大
盛気。
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郭永山。1914 年生。遼寧省凌原市刀爾登郷の人。

1933 年に、万里の長城に沿って移動していた任八老爺

班（護城班）を刀爾登郷に招き、かれらとともに皮影戯

班を設立。1957 年に成立した凌源県皮影組に参加。

いずれの記述も、満洲国時代になってから移動劇団が外地か

ら凌源に流入・定住したという点で共通している。もちろん、

その後定住しなかっただけで、それ以前にも移動劇団が上演し

に来たことはあっただろうが、少なくとも解放後の凌源の皮影

戯は、満洲国時代に外地から流入した冀東皮影戯が基礎となっ

ているということが言えるだろう。なお、冀東皮影戯の「本拠

地」の一つである唐山の県劇団も、同じようにもとは満洲国時

代に万里の長城付近で移動上演を行っていた長城影社や抗日影

社が前身であり、成立状況について言えば凌源皮影戯とあまり

大差ない。ただ、唐山は早くから「抗日」を掲げていたという

点が大きく異なっており、これがあるいは戦後、唐山の県劇団

が、共産党によって中国の皮影戯を代表する団体であるかのよ

うに扱われた理由となっているのだろう。

さて、戦後の凌源皮影戯の歴史も他地域と同じく、「共産党

の指導」のもと、一方で県劇団が組織されて党の政策宣伝を担

い、また一方ですべての地域に「人間が演じる演劇」を作る政

策により皮影戯の人戯化が行われる、という流れで捉えること

ができる。

まず県劇団については、前述した佟敏・郭永山の伝記で触れ

た、1957 年に組織された凌源県皮影組がこれにあたる [7]。か

れらは 1959 年に現代劇『新婚之夜』『紅衛星上天』を発表、

1960 年には凌源県曲芸団皮影隊の一隊と二隊に改組され、現

代劇『双月重円』などを上演したが、文化大革命が始まると解

散を命じられ、台本は燃やされた。また人戯化については、県

劇団とは別に李鳳儒氏や周墨昌氏の「凌源県三道河子業余劇

[7]	 なお、1958 年の時点で凌源
の人口は 40 万以下だったが、
戯班はこの県劇団も含めて約
120 あり、芸人は専属・半
農半芸・アマチュアあわせて
700 人以上存在していたと
いう。
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団」が担当し、1954 年に皮影戯台本『馬潜竜走国』の一段

「姚憲殺妻」を人戯として上演することに成功した。この新劇

種は凌源影調戯と命名され、文化大革命中も様板戯の上演を行

い、その後 1980 年代まで存続したが、現在ではすでに消滅し

たと考えられる [8]。

さて、文化大革命後、凌源では早くも 1972 年に皮影戯上演

の復活が策定され、唐山で皮影戯を学んだ芸人の于振声氏を

中心に「三皇廟村皮影団」が組織されて、『杜鵑山』、『竜江頌』、

『紅灯記』、『紅雲崗』などの革命演劇を上演した。また 1979

年の朝陽市第一届皮影戯匯演開催を機に、旧県劇団のメンバー

を中心に「凌源県皮影代表団」と「刀爾登郷皮影隊」が組織さ

れ、その後この三者が凌源の公的な劇団として活動していくこ

とになる。

なお、1990 年代以降は経済発展により全国的に皮影戯が衰

退した時期であるが、凌源では逆に官主導で皮影戯の振興が

大々的に推進されている。1991 年に凌原市政府が中心となっ

て遼寧省第一届皮影調演を開催、1992 年には文化庁が凌源市

を「群衆皮影芸術活動基地」に、また 1996 年には文化部が凌

源市を「中国民間芸術之郷（皮影芸術）」と命名、さらに 2005

年に凌源皮影戯は国家級非物質文化遺産に指定されている。も

ちろんこうした動きは、この時点で影箱 [9]が 25、芸人が 212

名（うち市内に 100 人前後）存在するという、衰えることのない

皮影戯人気が支えている。市当局は我々外国人による皮影戯調

査にも極めて協力的であり、今後本格的な調査を期待できるも

のと思われる。

3.	 竜江皮影戯

竜江皮影戯も、冀東皮影戯の勢力圏だと言えるが、冀東から

遠く隔たった黒竜江省に位置するという地理的環境のために、

凌源とは大きく状況が異なっている。内容的には、哈爾浜市の

[8]	 『中国劇種大辞典』（上海辞書

出版社、1995 年）329 頁、お
よび『中国戯曲志・黒竜江
巻』（中国 ISBN 中心、1994 年）

57-58 頁。

[9]	 影箱とは皮影戯の人形 1 セ
ットの入った箱のこと。これ
があれば上演することができ
るので、その数は劇団数とほ
ぼ同じと考えることもできる
が、参加する芸人は固定メン
バーではなく、流動的である。
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北側にある綏化市望奎県を中心とする「江北影」と、哈爾浜市

の南側にある双城市に由来する「江南影」、および旧時に哈爾

浜城内で行われた「老奤児影」の三種類が存在する（なお、こ

こで言う「江」とは、松花江のことである）。

まず、望奎県の江北影は、韓世昌「望奎県皮影芸術」によれ

ば以下のような経過を経て形成されたものだという [10]。

同治 4 年（1865）に、瀋陽以西から移民してきた皮影

芸人の斉忠孝・韓福・頼継弓らが影箱を 2 つもたらし

たことで始まり、さらに 1900 年から 1920 年の間に、

何洪飛・周景山・趙清水・李世英の 4 つの影箱が相次

いで流入した。1950 年に芸人の張学文が灤州皮影戯と

東北皮影戯を融合させた「両口水」を創始した。芸人は

いずれも観音を祖師爺としている。

この記述から、望奎への皮影戯の伝来は、同治年間と清末民

初の二回の波があったことが想像される。後者については、同

時期に冀東皮影戯が東北地方の各地に伝播しているので、これ

もその一つと考えるのが妥当だろう。問題は同治年間に伝来し

たとされる皮影戯である。解放後に張学文氏が灤州皮影戯と融

合させた「東北皮影戯」がこれにあたると思われるが、そうす

ると逆にいえばこれは冀東皮影戯では無いことになる。ここで

注目されるのが「観音が祖師爺」という点で、これは北京西派

皮影戯と共通する。北京西派皮影戯は琢州影とも呼ばれ、冀東

皮影戯の一派である北京東派皮影戯よりも古層に属する。ここ

から、望奎に同治年間に伝来したとされるのも、同じく冀東皮

影戯伝来以前の古層に属する皮影戯であり、同地では新旧両層

がごく最近まで併存していたと推測されるのである。

次に、双城市の江南影については、それぞれ内容の異なる

「東派」と「西派」の二種類がある [11]。まず東派は、双城の

[10]	『黒竜江省芸術史集成資料匯
編』第八期（黒竜江省芸術研究所、

1986 年）所収。

[11]	 魏力群『中国皮影芸術史』（文

物出版社、2007 年）66 頁、江
玉祥『中国影戯与民俗』（淑

馨出版社、1999 年）134 頁によ
る。両書の記述はおそらく田
国忠・呉徳政「双城皮影簡
史」（『中国戯曲志黒竜江巻資料匯

編』第三集、1986 年）に依るも
のと思われるが、未見。
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県城の東側にある東官所（現在の東官鎮一帯）を根拠地とし、「流

口影」または「溜口影」と称される。光緒 21 年（1895）に満

人の馬徳華・趙国海・于才子らがもたらし、満八旗の軍中を中

心に上演を行ったことが始まりだという説と、嘉慶年間に吉林

将軍富俊が双城に派遣されてきた際に満八旗の皮影戯を持ち込

んだという説があるが [12]、共通するのはどちらも満洲旗人と

の関連を挙げていることである。また「溜口影」とは、書写テ

キストを持たず、記憶に頼って上演する形態を指しているのだ

ろうが、これも望奎の皮影戯古層と同じく、北京西派皮影戯を

連想させる。

また、もう一方の西派は、双城の県城の西側にあった西官

所（現在の団結満族郷一帯）を根拠地とし、「翻書影」とも称され

る。道光 30 年（1850）に張振江・馮兆祥・郭武生らが河北皮

影を持ち込んだものだという伝承があるが、この三人の弟子に

「三清」（王連清・王品清・王尚清）・「三広」（鄭広福・鄭広成・鄭広

和）・「温家三父子」（温徳発・温玉成・温長淮）といった芸人がお

り、さらにそのまた弟子の王鳳閣たちは戦後省劇団で活動した

世代であることを考えると、多めに見積もったとしても第一世

代は道光年間には届かない。こうした点から、西派は恐らく望

奎の皮影戯新層同様、清末民初の頃伝来した冀東皮影戯の系統

だと思われる。

そして三つめの老奤児影は、唐山商人の蒙本天が 1925 年に

哈爾浜市に連れてきて、そのまま城内の茶社などで戦後まで

上演を続けた、張栄久ら九名の芸人から成る「王華班」を指す。

かれらが行ったのは、唐山出身ということからも解るように、

もちろん冀東皮影戯である。

以上の点からすると、竜江皮影戯には恐らく満洲旗人が持ち

込んだ北京西派皮影にも連なり得る古いレイヤーと、清末から

民国にかけて流入した新しい冀東皮影戯のレイヤーとが存在す

ることが推測される。こうした状況は、千田大介氏「華北旧皮

[12]	 趙鳳山「談東北地区満族皮
影」（『満族研究』1996 年第 1 期）

76-77 頁。
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影戯初考」で説かれた以下のような観点を補強するものとな	

る [11]。

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。

上記論文で検討された「福影」は現在すでに消滅してしまっ

たが、竜江皮影の古層は、以下に述べる解放後の状況から考え

て現在でも命脈を保っているものと思われるため、今後の実地

調査による解明も期待できるだろう。

さて、解放後の 1951 年に、江南影西派の第二世代にあたる

双城の温長淮の劇団が哈爾浜市に呼ばれ、松江省皮影戯実験工

作隊に改組されて、城内に定住して党の宣伝工作を担うこと

となり、さらに 1954 年には「黒竜江省木偶皮影芸術劇院」と

なった。この省劇団は、竜江皮影の新古二層のうち、冀東皮影

戯の系統を中心に組織されたものと言うことができるが、古層

の芸人も加わっている上、1954 年の改組の際に瀋陽皮影戯の

芸人・高殿卿が劇団の中心に据えられ、さらに伝統演目を廃止

して『禿尾巴老李』・『東郭先生』・『鶴与亀』などの新作劇へシ

フトしたため、この時点で江南影西派本来の特徴は相当希薄に

なったと見るべきであろう。その後省劇団は文化大革命でいっ

たん活動を停止した後、1972 年に「哈爾浜市民間芸術劇院皮

影劇団」の名で復活し、さらに 1984 年には「哈爾浜児童芸術

劇院皮影劇団」となって現在に至っている。

一方の、戦前から城内で上演を行っていた張栄久らの劇団は、

1957 年に哈爾浜曲芸団皮影隊へ改組され、しばらくは伝統演

[13]『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』、平成 14-16 年
度科学研究費基盤研究 (B) 研
究成果報告論文集、2005 年、
30-42 頁。
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目の上演を行っていたが、1965 年に解

散を命じられ、メンバーは全員ドラム缶

工場での労働に従事することとなり、老

奤児影は消滅した。また、1950 年代に

は哈爾浜市でも他地域と同じく人戯化が

進められ、新劇種の「竜江劇」が立ち上

がったが、母体となったのは二人転と拉

場戯で、竜江皮影戯はメロディの一部が

「影腔」の名で採用された程度に留まり、

積極的には関わることは無かったようで

ある。

今回の調査では、省劇団を定年退職した老芸人の于久文氏を

訪問した。氏は現在「久聞民間芸術工作室」を開き、「満族旗

人皮影芸術」の教授と上演を行っているが、中身はやはり戦後

の省劇団の児童劇が中心である。また高殿卿氏の娘で、やはり

省劇団を定年退職し、現在は自らの劇団「黒竜江華芸皮影団」

を運営している高淑芳氏にも今後の調査協力を依頼しているが、

状況は恐らく于氏と同様であろう。戦前から活動した世代はす

でに世を去り、現在存命中の「老芸人」は、主には文革後に省

劇団で活動した世代であることを、調査の際には念頭に置く必

要がある。

4.	 	おわりに

本稿で検討してきた事例を踏まえ、今後東北皮影戯の調査・

研究を進めるにあたっての課題として、以下三点を挙げておき

たい。

（一）音楽や演目の検討による、東北皮影戯の史的展開の解

明。具体的には、恐らくは満人たちの間で行われ、北京西派皮

影戯などとも繋がりがあることが予想される古層皮影戯の解明

と、清末以降流入してきたと思われる新層の冀東皮影戯の伝播

于久文氏（中央）
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状況の検討が挙げられる。ただ、これまでの経験から言えば、

先行研究の段階では当然のこととして了解されていた事項でさ

えも、現在の当事者にはもはやおぼつかなくなっていることが

多いので、実地調査によって新たな歴史的伝承を掘り起こすこ

とは期待できない。むしろ現有のデータをもとに、音楽や演目

などについて再検討し、また満洲開拓史の分野における研究成

果なども参照することで、当地における皮影戯の形成・伝播に

ついて考察を積み上げてゆくという手法を採ることになるもの

と思われる。

（二）農村部における上演実態の調査。東北皮影戯の上演に

ついては、その形態から願影・会影・喜影に分類して説明して

いるものがあるが [14]、その際にどのような演目が選ばれるの

か、またそれらが具体的にどのような動機・環境・人的ネット

ワークによって上演されているかといった点について、詳細に

検討する必要がある。幸い、調査地として選んだ凌源や哈爾浜

については、現在でも農村部で上演がさかんなので、現地研究

協力者を介して実地調査を行うことが可能であると思われる。

（三）省劇団・県劇団の歴史。筆者が皮影戯の研究を始めた

1990 年代とは異なり、現在では省劇団や県劇団で文革後を中

心に活動してきた世代が定年を迎え、存命の関係者の中で最高

齢になりつつあるという状況にある。それは竜江皮影戯だけで

なく、凌源皮影戯についても同様で、例えば 2008 年に国務院

が公布した第二批国家級非物質文化遺産リストで「凌源皮影戯

第一批省級代表性伝承人」として挙げられているのは、伝統演

目の継承者ではなく、文革後に現代戯を上演した于振声氏と

なっているのである。筆者はこれまで、伝統演目のテキストを

重視する立場から、党による制約が存在しなかった民国期をい

わば「無菌状態」に見立て、そちらを主眼に置くという態度を

取ってきたが、すでに解放後の省劇団や県劇団自体が「歴史」

となった今、そこでどのようなことが行われたのか、調査・記

[14]	 高中興「解放前的東北皮影
戯」、『黒竜江文志資料』第八
輯（黒竜江人民出版社、1983 年）

117-123 頁。
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録し検討しておくことも必要な段階に来ているのだろう。
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中国古典戯曲
総合データベースの構築

千田　大介・二階堂　善弘・山下　一夫・師　茂樹

1.	 はじめに

1990 年代以降、Windows とインターネットの普及は、中

国学の分野にもデジタル化の趨勢をもたらした。台湾中央研究

院漢籍電子文献の二十五史全文検索のオンライン無償公開に始

まり、書同文社が制作を担当した中国ミレニアムプロジェクト

の『文淵閣四庫全書』全文検索版、同じく書同文社の『四部叢

刊』、そして愛如生社の『中国基本古籍庫』等、多くの大規模

全文データベースが構築され、もはやデジタル的手法無くして

中国学研究が成り立たない状況にまで至っている。

こうした流れから我が国の中国学は大きく取り残されている。

20 世紀、日本中国学は世界最高水準を誇っていたが、その栄

光をもたらしたのは煎じ詰めれば諸橋『大漢和辞典』そして逐

字索引やカードという、アナログ時代の最先端テクノロジーで

あったと言えよう。日本の企業の多くが 20 世紀の成功体験か

ら抜け出せず、グローバル化時代の新たな戦略を描けないまま

に総体として衰退に向かっているのと同様に、日本中国学も辞

書・索引といった方法を完全に継承するでもなく、また新たな

テクノロジーへの対応もままならず、国際的に埋没しつつある

のが現状ではなかろうか。

もっとも、日本中国学の過去の栄光は、中国本土の革命の熱

狂がもたらした伝統的人文学の衰退に依るところも大きいので

あり、中国経済が大きく発展した今にあって、中国学の中心が

中国本土に在るのはむしろ当然でもある。そうした状況下に

＊	 本稿は日本学術振興会科学研
究費補助金「中国古典戯曲総
合データベースの発展的研究
（平成 20 ～ 22 年度、基盤研究 (C)、

課題番号：17520237、研究代表者：

千田大介）による成果の一部

である。
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あって、日本中国学は独自のポジション・スタンスを確立する

必要に迫られているとも言えよう。その一つは、本国の研究者

にできない研究、たとえば外国人ならではの視座による研究や、

政治環境などによって現地で成立し得ない研究であり、もう一

つは、ややもすると粗放になりがちな中国人の研究を補完する、

日本人ならではの緻密な研究であると考える。

こと中国学のデジタル化については、異体字をそのままデジ

タル化し、異体字テーブルの充実によって検索の不便を補うと

いう、粗放的なデジタル化手法が、書同文社が『文淵閣四庫全

書』全文検索版を制作する際に編み出され、現在の中国の人文

学情報処理企業、中易社・創新力博社・愛如生社などはいずれ

も大なり小なり書同文社の血を受け継いでいるため、いずれも

同様のシステムでデジタル化を行っている。

数億字規模の大規模データベースであれば、こうした方法を

採るのは致し方ないところではあるが、しかし、それら粗放的

なデータベースは本文の閲覧と字句検索程度の機能しか持たず、

必ずしも学術研究のニーズに応えられないし、人が読むだけで

は気づかない情報をさまざまな分析手法で析出するようなこと

もできない。そうした欠点を補う、分野ごとの研究ニーズに

マッチした精緻な中小規模データベースやフリーデータに、人

文学情報処理分野における日本中国学の活躍の余地が残されて

いるのではなかろうか。

中国古典戯曲総合データベースは、かかる現状認識に基づい

て構想された。詩・詞・曲・文が組み合わさった複雑な文体を

持つ中国古典戯曲は、中国学全体の中でもデジタル化が比較的

遅れている分野である一方、デジタル的手法による音韻や語彙

の分析等を実現すれば、研究の新たな地平を拓くことも可能に

なると思われる。

本稿では、これまで科研費のプロジェクトとして構築を進め

てきた中国古典戯曲総合データベースについて、その構想と構
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築の方法・進捗状況等について解説し、現時点までに実現され

た諸機能と今後の課題について明らかにしたい。

2.	 中国古典戯曲総合データベースの構想と収録
データ

2-1.	全体構想

中国古典戯曲総合データベースの構想については、以前の科

研費の研究成果報告論文の中でも言及したが [1]、その後の研

究の進展によって当初の構想から変化した部分も大きいので、

改めてまとめておく。

中国古典戯曲の研究は、従来からの美学的視点による作品

論・作家論などの美文学的研究、韻文としての曲に着目した曲

律研究、文化史や物語の形成・変遷に注目した研究、上演環境

を重視する演劇学的研究など多岐に渡るが、いずれにせよ、戯

曲作品のみを読解して完結するものでない。このため、戯曲研

究に有用なデータベースを構築するには、ただ戯曲の全文検索

ができればよいということにはならず、さまざまな周辺資料の

デジタル化も進めなくてはならない。

かかる観点から、中国古典戯曲総合データベースは以下のよ

うなジャンルやシステムを包含する計画である。

⃝戯曲本文

⃝曲律分析システム

⃝戯曲関連辞書

⃝白話語彙辞書

⃝曲譜

⃝韻書

⃝筆記資料

これらを有機的に関連づけ、多様な検索や分析に対応するこ

[1]	 千田大介「中国古典戯曲総
合データベースの構想と展
望」（『中国古典戯曲総合データベ

ースの基礎的研究』研究成果報告

書（平成 17 ～ 19 年度、科学研究

費補助金基盤研究 (C)、課題番号：

17520237、研究代表者：千田大

介）、平成 20 年）。
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とで、学術的有用性を高めることを企図している。

2-2.	収録データの選定と構築

本プロジェクトの目標は、専門的かつ総合的なデータベース

の構築にあるため、電子テキスト化する必要のある文献も多種

多様かつ厖大である。しかしプロジェクトの予算・研究期間で

できることは限られているため、学術上あるいは研究上の必要

性やデータベースの機能開発などを考慮して、対象を絞り込む

必要がある。

2-2-1.	戯曲本文

以前の科研費研究、および研究代表者・分担者が過去に関

わったプロジェクトを通じて、これまでに『元曲選』・『孤本元

明雑劇』・『六十種曲』および『目連救母』・『白袍記』など明金

陵富春堂本弋陽腔系伝奇十種などの戯曲全文データが蓄積され

ている。今回のプロジェクトではこれらに加えて、『元曲選外

編』・『盛明雑劇』・『盛明雑劇続集』・『雑劇三集』等の雑劇選集

を電子テキスト化した。

雑劇に関しては、これで元代から清代初頭にかけての主要な

作品はほぼ網羅できた。南戯・伝奇は長編であり、かなりの予

算が必要となるため、今回のプロジェクトでは大規模なデジタ

韻律分析システム
広韻・中原音韻・洪武正韻 etc.

戯曲テキスト
データベース

元曲選・孤本元明雑
劇・六十種曲 etc.

曲牌データ
ベース
南北詞簡譜
etc.

古典戯曲全文データベース

周辺資料データベース

周辺資料全文データベース
南詞叙録・劇説・花部農譚 etc.

古典戯曲辞書
データベース

目録・解題データ
ベース

録鬼簿・今楽考
証・曲海総目提要

etc.

戯曲用語
データベース

詩詞曲語辞匯釈
etc.

図 1　中国古典戯曲総合データベース構想図
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ル化は見送った。

一方、今回のプロジェクトでは、既に入力されていながら整

理が進んでいなかった弋陽腔系伝奇の翻刻・整理作業に着手し

た。弋陽腔は明代の戯曲声腔としてはより低俗なレイヤーに属

するものであり、当時の通俗文化の階層性や地域性を考察する

上で貴重な資料である。また弋陽腔系伝奇は明末の徽調さらに

は清代のいわゆる花部へと発展していったとされるなど、そ

の文化史的価値も高い。しかし、『白袍記』が『宋元以来俗字

譜』の典拠の一つとなっているように、版本には俗字や音通が

多用されており、かつ弋陽腔の曲牌には崑曲のそれとは曲律の

異なるものが見られることなどから、中国でも翻刻はあまり進

んでいない。今回は、それらを版本から直接にデジタル化し、

その結果に基づいて翻刻作業を進めるという方法を試みた。

これらのデータは、データベースに登録して検索・分析に供

するのみならず、フリーテキストとしてダウンロードできるよ

うにする。コンピュータによるテキスト分析方法は数多いが、

それらは詳細な条件設定が必要となったり、莫大なマシンパ

ワーを消費することがしばしばであり、サーバへの実装になじ

まない。このため、データベースが提供する検索・分析機能は

ある程度絞り込む一方、そうした研究ニーズにフリーテキスト

の提供によって応える必要があると考える。

2-2-2.	戯曲関連工具書

今回のプロジェクトでは、各種辞書・工具書のデジタル化に

も重点を置いた。多くの辞書は著作権保護期間内であるため、

著作権法が改正されたとはいえ、デジタル化して検索・閲覧に

供するのは法に抵触する。しかしながら、辞書の目次・索引な

どを電子テキスト化するだけであれば特に問題は無いとされる。

辞書の項目とページ番号のみのデジタル化は、利便性や学術

的有用性の面で、当然のことながら全文デジタル化に遠く及ば

ない。しかし、複数辞書の横断検索が可能になるなど、資料調
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査の手間を相当軽減することができる。また、辞書で立項され

ている作品名・人名などのタームを整理して一意の ID を与え

れば、タームのマークアップ・一括抽出の実現に途を拓くこと

もできよう。本プロジェクトでは、従来からデジタル化済みの

『録鬼簿』・『曲海総目提要』等の古典目録に加えて、総合辞書

の『中国戯曲曲芸詞典』・『中国曲学大辞典』、戯曲目録の『中

国古典戯曲存目彙考』・『明清伝奇綜録』・『古本戯曲劇目提要』、

さらに伝記資料・論著の『方志著録元明清曲家伝略』・『中国古

代戯曲家評伝』などの目次あるいは索引を電子テキスト化し、

また『明清戯曲家考略』一～四編の人名索引を作成・入力した。

2-2-3.	白話辞書

白話語彙の辞書については、『戯曲詞語匯釈』・『元曲釈詞』

などに加えて、近年、『宋金元明清曲辞通釈』・『近代漢語大詞

典』などの大規模辞書が刊行されているが、それらに収録され

た語彙を横断検索するための総合索引が整備されていない。語

彙のリストをデータベース化することで、そうした不便を解消

するとともに、作成した語彙のリストは、将来的な元明清白話

文の形態素解析や、語彙の年代・地域性によるテキスト分析な

どの実現に向けた、基礎的データとしても利用できよう。

語彙リストを入力した辞書は、『戯曲詞語匯釈』・『元曲釈

詞』・『詩詞曲小説語辞大典』・『宋金元明清曲辞通釈』・『近代

漢語大詞典』・『古典戯曲外来語考釈詞典』である。このほか、

『詩詞曲語辞匯釈』については、既に著作権保護期間が満了し

ているので、全文を電子テキスト化した。

2-2-4.	曲譜

古典戯曲は、長短句・定型の曲牌を一定のルールに従って排

列する、いわゆる曲牌聯套体というスタイルを取る。そして、

曲牌の句数・字数・韻律などのルールをまとめた曲譜が、明代

以降、数多く刊行されている。本プロジェクトでは、弋陽腔系

伝奇の翻刻、あるいは戯曲本文からの曲牌抽出・整理の便を考
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慮して、主要曲譜に収録される曲牌名とページ番号をデジタル

化し整理を進めた。対象とした曲譜は、『太和正音譜』・『北詞

広正譜』・『旧編南九宮譜』・『増訂南九宮曲譜』・『南詞新譜』・

『九宮大成南北詞宮譜』・『南北詞簡譜』・『中国曲学大辞典』で

ある。

2-2-5.	韻書

韻律分析システムの開発に用いるため、既に入力済みであっ

た『中原音韻』を整理するとともに、CJK 統合漢字に対応した

文字処理テーブルを作成し、技術的検討を進めた。

2-2-6.	筆記資料

戯曲に関連する筆記資料としては、従来に引き続き、焦循

『劇説』の校訂作業を進めた。その過程で作成された、書名・

作品名・人名・戯曲用語などの注釈は、整理の上、データベー

スの項目に転用される。また、既に入力済みであった褚人穫

『堅瓠集』の整理・整形を進めた。

2-3.	データベースの機能

2-3-1.	検索機能

データベースは、当然のことながら、収録されたレコードの

検索機能を持つ。しかしながら、どの程度の検索機能を持たせ

るかについては一考の余地がある。

中国学のデータベースを眺め渡しても、検索機能は千差万別

である。台湾中央研究院漢籍電子文献では、単純な語彙指定に

加えて、ワイルドカード的な検索条件設定を提供している。一

方、『四庫全書』・『四部叢刊』などの書同文系データベースで

は、複数の検索語句が一定文字数の範囲内に出現するかを設定

する “%nn” が提供されるだけ [2]で、その代わりに異体字や同

音字の一括検索機能が充実している。一方、パソコンの操作に

習熟したユーザであれば、正規表現による検索・抽出が便利で

あろうし、検索結果の表示も KWIC が便利であろう。

大多数のユーザが、スペース区切りで複数の検索語を入力す

[2]	 この検索機能は、マニュアル
等には記載されていない。国
内では、漢字文献情報処理
研究会 2002 年春季公開講座
「漢字文献データベースの
最前線」（2002 年 3 月 31 日（日）、
慶應義塾大学三田キャンパス東館

6F	G-SEC	Lab）にて、書同文
社（当時）の朱岩氏により披
露された。
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る程度の使い方しかできない現状からすれば、大半のニーズに

は単純な字句検索だけでも応えられようが、将来的には、検索

範囲の限定機能や正規表現検索・KWIC 表示などへの対応が必

要となろう。

2-3-2.	曲律分析システム

本プロジェクトでは、曲譜などのデータを元にした演繹的な

韻律分析・曲牌同定手法、また各曲牌の曲辞の音韻情報から帰

納的に曲律を導き出す手法などの確立を、長期的な目標として

いる。今回はその初期的段階として、委託入力した『中原音

韻』に基づき、Unicode に対応した音韻テーブルを開発し、曲

辞の音韻情報を表示するシステムを開発した [3]。

なお、日本や欧米のテキスト分析ではしばしば形態素解析の

手法が用いられるが、中国語に限って言えば、その実現にはさ

まざまな困難が存在する。形態素解析では、文の単語が分かち

書きされていること、分かち書きされた単語の品詞がテーブル

との対照で自動的に確定できることが必要となる。しかし中国

語は欧文と異なり、単語ごとに分かち書きされない上に、文

言・白話を問わず、一つの語が複数の品詞を兼ねるのがごく一

般的である。しかも韻文ともなれば、主述・動賓などの語順も

しばしば倒置される。このため、中国語文で単語区切りや品詞

情報のマークアップなどの作業を自動化することは、他の言語

にもまして困難である。その難易度は文言文の方がより高いこ

とは自明であるし、現状では白話語彙テーブルすらも整備され

ていない。文言と白話が混在する古典戯曲では、完全に人手に

よって品詞や文成文の情報をマークアップすることになろう。

従って、現時点の技術水準で古典戯曲の形態素解析を実現する

には、厖大なマンパワーとコストが必要になることは火を見る

よりも明らかであり、現実的選択とはなり得ないと考える。こ

うした技術的認識に基づき、本プロジェクトでは形態素解析の

実現を、目的から外している。

[3]	 音韻テーブルの開発について
は、研究分担者：山下が別稿
にて論ずる予定である。また
音韻情報表示同システムにつ
いては、研究分担者：師が
「中国古典戯曲研究のための
音韻表示システムについて」
（漢字文献情報処理研究会第 13 回

大会、2010 年 12 月 18 日、慶應

義塾大学日吉キャンパス来往舎中

会議室）にて詳細を報告した。
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3.	 文献のデジタル化

3-1.	文献の委託入力

本プロジェクトではデジタル化した文献をデジタル化して検

索・分析に供することを目的としている。このため、前提とし

てデータベースに収録される文献のデジタル化、すなわち電子

テキスト化が必要となる。パートやアルバイト等による手入力、

いわゆる打ち屋への委託が一般的な我が国の電子テキスト入力

態勢では、日本語では使用されない漢字や異体字が頻出する中

国古典文献に対応することが困難であり、必然的に中国語圏の

テキスト入力サービスを利用することになる。

中国や台湾におけるテキスト入力委託については、研究代表

者・千田がかねてより現地の複数の企業を訪問・調査して委託

先を切り開くとともに、それぞれの技術的長所・短所を考察し

てきた [4]が、改めてまとめておく。

中国古典の入力は、コストの面から中国本土の業者の競争力

が強い。国内の大学・機関には漢籍目録や論文目録のデジタル

化を台湾の企業に委託しているところも多いが、データの入力

は結局のところ本土の業者の孫請けに出されているので、検

索・分析システム等の購入が必要ないのであれば、直接本土の

業者に委託するべきである。

現在、中国古典の大規模委託入力に対応している企業として

は、書同文・中易・創新力博・愛如生などがある。前述のよう

に、これらの企業はいずれも、書同文が『四庫全書』電子版の

開発に際して開発した方法を、何らかの形で継承している。例

えば、中易のテキスト部門のエンジニアは書同文出身であるし、

創新力博の社長も元書同文社員である。愛如生は、当初、書同

文の文献デジタル化システム「数碼太師」を購入して文献のデ

ジタル化を進めたが、自社製の異体字テーブルが完全とは言い

難く、それが同社の『中国基本古籍庫』のユーザビリティが

[4]	 「中国の人文情報処理企業の
最新動向」（『漢字文献情報処理

研究』第 6 号、2005　再収録：科

研費報告書『中国古典戯曲総合デ

ータベースの基礎的研究』、2008）、
「台湾・中国へのデータ委託
入力の実際―実例に即し
て」（科研費報告書『次世代中国

古典文献データベース構築の基礎

的研究』、2005）、「中国におけ
る古典文献データベースの構
築　書同文公司へのインタビ
ューを通じて」（『漢字文献情報

処理研究』第 2 号、2001）。
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落ちる一因ともなっている。このほか、当初の『中国基本古籍

庫』のクオリティの低さなどを勘案し、同社の思想・システム

には些か不安を感じられたため、委託先候補から除外した。

このため、テキスト入力委託先としては、書同文・中易・創

新力博の三社が候補となる。いずれも入力コストはほぼ同等で、

テキストの精度保証も価格に比例するため、大差ない。このた

め、技術的特長に基づいて業者を選定することになる。

中易は文字の入力が手入力であるので、OCR では読み取る

のが難しい手鈔本の入力に向いている。また、原本の版式を

再現した PDF を作成してくれるので、原本の画像と連携させ

る時に便利である。一方、XML のマークアップに対応したシ

ステムを持たず、エンジニアが DTD に基づき手入力するため、

XML タグの打ち間違えが多くなる。

創新力博のシステムは、同社社長の王小波氏が書同文のシス

テムを全て JAVA で書き直したものが基本となっており、両社

のシステムはほぼ同等の機能を持つ。ただし、書同文は『四部

叢刊』当時のシステムをアップデートしておらず、Unicode の

BMP にしか対応できない一方、創新力博は Ext.B まで対応して

いる。創新力博社はウェブサーバ向けの文献閲覧・検索サービ

ス用ソフト「青典」を開発しており、それを利用して文献デー

タベースをオンライン公開することができる。

XML のマークアップに関しては、書同文の質がもっとも高

いが、これはシステムの優劣というよりも、担当者の細かさに

由来する部分が大きい。

本プロジェクトでは、戯曲の複雑な文体を XML 文書として

デジタル化する。また、国際的な情報流通を考えれば、文字

入力方式 XML タグ Unicode システム・特色
書同文 OCR+ 校正支援システム 対応システム CJK+（CJK	Ext.A ＋外字）数碼太師
中易 手入力 + 校正支援システム 完全手入力 Ext.B PDF 化出力
創新力博 OCR+ 校正支援システム 対応システム Ext.B 青典
表 1　中国のテキスト入力受託業者の技術比較
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作品	 タイトル
	 著者名
		 折・齣	 折・齣タイトル
	 	 白	 科
	 	 曲	 牌
	 	 	 曲文	 科
	 	 	 	 襯字
	 	 	 	 夾白
		 	 詩	 句
	 	 	 科
	 題目
	 正名

図 2　中国古典戯曲の論理構造

コードは Unicode の最新規格に対応していることが望ましい。

以上の理由から、委託業者には創新力博社を選定した。

3-2.	XML 文書の委託入力

XML とは、Extensible	Markup	Language の略である。ウェ

ブページの記述言語として使われる HTML（Hyper	Text	Markup	

Language）が、あらかじめ定義されたタグのセットしか使え

ないのに対して、ユーザがタグセットを自由に定義するこ

とができる。そのタグの名称や論理構造の定義に用いられ

るのが DTD（Document	Type	Definition）である。XML 文書をブ

ラウザで表示する際には、XSLT（Extensible	Stylesheet	Language	

Transformations）によって、XML 文書を HTML に変換するよう

に設定する。

XML の詳細については専門書を参照して頂くとして、以下

では文献の委託から完成した XML 文書の表示までを、ごく大

まかに解説しておく。

文献を XML 文書として入力するよう委託する際には、まず

委託する文献の論理構造を検討してタグの体系を DTD によっ

て記述し、原本のどの書式にどのタグを適用するかを説明する

必要がある。

中国古典戯曲の文体は、概ね図 2 のようなツリー構造を取

る。この構造を DTD を使って定義する。例えば『元曲選』収

録雑劇の DTD は以下のようになる。

<!ELEMENT	雜劇	( 雜劇題 ,	作者 ,	折 *,	題目 ,	正名 )	>

<!ELEMENT	雜劇題 (#PCDATA)>

<!ELEMENT	作者 (#PCDATA)>

<!ELEMENT	折 ( 折題 ,	白 *,	曲 *,	音釋 )	>

<!ELEMENT	折題 (#PCDATA)>

<!ELEMENT	白 (#PCDATA| 科 )*>

<!ELEMENT	科 (#PCDATA)*>
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<!ELEMENT	曲	( 牌 ,	曲文 )	>

<!ELEMENT	牌 (#PCDATA)>

<!ELEMENT	曲文 (#PCDATA| 科 | 夾白 )*	>

<!ELEMENT	科 (#PCDATA)*>

<!ELEMENT	夾白 (#PCDATA)*>

<!ELEMENT	音釋 ( 音釋題 ,	音注 *)	>

<!ELEMENT	音釋題 (#PCDATA)>

<!ELEMENT	音注 (#PCDATA)>

<!ELEMENT	題目 (#PCDATA)>

<!ELEMENT	正名 (#PCDATA)>

XML 文書は UTF-8・UTF-16 などの Unicode の符号化文字

方式に対応し、タグに漢字をそのまま用いることができる。中

国古典文献であるのだから、英語よりも漢字で直接記述した方

が直感的で良かろう。完成した XML 文書は、以下のようにな

る。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

< 雜劇 >

< 雜劇題 > 薛仁貴榮歸故里雜劇 </ 雜劇題 >

< 作者 > 張國賓　撰 </ 作者 >

< 折 >

< 折題 > 楔子 </ 折題 >

< 白 >< 科 >〔正末扮孛老同卜兒旦兒上〕</ 科 >< 科 >

〔正末云〕</ 科 > 老漢是絳州龍門鎮大黃莊人氏。姓薛。

人都叫我是薛大伯。嫡親的四口兒家屬。婆婆李氏。我

有一個孩兒。是薛驢哥。學名喚做仁貴。媳婦兒柳氏。

俺本是莊農人家。俺那孩兒薛驢哥。不肯做這莊農的生

活。每日則是刺鎗弄棒。習什麼武藝。婆婆。孩兒往那

裏去了也。…中略…< 科 >〔薛仁貴拜科云〕</ 科 > 則
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今日是個吉日良辰。辭别了父親母親。恁孩兒便索長行

也。< 科 >〔正末唱〕</ 科 ></ 白 >

< 曲 >

< 牌 >【仙呂端正好】</ 牌 >

< 曲文 > 你如今離了村莊。別了鄉黨。拜辭了年老

爹娘。< 科 >〔薛仁貴云〕</ 科 >< 夾白 > 您孩兒

此去。定要赤心報國。展土開疆。博個封侯拜將而

回。父親放心者。</ 夾白 >< 科 >〔正末唱〕</ 科

> 你待要忘生捨死在這沙場上。則你那雄赳赳氣昂

昂。身凜凜貌堂堂。知甚日得還鄉。哎。兒也休教

您這兩口兒斜倚定門兒望。< 科 >〔同卜兒下〕</

科 ></ 曲文 >

</ 曲 >

< 白 >< 科 >〔旦兒云〕</ 科 > 大哥。妾身在家。情願

替你侍養公婆。你放心的自去。妾身送你出這柴門外也。

< 科 >〔薛仁貴云〕</ 科 > 大嫂。堂上無人。你自回去。

侍奉公婆。不必送我。< 科 >〔拜别科〕</ 科 >< 科 >

〔薛仁貴詩云〕</ 科 > 我今日遠去投軍。惟願你孝順雙

親。< 科 >〔先下〕</ 科 >< 科 >〔旦做悲科詩云〕</ 科

> 雖然是芳年連理。為功名只得離分。< 科 >〔下〕</

科 ></ 白 >

< 音釋 >

< 音釋題 >〔音釋〕</ 音釋題 >

< 音注 >< 字 > 拈 </ 字 >< 音 > 奴兼切 </ 音 ></ 音

注 >

< 音注 >< 字 > 赳 </ 字 >< 音 > 音九 </ 音 ></ 音注 >

</ 音釋 >

</ 折 >

…以下略…
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この XML 文書をダブルクリックしても、ブラウザで上記の

タグ付きのテキストがそのまま表示されてしまう。一般のウェ

ブページのように書式が整ったドキュメントとして表示させる

ためには、XML 文書のそれぞれのタグを、いかなる HTML タ

グに変換して表示するか、XSLT で定義する必要がある。

<?xml	version="1.0"	encoding="UTF-8"?>

<xsl :stylesheet	 version="1.0"	 xmlns:xsl="http://www.

w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template	match="/">

<html>

<xsl:apply-templates	select=" 雜劇 "/>

</html>

</xsl:template>

<xsl:template	match=" 雜劇 ">

<head>

<me t a 	 h t t p - equ i v= "Con t en t - S t y l e - T ype "	

content="text/css"/>

<link	rel="stylesheet"	type="text/css"	href="yqx.css"/>

</head>

<body	lang="zh">

<h1><xsl:value-of	select=" 雜劇題 "/></h1>

<p	class="auther"><xsl:value-of	select=" 作 者 "/></

p>

<xsl:for-each	select=" 折 ">

<xsl:apply-templates	select="."/>

</xsl:for-each>

</body>

</xsl:template>

<xsl:template	match=" 折題 ">
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<h2>

<xsl:value-of	select="."/>

</h2>

</xsl:template>

<!--		曲		-->	

<xsl:template	match=" 曲 ">

<p	class="quwen">

<span	class="pai">

<xsl:value-of	select=" 牌 "/>

</span>

<xsl:for-each	select=" 曲文 ">

<xsl:apply-templates	select="."	/>

</xsl:for-each>

</p>

</xsl:template>

<xsl:template	match=" 曲文 ">

<xsl:apply-templates	mode=" 曲文 "	/>

</xsl:template>

<xsl:template	mode=" 曲文 "		match="text()">

<xsl:value-of	select="."/>

</xsl:template>

<xsl:template	mode=" 曲文 "	match=" 科 ">

<span	class="ke">

<xsl:value-of	select="."/>

</span>

</xsl:template>

<xsl:template	mode=" 曲文 "	match=" 夾白 ">

<span	class="jiabai">

<xsl:value-of	select="."/>

</span>
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</xsl:template>

<!--		白		-->	

<xsl:template	match=" 白 ">

<p	class="bai">

<xsl:apply-templates	mode=" 白 "	/>

</p>

</xsl:template>

<xsl:template	mode=" 白 "		match="text()">

<xsl:value-of	select="."/>

</xsl:template>

<xsl:template	mode=" 白 "	match=" 科 ">

<span	class="ke">

<xsl:value-of	select="."/>

</span>

</xsl:template>

<!--		詩		-->	

<xsl:template	match=" 詩 ">

<xsl:for-each	select=" 詩句 ">

<xsl:apply-templates	select="."	/>

</xsl:for-each>

</xsl:template>

<xsl:template	match=" 詩句 ">

<xsl:apply-templates	mode=" 詩句 "	/>

</xsl:template>

<xsl:template	mode=" 詩句 "		match="text()">

<p	class="shi">

<xsl:value-of	select="."/>

</p>

</xsl:template>

<xsl:template	mode=" 詩句 "	match=" 科 ">
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<span	class="ke">

<xsl:value-of	select="."/>

</span>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

また、XSLT によって変換した HTML の書式を整えるため

の CSS（Cascading	Style	Sheets）を用意する。CSS のファイル名は

XSLT に記述しておく（p.32 下線部）。

.quwen	{font-size:	 large;font-family:	 "MingLiU",	serif;margin-

left:	60px;text-indent:	-60px;line-height:	40px;}

.bai	{font-size:	medium;margin-left:	60px;line-height:	30px;}

.ke	{font-size:	small;color:	#0000FF;}

.jiabai	{font-size:	small;color:	#008080;}

.auther	{font-size:	small;text-align:	right;}

h1{font-size:	xx-large}

h2{font-size:	x-large}

h3{font-size:	large}

.pai	{font-weight:	bold;color:	#000080;}

p	{letter-spacing:	5px;}

.shi	 {font-size:	 large;font-family:	 "MingLiU",	serif;margin-left:	

120px;line-height:	20px;}

.shiti	 {font-size:	 large;font-family:	 "MingLiU",	serif;margin-left:	

90px;line-height:	20px;}

XML 文書のヘッダに XSLT へのリンクを「<?xml-stylesheet	

type="text/xsl"	href="yqx.xsl"?>」（下線部は XSLT のファイル名）の

ように埋め込むと、図 3 のように表示される。

曲牌聯套体の戯曲である雑劇・伝奇の論理構造は基本的に同
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じであり、DTD や XSLT もほぼ

同じものになる。

戯曲本文以外では、『録鬼

簿』・『今楽考証』などの戯曲作

品目録も、著者名や作品名を区

別するため、論理構造を XML

でマークアップした。

一方、工具書の目次や索引の

入力は、CSV やタブ区切りテ

キストで事足りる。また、筆記

小説などの論理構造は、数ラン

クの見だし・段落・引用などで

あり、HTML に用意される各

タグで大抵表現できるので、必図 3　XSLTによる XML文書の表示

ずしも XML を使う必要は無い。ただし、文献デジタル化業者

は論理構造のマークアップという正しい HTML の使い方を必

ずしも理解しておらず、ややもすると文献の書式を div タグや

span タグで再現するような HTML を作成してしまいがちであ

るため、やはり事前の綿密な打ち合わせが欠かせない。

本プロジェクトでは、こうして作成した XML 文書を更に加

工した上でデータベースに登録し、検索・分析に供することに

なる。

なお、本プロジェクトで開発したタグセットを、TEI（Text	

Encoding	Initiative）の策定する共通フォーマットと如何に整合さ

せるかは、今後の課題である。

3-2-1.	異体字の問題

前述のように、中国のテキスト入力業者はいずれも書同文の

血を引いており、異体字は基本的に底本の表記通りにデジタル

化される。漢字文献を読む場合、人は複数の異体字を同じ文字

であると認識して読むことができるが、コンピュータでは異な
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る文字コードに定義された文字は全て別の文字として扱われて

しまい、検索・加工などで不都合が生ずる。書同文などは異体

字テーブルの充実によってこの問題を回避しているが、その

テーブルは非公開であるし、異体字テーブルを用いた分析・検

索では、システムが複雑化して負荷が増大するので、電子テキ

ストでは異体字ができるだけ一つの字形に寄せられていること

が望ましい。

Unicode に現在定義される 7 万字余りの漢字は、その大半が

異体字である。そうした異体字の中で、どの字形の漢字を優先

的に使うべきかの規範となるものに、松岡榮志氏を中心に策定

された BUCS がある [5]。Unicode の CJK 統合漢字 20,902 字の

範囲内であれば、BUCS の提供する字形表を元に変換テーブル

を作成してフィルタリングし、代表字形に揃えることができる。

しかし、Unicode の拡張漢字 A ～ C 領域の異体字には対応し

ていない。このほか、漢字データベースプロジェクト [6]でも

UCS 漢字検索用のテーブルを提供するが、常用漢字体に寄せ

るものである。将来的にはいわゆる正字体に寄せる Unicode

拡張漢字対応のテーブルを提供する予定であると聞いているが、

今のところは提供されていない。このため、拡張漢字に関して

は独自に変換テーブルを作成する必要がある。

ただし BUCS の代表字形は、いわゆる正字体に寄せられてい

るため、繁体字中国語環境でのデータベース運用上、ふさわし

くないと思われるものも見られる。例えば、代表字：淸　別字

形：清、代表字：爲　別字形：為　などがそれで、繁体字中国

語のドキュメントで一般に使われる字形、および MS 新注音等

の IME が優先変換する字形は「清」・「為」であるので、こち

らに寄せた方が検索・加工の利便性が高い。こうした漢字につ

いては、適宜、代表字形を入れ替えた。また入力したテキスト

から Ext.A・Ext.B・Ext.C の文字を抽出して対応する代表字形

を補完して異体字変換テーブルを作成し、perl スクリプトによ

[5]	 http://www.itscj.ipsj.or.jp/
ipsj-ts/02-05/ips_bsec/bsec.
htm

[6]	 h t t p : / / k a n j i - d a t a b a s e .
sourceforge.net/
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る一括置換で異体字を統一した [7]。

Unicode の Ext.C まで、約七万字のレパートリーを用いても、

若干の未定義文字が見受けられた。ほとんど誤字に近い俗字や、

簡体字の工具書の見出しに見られる繁体字の僻字を簡体字化

した漢字、いわゆる拡張簡体字などである。それらについては、

暫定的に IDS を埋め込んで対応した [8]。将来的には、上地宏

一氏が中心となって構築・運用する GlyphWiki[9]などを利用し

て、Web でグリフを表示できるようにする必要があろう。

4.	 MediaWiki によるデータベース構築

4.1	 なぜMediaWiki か

中国古典戯曲総合データベースは、前述のようにさまざまな

タイプのデータを包含した総合的データベースとして構想して

おり、検索による必要な情報の抽出のみならず、本文データの

閲覧や分類による項目の検索など、さまざまな使い方を提供し

なくてはならない。このため、洗練されたユーザインターフェ

イスが必要となる。

また、オンラインデータベースの構築には SQL を使う必要

があるが、そのフロントエンドを一々開

発するのはかなりの手間である。このた

め、既存のフリーのシステムを選定し、

カスタマイズして使用するのが現実的で

ある。このほか、登録されるデータが繁

体字中国語であり、またデータベースの

ユーザも日本国内よりもむしろ華語圏に

多いと思われるので、ユーザインター

フェイスが繁体字中国語に対応している

ことが望ましい。

こうした点を考慮し、中国古典戯曲総

合データベースではデータベースシス

図 4　MediaWiki 公式サイト

[7]	 ただし、一対多関係の異体
字（例えば「弁」と「辨」・「瓣」・

「辯」など）が存在するため、
最終的に人の手によるチェッ
クが必要となる。

[8]	 たとえば、「情」であれば
「⿰⺖青」のように漢字構造
を記述する方式。CHISE	プロ
ジェクトの関連ドキュメント
（http://www.kanji.zinbun.kyoto-u.

ac.jp/projects/chise/）参照。
[9]	 http://glyphwiki.org/
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テムに MediaWiki を採用することを決めた。MediaWiki とは、

要するに Wikipedia で使われているシステムである。Wiki と

は、ウェブサイト運用ツールの一種で、ウェブから誰もが自由

にページを作成・書き換えできる、HTML の知識が無くても簡

単な書式設定ルールでウェブページを作成できる、などの特長

がある。GPL ライセンスにより、フリーで使うことができる。

Wiki クローンと呼ばれる Wiki ソフトウエアは数多いが、そ

の中から MediaWiki を選んだ理由は以下の通りである。

⃝ Wikipedia での運用実績が物語る、大量アクセスにも耐

えられる安定性。

⃝データベースに MySQL もしくは PostgreSQL を使って

おり、テキストファイルベースの Wiki クローンに比べ

て高速かつ堅牢である。また、テキストファイルベース

の Wiki に見られる、エンコード後のファイル名が長大

化してエラーとなる問題が発生しない。

⃝テンプレート機能・カテゴリ機能など、ページの作成や

分類のための機能が充実している。

⃝ HTML や XML のタグが使用可能である。

⃝拡張機能が豊富であり、またカスタマイズも比較的容易

である。

⃝高度なユーザ管理機能を持つ。

⃝多言語に対応し、繁体字中国語でも運用できる。

機能面以外でもう一つ大切なのが、ユーザインターフェイス

である。いかに有用なデータベースであっても、検索ボックス

があるだけだったり、検索結果の表示もデータや画像が表で

並ぶだけというのでは、発展性に欠けるし、ユーザビリティ

が高いとは言い難い。この点、MediaWiki のインターフェイス

は、Wikipedia のそれと同様で、比較的洗練されたなじみ深い
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ものである。登録データを検索することも、カテゴリをたどっ

て閲覧することもできるし、画像や音声・動画にも対応するの

で、閲覧に供する戯曲や筆記の全文テキストや、主に検索で使

われると思われる曲牌・作品名などの辞書的項目を兼ね備える

本データベースにうってつけであると言える。また、フリーテ

キストの提供という面でも、MediaWiki ではページのソース閲

覧し、XML 文書をコピーできるので、好適である。

そうした MediaWiki の各種機能を駆使したデータベースの

項目作成の実際について、次節以下で解説する。

4.2	 戯曲全文データの構築

戯曲・筆記小説などの大部のテキストを登録する際、作品全

体や戯曲の折・齣などを 1 ページに登録することも可能であ

る。しかし本データベースでは、全文検索の結果表示、および

戯曲の曲牌を個別に抽出する際の便宜を考慮して、実際のペー

ジはより細分化して作成している。『元曲選』本『漢宮秋』を

例に説明しよう。

前に解説したように、戯曲の論理構造は図 2 のようになる。

曲牌抽出の便を考慮して、このうち「白」・「曲」等のレベルを、

ページ作成の単位とした。各ページは、以下のように命名し作

成する。

作品	 タイトル
	 著者名
		 折・齣	 折・齣タイトル
	 	 白	 科
	 	 曲	 牌
	 	 	 曲文	 科
	 	 	 	 襯字
	 	 	 	 夾白
		 	 詩	 句
	 	 	 科
	 題目
	 正名

図 2　中国古典戯曲の論理構造（再掲）
元曲選 / 漢宮秋 /02 第一折 /01 題

元曲選 / 漢宮秋 /02 第一折 /02 白

元曲選 / 漢宮秋 /02 第一折 /03 曲

元曲選 / 漢宮秋 /02 第一折 /04 曲

元曲選 / 漢宮秋 /02 第一折 /05 白

…以下略…

折・曲・白などの前に数字を入れるのは、重複

ページ名が生まれるのを避けるとともに、ソートお
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よび全文検索結果の表示に便利だからである。各ページの内容

は、対応する曲・白などの段落となる。「元曲選 / 漢宮秋 /02

第一折 /03 曲」であれば以下のようになる。

< 牌 >【仙呂點絳唇】</ 牌 >

< 曲文 > 車碾殘花。玉人月下。吹簫罷。未遇宮娃。是幾

度添白髮。</ 曲文 >

こうして作成したページは、各折のページに MediaWiki の

ページ組み込み機能を使って集成し表示する。「元曲選 / 漢宮

秋 /02 第一折」は以下のようになる。

{{: 元曲選 / 漢宮秋 /02 第一折 /01 題 }}

{{: 元曲選 / 漢宮秋 /02 第一折 /02 白 }}

{{: 元曲選 / 漢宮秋 /02 第一折 /03 曲 }}

{{: 元曲選 / 漢宮秋 /02 第一折 /04 曲 }}

{{: 元曲選 / 漢宮秋 /02 第

一折 /05 白 }}

…以下略…

これで「元曲選 / 漢宮秋 /02

第一折」のページに題・白・曲

などが読み込まれ、図 5 のよ

うに表示される。

『元曲選』のみならず、他の

戯曲作品についても、基本的に

同様の方法で全文データを登録

することになる。

なお、各ページはもとの

XML ファイルを整理・加工し

図 5　ページ組み込み機能による雑劇の表示
（開発中のため、一部にエラーがある）
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た上で切り出し、bot を使っ

て MediaWiki に自動登録する。

ま た、XML タ グ を HTML タ

グに変換して出力するために、

XSLT 相当の働きをする拡張機

能を開発・実装して、表示書式

を整えている。

4-3.	カテゴリ機能の応用

本データベースでは、個々の

戯曲作品からの特定の曲牌の抽

出を、MediaWiki のカテゴリ機能の応用によって実現する。

MedliaWiki に登録されたページは、そのままではどこから

もリンクされず、検索しないと発見できない孤立ページになっ

てしまう。それを補う機能の一つが、分類情報を各ページに記

述する、カテゴリ機能である。

あるページをカテゴライズするには、そのページにカテゴリ

情報を記述しさえすればよい。例えば、「漢宮秋」のページの

末尾に以下の記述を追加する。

[[Category: 馬致遠 ]]

[[Category: 元曲選 ]]

[[Category: 元雜劇 ]]

[[Category: 唐代故事 ]]

これで「漢宮秋」ページは、作者：「馬致遠」、収録：「元曲

選」、種別：「元雜劇」、物語内容：「唐代故事」の 4 カテゴリ

に分類され、図 6 のようにカテゴリへのリンクが表示される。

このように 1 つのページを複数のカテゴリに同時に分類する

ことができるのも、MediaWiki の特長である。

戯曲本文では、最小単位である「曲」レベルのページにカ

図 6　カテゴリの設定
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テゴリ名を記述する。前の「元曲選 / 漢宮秋 /02 第一折 /03

曲」であれば以下のようになる。

	[[Category: 北仙呂點絳唇 ]]

ただし、このままでは各「折」ページに組み込んだ際にカテ

ゴリへのリンクが表示されてしまう。この問題を回避するため、

カテゴリ情報を noinclude タグで囲う。

<noinclude>[[Category: 北仙呂點絳唇 ]]</noinclude>

これで、「元曲選 / 漢宮秋 /02 第一折 /03 曲」のページが当

該曲牌に分類される。

埋め込まれたカテゴリのリンクをクリックすると、当該カテ

ゴリのページが無い場合、新規カテゴリページ作成画面が開き、

下に同カテゴリに分類されたページの一覧が表示される。カ

テゴリ「北仙呂點絳唇」のページを、更に「北仙呂」にカテ

ゴライズし、以下「北仙呂」ページを「北曲」に、「北曲」を

「曲牌」にそれぞれカテゴライズしてやれば、図 7 のような

ツリー構造のカテゴリ体系とメニューができあがる。

このように MediaWiki では、本来はフラットな各登録ペー

ジを、カテゴリ情報を与えることで容易にツリー状に分類する

ことができる。なお、実際には各カテゴリのページも予め作成

して bot で登録することになる。

曲牌	 南曲
		 北曲　　北黃鐘
	 　　　　北正宮

	 　　　　北仙呂	 北仙呂天下樂
	 	 	 北仙呂混江龍
	 	 	
	 	 	 北仙呂點絳唇

この機能を利用して、逆に、さまざまな戯曲から

同一の曲牌を抽出したページも容易に作成できる。

『元曲選』の音注、『孤本元明雑劇』に見える脈望

館抄校本の「穿貫」も、カテゴリ機能を利用して抽

出することができる。

図 7　曲牌のカテゴリ体系
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4-4.	工具書項目・語彙データの構築

前述のように今回のプロジェクトでは、工具書の目次・目

録のデジタル化を通じて固有名詞や語彙・タームを整理する

とともに、工具書検索の利便性を高めることに一つの重点を

置いた。そうして作成されたデータは、1 件・1 ページとして

MediaWiki に登録する。

このとき、各固有名詞の同定作業を行い、一意の名称を与

える必要がある。例えば「湯顕祖」であれば、「湯若士」・「若

士」・「湯義仍」・「義仍」・「湯海若」・「海若」・「繭翁」などさま

ざまな呼称があるが、それを「湯顕祖」という見出しのもとに

集約させる必要がある。戯曲の簡名と正名、曲牌の異称などに

ついても同様である。基本的には、各ジャンルごとに、さまざ

まな工具書に基づく語句リストを整理して、一意の代表名称を

与えていくことになる。

整理の結果を踏まえて、一意の名称ごとにページを作成し、

異称からは代表名称のページへのリダイレクトを設定する。

また、MediaWiki 上でページの名称がバッティングする場

合には、ページ名称を「項目名 ( 分類 )」として重複を避ける

とともに、「曖昧さ回避のためのページ」を作成することにな

る。本データベースでは、データ整理の便を考え、ページ名称

に予め括弧付きのジャンル情報を付加した。それぞれ、戯曲の

タイトルであれば「白袍記 ( 南戲傳奇 )」、人名の場合は「李玉

( 曲家 )」・「曹操 ( 人名 )」・「崔鶯鶯 ( 劇中人物 )」、曲牌は「瑣

窗寒 ( 南曲南呂過曲 )」、白話語彙は「尀耐 ( 白話語詞 )」のよ

うに命名する。その上で、各ジャンルの括弧無しの名称を総合

し、括弧無し名称からのジャンプを設定するか、あるいは「曖

昧さ回避のためのページ」を作成する。

以下、ジャンルごとにデータ構築の実際や問題点などを概説

する。
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4-4-1.	戯曲目録

戯曲作品の目録については、『中国古典戯曲存目彙考』・『中

国曲学大辞典』・『明清伝奇綜録』・『古本戯曲劇目提要』の項目

データを対照して一意の名称を定めた。

戯曲の題名には、略称である「簡名」と省略しないフルタイ

トル「全名」とがあるが、いずれを採るかは工具書によってま

ちまちである。本データベースでは原則として簡名に統一し、

ページ名称後のジャンル名は、「雑劇」あるいは「南戯伝奇」

とした。但し、例えば同タイトルの伝奇が複数存在する『三元

記』で通称の『商輅三元記』・『馮京三元記』を採用したように、

便宜上、通称や全名を採用したものもある。いずれにせよ、全

名・簡名からのリダイレクトや、重複タイトルの曖昧さ回避の

ためのページを設定するので、実用上問題はなかろう。

「南戯」・「伝奇」ではなく「南戯伝奇」としたのは、戯曲研

究用語としての「伝奇」という語の定義が、今ひとつ曖昧であ

ることによる。伝奇とは、明代以降に流行した南曲系の長編戯

曲のことを言うが、宋元や明初の戯文・南戯との境目が明瞭と

は言い難い。例えば明初以前に南戯（戯文）が存在したことが

分かっており、現在伝わっているのが明代後期以降の改編本で

ある場合、それを南戯・伝奇のいずれに分類するかは工具書に

よってまちまちである。ややもすると文人的なハイカルチャー

に属する作品＝「伝奇」という、主観的価値認定によって「南

戯」・「伝奇」が使い分けられている嫌いもある。このため、本

データベースでは両者を区別せずに、「南戯伝奇」の用語を用

いる。各工具書の分類情報を表示するので、実用上、問題はな

かろう。

各項目（ページ）は、以下の要素から構成される。

⃝曲種・作者・異称（全名）

⃝提要
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きるだけ細分化して登録するこ

とになる。『録鬼簿』であれば、

作家ごとに分割し、作家名と

個々の作品名をカテゴリに設定

し、作者名や作品名のページか

ら、カテゴリページへのリンク

を掲載する。『曲海総目提要』

であれば、1 作品 1 ページとな

る。他の目録についても、同様

の方法で登録する。

4-4-2.	人名

戯曲家の人名については、

『方志著録元明清曲家伝略』・

『中国古代戯曲家評伝』・『明清

図 8　戯曲タイトルの表示

⃝工具書ページ番号

⃝古典戯曲目録リンク

⃝本文テキストリンク

⃝版本（古籍・排印本）情報

⃝カテゴリページリンク

著者名からは、人名のページにリンクする。また、提要には、

本プロジェクトの一環として作成している『劇説』校注本の注

釈を流用する。

作業上、各目録の間で作品の同定がまちまちであったり、作

者名が食い違ったりする例が問題となった。また、清代後期の

作品の、伝奇・雑劇の認定が『明清伝奇綜録』・『古本戯曲劇目

提要』で食い違う例も多い。複数の説がある場合は、上記工具

書のうち最新の説に従って代表を決定し、他の説は、各工具書

の収録ページ番号の前後に記載するようにした。

各古典戯曲目録については、戯曲本文などと同じように、で
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戯曲家考略』などの工具書・論著の他、『中国曲学大辞典』・

『中国古典戯曲存目彙考』・『明清伝奇綜録』の関連ページを元

に整理した。

戯曲の登場人物や戯曲家の周辺人物などの名称は、ひとまず

『劇説』の注釈に立てたものを登録した。今後、『曲海総目提

要』などの戯曲目録や戯曲本文の整理を進め充実させていく予

定であるが、架空人名の登録については、戯曲本文の校訂や読

解の作業の一環として進める必要があるので、一定の時間を必

要としよう。

4-4-3.	曲牌

曲牌については、前述のように、『太和正音譜』から『中国

曲学大辞典』に至る曲譜や工具書の目録を総合して整理する。

現時点で全文をデジタル化した曲譜は無いため、各南北曲の各

曲牌ごとにページを作成し、曲譜・工具書の掲載ページ番号を

羅列することになる。また、宮調や引子・過曲・集曲・尾など

の種別ごとにカテゴリを設定する。

曲牌には、他の宮調から流用されるものがあるが、それらは

ページ・カテゴリページをリンクさせることによって対応する。

4-4-4.	白話語彙

白話語彙の工具書目録のデジタル化で最大のネックになるの

が簡体字である。中国本土で近年、陸続と刊行されている白話

語彙の辞書・工具書は、その大多数が簡体字であるが、本デー

タベースは繁体字で作成するので、繁体字への変換が必要とな

るからである。繁体字への変換は、前述のテーブルのほか、繁

体字の辞書との表記の対照などを通じて、複数の対応する繁体

字を持つ簡体字の変換をチェックする。

白話語彙は、1 語につき 1 ページを作成し、各工具書の収録

ページ番号・原書表記通りの項目名・同義語へのリンクおよび

全文入力した『詩詞曲語辞匯釈』へのリンク等を掲載する。

『近代漢語大詞典』のように、ピンイン順で排列され、複数
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の読音のある語彙を区別して立てている辞書もあるが、多くの

部首や画数排列の辞書ではそうした語彙を分けておらず、また

MediaWiki に登録する場合も漢字の単語をページ名称にするこ

とになるので、本データベースは漢字表記ベースで作成し、各

辞書のページ番号表示の前にピンイン情報を付すことにした。

整理の過程で、多くの辞書から収録語彙の重複が見つかっ

た。例えば『近代漢語大詞典』では、「憔憔𢠳𢠳」が「jiāo	jiāo	

biē	biē」（p.914）と「qiáo	qiáo	biè	biè」（p.1515）の 2 項目立っ

ているが、用例・語釈とも同じである。また「窥觇」などのよ

うに、同じ発音・同じ語釈で重複している（p.1079・p.1080）例

もある。こうした場合は、出現箇所のページ番号をいずれも登

録した。

4-4-5.	『劇説』と筆記小説

本プロジェクトの一環として、清の焦循の戯曲関連筆記『劇

説』の校注と邦訳の作成を進めたが、その成果である『劇説』

本文の校訂版と邦訳についても、完成分は本データベースに

登録する。MediaWiki は複数言語で運用することができるので、

中国語原文と日本語訳とを切り替え表示できるように設定する。

『劇説』や『堅瓠集』は、1 記事 1 ページとして作成し、

ページの組み込み機能を使って巻ごとにまとめる。また、本文

中の人名・戯曲タイトル等から各項目ページへのリンクを掲載

する。

5.	 おわりに

以上のように中国古典戯曲総合データベースでは、戯曲の本

文・関連資料の閲覧と、関連情報の検索を MediaWiki の諸機

能を応用することで有機的に結びつけており、中国古典戯曲に

関連する資料調査の効率を格段に向上させることができよう。

また、これまでは手作業に頼らざるを得なかった、曲牌や音

注・穿貫などの抽出が簡単かつ網羅的にできるようになるので、
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ベース化されてしかるべきであり、本データベースはそのモデ

ルケースともなろう。

また本データベースでは MediaWiki をカスタマイズして利

用しているが、現在、中国本土ではインターネット規制の影響

で、個人が Web サーバを公開することが禁止されているため、

人文学研究のニーズに応じた実験的なウェブサーバを構築・公

開することも困難な状況にある。つまり本データベースのよう

な、インターネットを活用した人文学情報処理的研究の展開は、

中国本土では困難であると言え、日本中国学ならではの独自の

価値を発揮し得よう。

なお、Wiki は本来、ユーザが自由に記事を作成・編集でき

ることを特長としているが、本データベースでは構築途中で

あること、また Wiki では心ないユーザによるいわゆる「荒ら

し」行為への対応は良識あるユーザのコミュニティに頼るしか

ないが、本データベースのような小規模な学術データベースで

は対応に限界があることなどから、ページの作成・編集権限を

登録ユーザに限定している。データベースがある程度完成した

戯曲の研究・分析にも有用であ

ろう。

従来、目録や索引などは紙媒

体での出版が一般的だった。紙

媒体は学界に於いて、学術業績

として伝統的な意味を持つもの

の、ユーザビリティはオンライ

ンデータベースに遠く及ばない。

また、データベースには完成が

無く、永遠にデータを更新・追

加し続けることができる。学術

上の利便性を優先するならば、

同種の資料はオンラインデータ

図 9　中国古典戯曲総合データベースメインページ
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時点で、研究者を対象としてユーザアカウントの発行を受け付

ける予定である。

5-1.	今後の課題

これまでの研究を通じて、一般公開できるまでにデータベー

スの構築が進んだとはいえ、今後の課題も多い。

まず、データベースに収録されるデータ量を拡大しなくては

ならない。これまでは雑劇を中心に入力してきたが、南戯・散

曲なども対象としなくてはならない。曲譜や戯曲論著・筆記小

説などの周辺資料のデジタル化も必要となろう。

工具書の項目については、今回は語彙リストの無い辞書、例

えば『近代漢語詞典』（知識出版社版・団結出版社版とも）・『戯曲

辞典』などを入力していない。今後、手入力の委託といった方

法によって、補完していく必要がある。

システム面では、本格的な曲律分析の実現に向けて、さまざ

まな機能を開発する必要がある。例えば、韻律の表示システム

について、色分け表示が良いのか、それともルビを表示させる

か、曲辞を音韻情報に置き換えたページを自動生成すべきか、

検討を重ねる必要がある。また、『中原音韻』のみならず『洪

武正韻』・『音韻輯要』・『韻学驪珠』・『中洲全韻』などの音韻体

系に基づくテーブルを開発し、複数韻書を切り替えた音韻情報

の表示や比較ができるシステムも必要となろう。

検索機能の面では、カテゴリを指定した正規表現全文検索機

能、正規表現による検索条件指定や検索結果の KWIC 表示な

どにも対応したい。

こうした点については、データベースの正式公開後、広く意

見を聴取して改善を進めるとともに、また新たなプロジェクト

として取り組んでいきたい。

※中国古典戯曲総合データベースの URL は以下の通り。	

http://ccddb.econ.hc.keio.ac.jp/wiki/
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河北省檔案館・天津市檔案館	
利用案内

―附：石家荘・天津古書店案内

戸部　健

はじめに

科学研究費補助金プロジェクト「近現代中国における伝統芸

能の変容と地域社会」（研究代表者氷上正）に伴う資料調査のた

め、筆者は 2010 年 9 月に河北省石家荘市および天津市を訪

れた。その際、石家荘では河北省檔案館、天津では天津市檔案

館にて資料調査を行った。本稿では、調査当時（2010 年 9 月 6

日～ 14 日）におけるこれら 2 館の利用方法について紹介する。

また、調査の際、現地の古書店でもいくつか資料を購入した。

そこで、石家荘と天津における古書店の情況についてもあわせ

て報告する。

なお、本稿の対象のうち天津の古書店の情況については、

2003 年に筆者が本誌で紹介している [1]。しかし、その後の 7

年間で情況は大きく変化した。情報の更新という意味合いから、

本稿で再度取り上げることにした。

1.	石家荘

1.1.	河北省檔案館

所在地：橋西区師範街 80 号

電話：86-(0)311-87902333

利用時間：月～金　9:00 ～ 11:30、14:00 ～ 17:30

（1）利用申請

利用に当たっては、1 ヶ月前までにインターネット上のサイ

[1]	 拙稿「山西省図書館・天津
図書館利用案内」『中国都市
芸能研究』第二輯、2003 年。
のちに一部加筆した上で『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―』平成 14 年
度～平成 16 年度科学研究費
補助金（基盤研究（B））研究成
果報告書（研究代表者　氷上正）、
2005 年、に転載。

＊	 本稿は日本学術振興会科学研
究費補助金「近現代中国にお
ける伝統芸能の変容と地域

社会（平成 22 年度、基盤研究 (B)、

課題番号：22320070、研究代表者：

氷上正）による成果の一部で

ある。
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ト「河北省網上審批系統」[2]で利用申請をする必要がある（シ

ステムを利用する前に、同サイト上にある「申報用戸登録」ページから

ユーザー登録をする必要がある）。申請に際して必要なのは、履歴

書・閲覧申請書・中国の高等教育機関に勤務している人物から

の紹介状である。筆者は、このうち履歴書と閲覧申請書 [3]を

自作し、紹介状については知人の大学教員に作成していただい

た。これらの書類を PDF 化し、上記サイトにアップロードす

る。先方より許可が下りれば、申請者にメールで通知される。

申請してから許可が下りるまで、筆者の場合 19 日を要した。

（2）檔案館での利用手続き

檔案館の閲覧室は敷地に入ってすぐの建物の 2 階にある。

閲覧室に入ったらロッカーに荷物を預けてから、カウンターで

利用手続きをする。この時パスポートだけでなく、利用申請の

際に使用した、中国の高等教育機関に勤務している人物からの

紹介状が必要となる。そのほかに、カウンター備え付けの用紙

に氏名・所属・研究対象・檔案の利用目的などを書いて提出す

る必要もある。用紙に書くべき内容は、筆者の場合、利用申請

の際に提出した閲覧申請書とほぼ同様であったため、二度手間

であった。いずれにせよ、利用申請の際に提出した資料は、現

地にすべて持参したほうがよいだろう。

（3）検索

資料の検索には 2 通りの方法がある。ひとつは、カウン

ター横の書棚に配架されている冊子目録による検索。もうひと

つは、備え付けのパソコンでの検索である。資料群全体のあり

ようを俯瞰したい場合は冊子目録で、ピンポイントで資料に当

たりたい場合はパソコンで検索するとよい。なお、現在のとこ

ろ目録のオンライン化は行われていない。どのような資料があ

るかは残念ながら現地に行ってみないと分からない [4]。その

ため筆者は、資料出納の待ち時間などを利用して目録の筆写を

試みた。ただ、数が膨大なため自分の関連する分野ですら写し

[2]	 h t tp ://www.heb.gov.cn/
index.do?templet=index

[3]	 筆者の場合、閲覧申請書には
氏名・生年・年齢・住所・電
話番号・E メールアドレス・
所属・学歴職歴・研究業績・
現在の研究テーマ・閲覧を希
望する資料名・閲覧期間など
を記した。

[4]	 河北省檔案館が所蔵する資料
の概要について知りたい場合
は、河北省檔案館編『河北省
檔案館指南』北京：中国檔案
出版社、1998 年、が有用で
ある。
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終えることができなかった。参考までに、河北省文化庁に関す

る資料の目録の一部を【表 1】として示す。どのような資料を

所蔵しているのかここからイメージしていただければ幸いであ

る。

（4）閲覧

資料を出納してもらう時は、カウンターに置いてある用紙に

資料番号・資料名などを記入し、係員に提出する。1 回の申請

につき 10 巻までが限度である。申請してから 10 ～ 15 分く

らいで資料が届けられる。

（5）コピー

資料をコピーする場合は、コピーしたい箇所に付箋を挟み

（付箋には「○○～○○頁」というように記入）、カウンターに常備

してある複写申請用紙に資料名を記入して、資料とともにカウ

ンターに提出する。申請内容について係員が許可をすればその

資料はコピー室に運ばれる。コピーが終わると、複写物ととも

に資料を返してくれるが、コピー機が 1 台しかないため、申

請者が多い場合、長い時間待たされることもある。精算する時

は、申請者自身でコピーの枚数は数え、カウンターに申告する。

コピー料金は 1 枚 5 元（1949 年以前の資料も以後の資料も同様）で

ある。ちなみに、1 回の申請で出納してもらった資料は、その

すべてを返却するまで新しい資料を出してもらうことができな

い。例えば、1 度の申請で資料を 10 巻出してもらい、そのう

ち 3 巻をコピー室に回して複写を待っているとする。この場

合、もはや不要となった残り 7 巻を返却して、新たに別の資

料 7 巻を出納してもらい、コピーの待ち時間を利用して閲覧

しようと思っても、それはできない。つまり、コピーに出して

いる 3 巻も合わせた全 10 巻を返却しないかぎり、新たな出納

申請をすることができないのである。作業効率を上げるために

は、閲覧の申請をある程度戦略的に行う必要があろう。
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1.2	古旧書店

所在地：長安区中山東路 201 号　石家荘図書大厦 5 階

石家荘最大の書店である図書大厦の 5 階に古旧書店という

古書店がある。10 平米ほどの空間の中には、所狭しと書籍・

雑誌が積まれていた。それでも書棚の整理はしっかりと行き届

いており、民国期の資料・文革期の資料・河北省関係の資料・

それ以外の古本といった区分けがなされていた。契約文書や檔

案の類はほとんど置いていないようであった。

当店において筆者は、民国期の小学校で使用されていた教科

書や、解放直後の小学生が使用したノートなど数点の資料を購

入した。珍しい資料はあまりなかったが、売値が北京の古書店

に比べてかなり安く、上記の教科書などは 10 元程度で買うこ

とができた。

今回の調査で訪れた古書店は古旧書店のみであったが、おそ

らくこのほかにも古書を販売している店ないし市場があるだろ

う。次回以降の調査に期待したい。

2.	天津

2.1.	天津市檔案館

所在地：南開区復康路 11 号増 1 号（南開大学の南側、天津図

書館の右隣）

電話：86-(0)22-23678909

利用時間：月～金曜日　9:00 ～

11:30、13:30 ～ 16:30

（1）利用申請

天津市檔案館を利用するためには

1 ヶ月前までに利用の申し込みをしなけ

ればならない。申請に際して必要なのは、

河北省檔案館と同様に履歴書・閲覧申請

書・中国の高等教育機関に勤務している

天津市檔案館
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人物からの紹介状である。筆者の場合、河北省檔案館に提出し

たものとまったく同じ様式で履歴書と閲覧申請書を作成し、そ

れに紹介状を添付して直接檔案館に郵送した。閲覧が許可され

ればしばらくして E メールなどで通知が来る。

（2）檔案館での利用手続き

天津市檔案館の入り口は少々分かりづらい位置にある。住所

では「復康路」となっているが、門は「水上公園西路」沿いに

ある。タクシーの運転手には檔案館の場所を知らない者も多い

ので、道案内をする時には注意が必要である。

入館にあたっては正門左手の詰め所で登記をしなければなら

ない。登記を済ませると小さな登記票のような紙を渡されるの

で、今度はそれを檔案館本館入り口に直立する門番に見せ、許

可されれば晴れて入館となる。なお、上記の紙は退館の時にも

必要なので、失くさないように気をつけること。

閲覧室は 1 階の西側にある。ロッカーに荷物を預け、閲覧

室のカウンターで利用手続きをする。ここで必要なのはパス

ポートだけであるが、申請時に送付した書類のコピーおよび檔

案館からのメールをプリントアウトしたものも一応持参してお

いたほうがよい。係員から渡される用紙に研究内容・檔案の利

用目的・閲覧を希望する檔案の範囲などを記入して提出すれば

利用手続きは完了である。

（3）検索

かつては閲覧室の外にあるカード目録で資料を検索していた

が、近年では閲覧室備え付けのパソコンで検索できるように

なった [5]。また、天津市檔案館のサイト「天津檔案網」[6]で

も検索が可能である。時間の節約のためにも、あらかじめイン

ターネットで検索しておいたほうがよいだろう [7]。

（4）閲覧

資料を出納してもらう時は、カウンターに置いてある申請用

紙に氏名・所属・パスポート番号・資料の番号・閲覧目的を記

[5]	 目録データベースの利用方法
については、パソコンデスク
に説明書が備え付けられてい
る。なお、検索用のパソコン
は 2 台しかない。そのため、
他の利用者と取り合いになる
こともある。また、データベ
ースソフトはよくフリーズす
る。待っていても時間の無駄
なので、フリーズしたらすぐ
にソフトを再起動することを
お勧めする。

[6]	 http://www.tjdag.gov.cn
[7]	 ちなみに、檔案館が所蔵する

資料の概要だけを知りたいと
いう場合は、天津市檔案館編
『天津市檔案館指南』（北京：

中国檔案出版社、1996 年）があ
り参考になる。
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入し、係員に提出する。1 回の申請につき 10 巻までが限度で

あった。申請してから 10 分ほどで資料が出納される。

（5）コピー

資料をコピーする場合は、コピーしたい箇所に付箋を挟み

（付箋には「○○～○○頁」というように記入）、カウンターに置い

てある複写申請用紙に氏名・所属・パスポート番号・資料の番

号・ページ数などを記入して、資料とともにカウンターに提出

する（コピーできるのは民国期以前の資料のみ）。上級幹部の裁可を

経てから作業に入るため、コピーを当日受け取ることができな

い場合もある。コピーを受け取ったら各自で枚数を紙の大きさ

（大：A3・B4、小：A4・B5）ごとに数えて係員に申告し、代金を

支払う。

なお、コピーを申請している間に、必要のない資料を返却し

て、新たに別の資料を出納してもらうことは可能である。

2.2.	天津の古書店

「はじめに」で述べたように、筆者は天津の古書店について

2003 年に紹介したことがある。その際に取り上げたのが天津

市古旧図書交易中心で、当時天津最大の古書市場であった。そ

こには様々な古書を販売する露店が軒を連ね、民国期以降の書

籍・新聞・雑誌・檔案などが売りに出されていた。

しかし、古旧図書交易中心の動向はその後安定せず、移転・

休止を繰り返した。そして、2007 年頃には完全に姿を消して

しまった。古旧図書交易中心に出店していた露天商たちがどこ

に行ったのかについてもよく分かっていない。天津研究にとっ

て大変惜しまれる事態である。

とは言え、天津から古書店がなくなってしまったわけではな

い。現地の研究者やインターネットの掲示板などの情報を頼り

に、筆者はいくつかの古書店を回ってみた。その成果について

以下で紹介する。
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（1）古文化街

所在地：天津市南開区古文化街

天津を代表する観光地の 1 つである古文化街には古書店が

数軒あり、それらはすべて街の北東エリアに集中している。な

かでも有名なのが阿秋書屋 [8]で、主に共和国期に出版された

書籍・雑誌を扱っている。少量ではあるが、民国期の書籍・雑

誌なども販売している。

毎週土日には、これらの店舗周辺の路地で古書市が開かれる。

古書市には 10 数の露天商が出店し、なかなかの盛況を呈して

いる。天津の古書市としては目下最大のものと言える。露天商

で販売しているのは、共和国期の出版物や絵葉書・切手などで、

なかには民国期の書籍・雑誌などを売る店もある。なお、店

舗・露天商に限らず、檔案はほとんど売られていない。

（2）楚雄旧書店

所在地：南開区楚雄道淦江東里 17 号楼 2 門首層

天津市檔案館の北側の道路（復康路）を西に 1 キロほど行く

と大きな立体交差（王頂堤立交橋）があり、楚雄旧書店はその北

西の楚雄路沿いにある。店は非常に狭く、売っている本も決し

て多くない。ただ、筆者の知る限り、文革期の檔案の所蔵量に

関しては天津のなかでも抜きん出ている。今回の調査において

筆者も、文革期の個人檔案および天津評

劇院関係の檔案若干を入手することがで

きた。

かつて天津には、楚雄旧書店のように

檔案を扱う店（または露天商）がたくさん

あったが、近年ではめっきり減ってし

まった。それゆえ、楚雄旧書店の存在は

大変貴重である。ちなみに、主人の話で

は、以前に古旧図書交易中心で出店した

ことはないという。

楚雄旧書店

[8]	 住所：古文化街文化小城
D112。電話：86-(0)22-273	
53041。古書売買サイト「孔
夫子旧書網」にも出店してい
る（http://shop.kongfz.com/book/

31/）。
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（3）その他

上記以外の古書店についても簡単に紹

介しておく。

①瀋陽道古物市場

所在地：和平区瀋陽道（山東路との交

差点付近）。

天津に古くからある古物市場。毎週木

曜日が最も賑わう。骨董品の売買がメイ

ンのため、書物はそれほど多くない。ま

た、売値も若干高めである。

②天祥古旧書店

所在地：和平区和平路勧業場旧楼（天津勧業場は天津を代表す

る老舗デパート）。

民国期以前の線装本がたくさん売られており、値段は一様に

高い。なお、天祥古旧書店の隣には天津古籍書店文津閣がある

が、調査当日は残念ながら閉まっていた。外から覗いた感じで

は、こちらにも線装本などが売られているようである。

おわりに

以上、石家荘と天津の檔案館・古書店について紹介した。河

北省や天津市の歴史・社会・文化などについて研究する上で役

立てていただければ幸いである。ただし、今後情況が大きく変

わる可能性も否定できない。現地に赴く前に、インターネット

などであらかじめチェックすることをお勧めする。

最後に、今回の石家荘での調査では東京大学大学院人文社会

系研究科の河野正氏および河北師範大学法政学院の張志永氏と

霍宏偉氏に大変お世話になった。初めての土地にもかかわらず

効率的な調査ができたのは、ひとえに彼らのお陰である。この

場を借りてお礼申し上げたい。

瀋陽道古物市場
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案卷號 題名 張數

1950 年

98 本局有關戲曲改革工作的指導、報告 70

99 河北省各專市文工團和職業半職業劇團調查表 30

100 河北省各專市戲劇曲藝工作情況調查表 （一袋 )

101 中央文化部發表和省局下達有關藝術工作的指示通知 139

1951 年

102 本局召開重點劇團工作會議通知大會決議紀錄 89

103 全省文工團調查登記表和演出統計表 88

104 全省文工團會議報告、結論和獎品總結 34

105 河北省各專市縣重點劇團調查表 90

1952 年

106 文化部頒發有關藝術工作的指示、通知函和本局向文化部的請示、報告 38

107 本局下達有關藝術工作的指示、通知函 138

108 全省職業藝術表演團體統計表 78

109 本局結束處理專市文工團的指示和抽調人員名單等 41

110 中央關於整頓和加強全國劇團工作的指示和本局關於加強戲劇事業的意見 29

1953 年

111 中央頒發有關藝術工作的指示、通知、決定和本局向中央的請示報告 49

112 華北文化局頒發有關藝術工作的通知和本局華北局的請示報告 66

113 本局下達有關藝術工作的指示、通知函 42

114 本局有關停止、禁止劇團問題處理 30

115 本局有關藝術工作的計劃總結 27

116 河北省劇團工作會議報告結論紀錄 51

117 各專市職業劇團申請民營公助改國營問題的處理 139

118 本局有關調查私營劇團情況、通知及各地的報告 101

1954 年

119 文化部、華北文化局有關藝術工作的來文和本局向上級的請示報告 36

120 中央文化部和本局下達有關藝術工作的指示、通知 101

121 本局下達有關藝術工作的指示、通知函 32

122 本局對停止、禁止劇目問題的處理 22

123 河北省職業劇團統計調查表 201

124 本局呈請批准 "民間劇團登記暫行條列 "和上級的批復 101

125 本局關於慰問中國人民解放軍演出的通知、指示 65

126 河北省第一屆戲曲觀摩會演大會的通知、計劃 48

127 河北省第一屆戲曲觀摩會演大會開幕詞、大會報告 69

128 河北省第一屆戲曲觀摩會演出大會會刊節目單

129 河北省第一屆戲曲觀摩會演出大會總結、報告 56

130 河北省第一屆戲曲觀摩會演出大會須知、守則、預算、組織機構、大會日程 60

131 河北省第一屆戲曲觀摩會演出大會評獎工作總結 20

132 河北省第一屆戲曲觀摩會演出大會各劇團參加戲曲會議以後的變化情況的報告 49

133 本局藝術工作簡則、計劃、總結 44

【表 1】河北省檔案館所蔵河北省文化庁芸術処関係檔案目録 (一部 )綜号：1030, 目録号：1



60	 中国都市芸能研究　第九輯

「近現代中国における	
伝統芸能の変容と地域社会」

2010 年度夏期現地調査の概要

氷上　正・太田　出・佐藤　仁史・

千田　大介・戸部　健・二階堂　善弘・

平林　宣和・山下　一夫

はじめに

中国都市芸能研究会では、2010 年度より新たに科学研究費

補助金（基盤研究 (B)）「近現代中国における伝統芸能の変容と地

域社会」（研究課題番号：22320070、研究代表者：氷上正）を取得し、

江南地方および東北地方・北京の皮影戯などの伝統芸能を対象

とする、新たなプロジェクトを立ち上げた。4 年間の期間中に、

数次の現地調査を実施し、演劇学・文学・史学・宗教学などに

跨る分野横断的な研究を展開する計画である。

研究初年度である 2010 年は、8 月から 9 月にかけて、今後

の研究の展開を視野に、現地の研究者・芸能関係者や関連機関

との関係構築、および研究のフィージビリティ調査を主たる目

皖南皮影博物館 的とする現地調査を実施した。現地調査

を行ったのは、氷上・太田・千田・山

下・佐藤・戸部の 6 名である。

調査は三班に分かれて実施した。太

田・佐藤は、安徽省宣城市において皖南

皮影戯の予備調査を実施した。千田・山

下は、太田・佐藤とともに皖南皮影戯の

調査を実施した後、北京で氷上と合流し、

北京市・遼寧省凌原市・黒竜江省哈爾浜
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市において皮影戯および曲芸の調査を実

施した。また戸部は、天津市・河北省石

家荘市において文献調査を行った。

以下、調査の日程と概要について、備

忘を兼ねてまとめておく。

日程と概要

8/21	 千田・山下

	 	 	 成田空港より上海経由

で江蘇省呉江に移動。

	 	 太田・佐藤・千田・山下

	 	 	 江蘇省呉江にて合流。

安徽省宣城市に移動。

8/22	 	 午前：車にて安徽省宣

城市宣州区水東鎮に

移動。水東古鎮（三

官殿・水東教会）を見

学、皖南皮影博物館

に皮影芸人の何沢華

氏を訪問。

	 	 	 午後：宣州区陳村で皮

影芸人の陳景華氏へ

のインタビュー。そ

の後宣州区沈村で皮

影芸人の柯玉英氏へ

のインタビュー。

8/23	 	 午前：車にて安徽省宣

城市宣州区水東鎮に

移動。皖南皮影博物

館に皮影芸人の何沢

皖南皮影博物館の展示

水東教会

陳景華氏へのインタビュー
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華氏を訪問。宣州区陳

村に移動し、再び陳景

華氏へのインタビュー。

	 	 	 午後：宣城市内にて、再

び柯玉英氏へのインタ

ビュー。

8/24	 	 午前：車で杭州へ移動。

	 	 千田・山下

	 	 	 午後：列車で上海へ移動。

	 	 太田・佐藤

	 	 	 本研究の調査を終了。

8/25	 千田・山下

	 	 	 午前：空路北京へ移動。

	 	 氷上	 午後：成田空港より北京

へ移動。

8/26	 氷上・千田・山下

	 	 	 終日：北京市内にて資料

収集。

8/27	 	 午前：北京皮影劇団元団

員・皮影芸人の劉季霖

氏を訪問。

8/28・29	 終日：北京市内にて資料

収集。

8/30	 	 午前：北京空港より遼寧

省朝陽市へ移動。

	 	 	 午後：凌源皮影戯調査に

向けた現地協力者・機

関との連絡・折衝。

8/31	 	 午前：朝陽市内より車で

凌源市へ。凌源市文化

柯玉英氏へのインタビュー

朝陽空港

張静宏氏（中左）・韓琢氏（中右）
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局を訪問。局長・聶斌

成氏、副局長・張静宏

氏、科長・尹站民氏、

現地研究者・韓琢氏、

凌源皮影芸人郭永山氏

の長女・陳雲斌氏と面

会。その後、市内の仮

設戯台に朝陽市永興皮

影団を訪問、団長・馬

金武氏にインタビュー。

	 	 	 午後：凌雲寺見学。

	 	 	 ※関帝廟であったのを、

1980 年代に仏寺に改

めたもの。

	 	 	 夜：凌源皮影芸人郭永山

の三男・郭乃学氏と面

会後、朝陽市永興皮影

馬金武氏（中央）

凌雲寺

永興皮影団仮設戯台

←　永興皮影団上演風景



64	 中国都市芸能研究　第九輯

団の『臥鳳山』上演を鑑賞。

9/1		 	 終日：北京経由で黒竜江省哈爾浜市へ移

動。

	 	 	 ※朝陽が濃霧でフライトキャンセルと

なったため、急遽長距離バスで北京に

移動、哈爾浜行き最終便に振り替えて

搭乗した。

9/2		 	 午前：哈爾浜児童芸術劇院を訪問、皮影

芸人の高淑芳氏に連絡をとるが、広州

公演中で不在。

	 	 	 午後：久聞民間芸術工作室を訪問、皮影

芸人の于久文氏へのインタビュー。

9/3		 山下	 空路、北京経由で帰国。

	 	 氷上・千田

	 	 	 午前：哈爾浜児童芸術劇院を訪問。

	 	 氷上	 午後：二人転に関する資料収集。

	 	 千田	 午後：久聞民間芸術工作室を訪問。

9/4		 氷上・千田

	 	 	 終日：空路、北京へ移動。

9/5・6

	 	 氷上	 終日：北京市内にて曲芸関係資料収集。

	 	 千田	 終日：創新力博社にて、

文献デジタル化打ち

合わせ。

9/7		 氷上	 北京より空路帰国。

	 	 千田	 終日：北京市内にて演

劇関係資料収集。

	 	 戸部	 終日：河北省檔案館に

て文献資料調査、河

北師範大学法政学院

于久文氏作の影人

北京の広茗閣（80後相声の劇場）
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の張志永氏・霍宏偉氏訪問。

9/8		 千田	 終日：書同文社にて、文献デジタル化技術に

関する取材。

	 	 戸部	 終日：河北省檔案館にて文献資料調査。市内

にて古書資料収集。

9/9		 千田	 終日：劉季霖氏宅を訪問、聞き取り調査およ

び博物資料購入手続き。

	 	 戸部	 午前：河北省檔案館にて文献資料調査。

	 	 	 午後：鉄道で天津へ移動。

9/10	 千田	 終日：北京市内にて文献資料収集。

	 	 戸部	 終日：天津市檔案館にて文献資料調査。

9/11	 千田	 北京より空路帰国。

	 	 戸部	 終日：天津市内にて文献資料収集。

9/12	 	 終日：鉄道で塘沽へ、元中学教師・馬慶珍氏

と面会。

9/13	 	 午前：天津市檔案館にて文献資料調査。

	 	 	 午後：鉄道で北京へ移動。

9/14	 	 北京より空路帰国。

おわりに

今回の予備調査を通じて、現地調査予定地域における皮影戯

や曲芸の上演状況、老芸人の所在など概要を把握するとともに、

現地調査の実施に欠かせない人脈を構築することができた。ま

た、関連文献資料についても一定程度、蓄積することができた。

こうして確立された基礎の上に、次年度以降、本格的な現地調

査および研究を展開する計画である。

最後に、今回の現地調査では上述の現地の方々に大変お世話

になった。その他、安徽省の現地調査にあたっては、寧波大学

卒業生の李星毅氏と安徽師範大学学生の杜鵑氏に方言通訳およ

び調査記録の作成補助をお願いしたが、誠実かつ勤勉な二人の
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働きぶりにより、順調に調査を進めることができた。また、東

北皮影戯の調査にあたっては、各地の劇団・芸人への連絡・紹

介などについて、元北京皮影劇団の劉季霖氏および元陝西省民

間芸術劇院の楊飛氏にご尽力頂いた。以上、末筆ではあるが、

記して感謝申し上げたい。
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中国都市芸能研究会 2009 年度活動記録
2009 年 7 月 18 日

2009 年度前期大会

ところ：一橋大学国立キャンパス西キャンパス別

館歴史共同研究室

内容：「『雲合奇蹤』乙本系統の制作と『英烈伝』

の演劇・芸能―『遊武廟』を中心に―」

（川）

2009 年 12 月 13 日

2009 年度冬季大会

ところ：静岡大学静岡キャンパス共通教育Ｐ棟

102 教室

内容：「浙江省東部における蚕花廟会と蚕神信

仰」（山下）、「海寧皮影戯声腔考」（千田）
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