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中文提要
南壇水月庵陳家湖家族與笨港地域社會的變遷—以音樂活動為中心	 李　孟　勳

本文以台灣笨港陳家湖家族之音樂活動為例，探討清代至今，台灣地域社會的變遷。陳氏

於乾隆年間從福建渡台，後經營布商德發號致富並參加科舉，成為笨港的地方菁英。清末，第

六代陳世南參加子弟團「集英社」，開啟了陳家的音樂之路。日治時期，第七代陳家湖參加西

樂團「新協社」並成為指導者；戰後，第八代陳哲正成立「北港愛樂協會」，培育地方青少年

音樂人才；第九代陳學孟任「北港國際音樂文化藝術節」藝術總監，陳家連續四代用音樂來參

與地域社會。

從本文的研究可知，日治時期新發展的西樂社群，在 1930 年代被整合於台灣固有的村廟

共同體內運作，傳統與現代並存，子弟團的發展達到高峰。但到了 1980 年代，因社會經濟變

遷加速，宗族離散，社會結構轉型，傳統文化流失，音樂社群與信仰的關係逐漸弱化。

中國國產動畫與皮影戲—以1950 年代為主	 山下　一夫

1950 年代前半時期，上影陸續製作受蘇聯影響的動畫片。1950 年代後半時期以後，其

中幾片改編成皮影戲，如：在 1957 年製作的湖南皮影劇目《採蘑菇》，是根據 1953 年的

動畫片改變；1951 年的動畫片《小貓釣魚》，也改編成海寧皮影劇目《小花貓釣魚》。到了

1950 年代後半時期，國產動畫採取民族路線，參考皮影戲 1950 年代新編的傳統故事劇目攝

制動畫，如：1958 年的動畫片《火焰山》是參考 1955 年的湖南皮影《火焰山》而成；1961

年的動畫片《大鬧天宮》，參考 1956 年版京劇劇目的同時，也受到 1950 年代皮影戲的影

響；1979 年的動畫片《哪吒鬧海》也受到 1950 年代皮影劇目的影響。解放後形成的國產動

畫與皮影戲互动的潮流，中國進入經濟改革開放以後慢慢地消失。

關於《中國古典戲曲序跋彙編》一書及其收錄在中國古典戲曲資料庫的意義

	 材木谷　敦

本文淺談蔡毅編《中國古典戲曲序跋彙編》（齊魯書社 1989）作為研究資料的意義及其收錄

在中國古典戲曲資料庫（http://ccddb.econ.hc.keio.ac.jp/wiki/）的意義。該書雖有小疵，但內容豐富，

可供參考，將該書內容收錄在資料庫，則更為有用。

中國古典戲曲資料庫的現狀與課題	 千田　大介

中國古典戲曲資料庫（http://ccddb.econ.hc.keio.ac.jp/wiki/），已經成功數字化四百多種元明雜劇、

一百五十多種南曲傳奇，以及戲曲論著、工具書目錄等，正在進行整理和上傳工作。面對在中

國大陸地區的超大規模古典資料庫開發，本資料庫的基本戰略定在；一、古典戲曲研究人員較

少，而具有很高文化價值，瞄準這個「利基市場」。二、通過精細加工，建構古典戲曲研究資

料庫。本資料庫採用MediaWiki 系統，用其「分類」、「匯入」等功能把戲曲本文、曲牌、目

錄、白話詞彙等等有機地聯繫在一起，將要實現滿足戲曲研究需要的綜合性專業網上資料庫。
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南壇水月庵陳家湖家族
與笨港地域社會的變遷

—以音樂活動為中心 *

李孟勳 **

前　言

陳家湖家族開台祖陳順直於乾隆年間渡台宣講聖諭，並在

笨港建立南壇水月庵，後代經營布商德發號致富，光緒年間第

五代陳子宜參加科舉，考取秀才，成為地方士紳。第六代陳世

南（1881-1966）參加音樂子弟團「集英社」，開啟了陳家的音樂之

路；第七代陳家湖（1915-1996）參加西樂子弟團「新協社」並成

為指導者；第八代陳哲正（1945 年生）成立「北港愛樂協會」，繼

承父志；第九代陳學孟（1983 年生）擔任「北港國際音樂文化藝

術節」藝術總監，連續四代用音樂來參與地域社會，陳氏家族的

音樂歷程是研究台灣地域社會變遷非常好的例子。

有關笨港地域社會的研究，最早是富田芳郎於昭和 15 年

（1940）到北港做調查，在〈台灣鄉鎮之地理學的研究〉一文指出，

北港市街原來的河港機能已經消失，惟以鄉村都市成為附近的商

工業中心，雖然有北港製糖所之存在亦有工業都市的機能，以及

是北港郡役所的所在地而具有行政都市的機能，但兩者皆為副的，

最主要還是因朝天宮的參詣者眾多，成為宗教都市。[1]

李獻璋的〈笨港聚落的成立及其媽祖祠祀的發展與信仰實

態〉，認為笨港天后宮與南街在嘉慶年間被大水沖毀，南街居民

移到麻園寮重建天后宮，即今新港奉天宮繼承了笨港天后宮。[2]

但此文卻也開啟了北港朝天宮與新港奉天宮長期的正統之爭。

洪敏麟的〈從潟湖、曲流地形之發展看笨港之地理變遷〉，

則持相反看法，他認為北港朝天宮所在的笨港北街是歷次河道變

*	 本文初稿發表於 2014 年 12 月

14 日，中國城市戲曲研究會

年會 ( 東京 : 早稻田大學 )，承

蒙研究會諸位先生提供寶貴意

見，受益良多。　　　　　　	

本文寫作過程承蒙北港愛樂協

會理事長陳哲正先生提供家族

史料與口述歷史；北港收藏家

劉建宏先生提供日治時期朝天

宮聖母繞境行列順序表；中研

院台史所曾品滄教授提供《陳

德發號帳簿》影印本，謹此致

謝。

**	 國立政治大學民族學系博士候

選人。
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（一）》（臺南：臺南市政府，2000），
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遷後殘存的最大遺跡，雖然最後笨港因泥沙淤積使河港機能消失，

但北港仍能以媽祖信仰維持發展。[3]

溫振華的〈北港媽祖信仰大中心形成試探〉認為，北港朝天

宮能成為全台性的媽祖信仰中心，其成因是發展過程中，媽祖神

格逐漸多元化，滿足農業社會的需求，加上彰化南瑤宮進香團之

強化宣傳後的結果。[4]

林永村的〈笨港聚落的形成與媽祖信仰重鎮的確立〉，指出

笨港於 17 世紀因具有港口貿易的機能，在康熙年間已是台屬近

海的大城鎮，且居民合建了媽祖廟，加上乾隆初年海禁的解除，

得以迅速發展進入鼎盛時期。雖然後來歷經水患、械鬥、亂事、

河道淤積的衝擊，失去了港口機能，但卻能以悠久的歷史背景與

媽祖的靈驗感召，成功轉型成全台性的宗教中心。[5]

黃阿有的〈笨港的商業發展和水仙宮及郊商的關係〉，認為

笨港出入口改到溪北之下湖口後，郊商也遷往北港，北港商業地

位取代了南港，南港水仙宮的信仰也跟著沒落。[6]

秦琳珍的“The	Local	Production	of	Culture	in	Beigang”

探討當代北港的文化工作者，將「文化工作」作為一種特別的社

會行動領域，指經過慎思的歷史文化再生產，認為北港的文史工

作者的地方性敘事，強調過去的傳統和道德，批評當代的權力關

係，反映了地方認同脫離廟宇及其領導階層的轉向。[7]

綜合以上的回顧，可知目前的研究成果主要著重在宗教信仰

與市鎮發展之關係，仍缺乏以音樂社群為問題意識的研究，故本

文以笨港南壇水月庵陳家湖家族的音樂活動為例，探討地方士紳

如何以音樂組織參與地域社會，以及當代社會變遷後的轉型。

一、笨港地域社會的形成與發展

古笨港位於今雲林縣和嘉義縣交界，最早的紀錄始於荷治

時期，1634 年 3 月 5 日的《熱蘭遮城日誌》記載，當日有 2艘

戎克船從安平出航，一艘前往下淡水（今屏東縣），一艘前往笨港

（Poncan），要去交易鹿皮與鹿肉。[8]由此可知，笨港從 17 世紀



[9]	 蔣毓英，《臺灣府志》（南投：

臺灣省文獻委員會，1993），頁 27。
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躍上歷史舞台，與貿易活動有關。

據清代方志地圖，笨港位於山疊溪流域（今雲嘉交界之北港溪）

的河口，首任知府蔣毓英纂修的《臺灣府志》載：

山疊溪源流有三：南從鹿子埔之北流過西北，與中流會；

中從斗六門山之南，流過西南，與南流合；遂西過覆鼎山

北，又北折過打貓社，至石龜之南，復與北流會，同為山

疊溪，至笨港，入於海。其北流則又從斗六門山西出者也，

經柴裡社、猴悶社、他里霧社，而與南流、中流合。[9]

從上述史料可知，山疊溪流域原是打貓社、柴裡社、猴悶社、

他里霧社等平埔社群之生活領域。清初已出現笨港街、打貓街、

白沙墩、黃地崙、加冬腳等漢莊。（見圖 1）

圖 1  康熙年間山疊溪流域圖

圖片來源：周鍾瑄，《諸羅縣志》
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康熙 22 年（1683），陳立勳因捐獻軍款有功，獲得笨港所

在的大槺榔東堡之開墾權，其後大租權歷經數次的變更，最後

分別為陳瑞玉、陳碧玉、吳裕源等家族所有。[10]笨港街隨著周

邊地區的農業拓墾，發展成擁有了廣闊腹地的河口貿易港。[11]

《諸羅縣志》載：「笨港街，商賈輳集，臺屬近海市鎮，此為最	

大。」[12]

康熙 39 年（1700）居民合建天妃廟，《諸羅縣志》載：「天妃

廟：一在城南縣署之左，康熙五十六年，知縣周鍾瑄鳩眾建。一

在外九莊笨港街，三十九年，居民合建。」[13]其居民主要是以蔡、

許、楊、陳，四大姓聚族而居之。[14]陳姓是漳州人後裔，居住

笨港的歷史最早，並創設陳姓王廟。蔡、許、楊皆為泉州人後裔，

以蔡姓所占的地域最廣，從今天的北港朝天宮兩翼以南到到北港

溪河岸，約占北港街域的三分之二。[15]

康熙 55 年（1716），士民公建「笨港公館」，《諸羅縣志》

曰：「公館之設，古之驛亭。《周禮》：「遺人，所以職委積者也。」

使客之往來於是乎憩，故民居不擾。其無事，則子衿里老朔、望

會集子弟，即此宣講聖諭，申明條約；又鄉校之遺矣。」[16]

到了乾隆時期，笨港地區更為繁榮，余文儀纂修之《續修臺

灣府志》曰：「笨港街，距縣三十里，南屬打貓保、北屬大槺榔

保。港分南北，中隔一溪，曰南街、曰北街；舟車輻輳，百貨駢

闐，俗稱「小臺灣」。」[17]

乾隆 4年（1739），笨港南街建水仙宮。[18]據《嘉義管內采

訪冊》載：「水仙宮在舊南港後枕笨港溪，崇奉水仙王於前殿，

崇奉關聖帝君於後殿。」[19]水仙尊王是航海業者、貿易商、沿河

居民所尊奉之神。[20]現存廟內道光 30 年（1850）的〈重修水仙

宮碑記〉，即由「笨中三郊」廈門郊金正順、泉州郊金和順、龍

江郊金晉順同立。

嘉慶 8年（1803），	笨港溪河水氾濫，河床改道，笨港南街的

寺廟和商店均被大水沖毀，南街居民移往麻園寮定居，名為「笨

新南港」，即今之嘉義縣新港鄉。[21]從此，笨港南街沒落，郊行



[22]	 施添福總編纂，《臺灣地名辭

書卷九：雲林縣》（南投：國史

館臺灣文獻館，2002），頁 359。

[23]	 倪贊元，《雲林縣采訪冊》

（南投：臺灣省文獻委員會，1993），

頁 46-47。

[24]	 倪贊元，《雲林縣采訪冊》

（南投：臺灣省文獻委員會，1993），

頁 49。
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富商移往北街，即今之雲林縣北港鎮。[22]

據光緒 20 年（1894）之《雲林縣采訪冊》載：

北港即笨港，在縣西南四十五里，源通洋海。金、廈、南

澳、澎湖、安邊等處商船常川來往，帆檣林立，商賈輻輳。

因水淺沙凝，洋船不能進口，故每次海防均無夷患。

北港街即笨港，因在港之北，故名北港。東、西、南、北

共分八街，煙戶七千餘家。郊行林立，廛市毘連。金、廈、

南澳、安邊、澎湖商船常由內地載運布疋、洋油、雜貨、

花金等項來港銷售，轉販米石、芝麻、青糖、白豆出口；

又有竹筏為洋商儎運樟腦前赴安平轉儎輪船運往香港等處。

百物駢集，六時成市，貿易之盛，為雲邑冠，俗人呼為小

臺灣焉。[23]

因此，北港繼承了古笨港的港口貿易和媽祖信仰，成為區域

的經濟和宗教信仰的中心。

二、北港朝天宮與祭祀組織

笨港天妃廟歷經多次重修，香火之盛，冠於全臺，據《雲林

縣采訪冊》載：

乾隆辛未年，笨港縣丞薛肇廣與貢生陳瑞玉等捐資重修，

兼擴堂宇，咸豐十一年，訓導蔡如璋倡捐再修，擴廟廷為

四進：前為拜亭，兼建東西二室；二進祀天后；三進祀觀

音大士；後進祀聖母，廟貌香火之盛，冠於全臺，神亦屢

著靈異，前後蒙頒御書匾額二方，現今鉤摹，敬謹懸掛，

每歲春，南北居民赴廟進香，絡繹不絕。他如捍災、禦患、

水旱、疾疫，求禱立應，宦紳匾聯，多不勝書，宮內住持

僧人供奉香火，亦皆恪守清規。[24]



[25]	 鄭志明、孔建中，《北港朝天

宮的神明會》，大林鎮：南華

管理學院，1998。
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朝天宮成為笨港地域的信仰中心，居民組成許多神明會，統

合在媽祖信仰下，形成祭祀共同體。根據鄭志明、孔建中的《北

港朝天宮的神明會》，將朝天宮的神明會分為一、附屬於朝天宮

者；二、鋪會；三、陣頭會；四、附屬於其他廟宇者。[25]

表 1　北港朝天宮神明會一覽表

主祀神 組織制度 過爐日 擲頭家爐主地點 吃會日

附屬朝天宮

祖媽金順聖轎班會 媽祖 會長制 4/3 朝天宮 4/10

二媽金順安轎班會 媽祖 會長制 4/15 朝天宮 4/15

三媽金盛豐轎班會 媽祖 會長制 4/28 朝天宮 4/28

四媽金安瀾轎班會 媽祖 會長制 4/20 朝天宮 4/20

五媽金豐隆轎班會 媽祖 會長制 4/17 朝天宮 4/17

六媽金順崇轎班會 媽祖 會長制 4/26 朝天宮 4/26

金懿順媽祖轎班會 媽祖 會長制 4/23 朝天宮 4/23

雲林縣莊儀團協會 千里眼　順風耳 會長制 4/7 朝天宮 4/7

太子爺金垂髫 三太子 會長制 4/8 朝天宮 4/8

虎爺會 虎爺　朱王公 會長制 6/6 朝天宮 6/6

金福綏土地公會
笨港境主

福德正神
會長制

2/2

5/17
朝天宮

2/2

5/17

鋪　會

金豐順菜鋪 媽祖 會長制 3/12 朝天宮 3/12

金海順鮮魚鋪 媽祖 爐主制 4/6 朝天宮 4/6　7/15

誠心順點心鋪 媽祖 爐主制 3/22 朝天宮 3/22　7/15

豆干鋪 媽祖 爐主制 4/26 朝天宮 4/26

海山珍醬油鋪 媽祖 爐主制 4/16 爐主宅 4/16

金慶順布郊 媽祖 爐主制 4/20 朝天宮 4/20

紙箔鋪
媽祖

蔡倫祖師
會長制

4/15

10/3
爐主宅

4/15

10/3

金寶順米鋪 五穀聖王 爐主制 4/26 朝天宮 4/26

金長順麵線鋪 九天玄女 爐主制 2/15 爐主宅 2/15

敢郊 媽祖 會長制 4/24 朝天宮
4/24

7/15

金義順屠宰鋪
媽祖

玄天上帝
爐主制

3/24

3/3

朝天宮

靈感祠

3/24

3/3

振玉豐什穀

油車飼料鋪
媽祖 會長制 8/ 朝天宮→爐主宅 8/

金珍順青果鋪 媽祖 會長制 4/24 朝天宮 4/24　7/15

金福順荖葉檳榔鋪 媽祖 會長制 4/29 朝天宮 4/29

百貨郊 媽祖 會長制 10/ 爐主宅 10/
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餅鋪 媽祖　孔明先師 爐主制 4/ 爐主宅 4/

金毫順北港電器商 媽祖 會長制 6/1 朝天宮 6/1

元本善藥郊 媽祖　神農聖帝 爐主制 4/26 爐主宅 4/26

金銀鋪　金銀樓 媽祖　利賜爺 爐主制 9/17 爐主宅 9/17

金安順北港西藥商 媽祖　神農聖帝 爐主會長雙軌制 8/20 爐主宅 8/20

金通順運輸鋪
媽祖　福德正神

太子爺
會長制 4/11　8/12 朝天宮 4/11　8/12

北港魯班公會

關聖帝君　巧聖先師

普庵先師　何葉先師

爐公

會長制 4/27 爐主宅 4/27

陣頭會

雲林縣金聲順古樂

協會
田都元帥 理事長制 8/10 會館 8/10

北港樂團 媽祖　至聖先師 團長制 8/16 爐主宅 8/16

麗聲樂團 媽祖 爐主制 8/21 爐主宅 8/21

北港武城閣 子游夫子　孟昶 會長制 8/ 會館 8/

聖震聲開路鼓 西秦王爺 會長制 8/27 會館 8/27

集雅軒 西秦王爺 會長制 6/24 會館 6/24

振樂社 媽祖　田都元帥 會長制 10/24 爐主宅 10/24

新街錦陞社 田都元帥 會長制 5/16 新街巡天宮 5/16

哨角震威團 軒轅聖帝　媽祖 會長制 4/8 爐主宅→會館 4/8

北港飛龍團
四海龍王　媽祖

田都元帥
會長制 5/6 會館 5/6

北港新龍團
媽祖　田都元帥

濟公禪師
會長制 2/15 朝天宮 2/15

北港德義堂龍鳳獅
宋太祖　白鶴祖師　

達摩祖師　五顯華光
會長制 6/16 爐主宅 6/16

北港德義堂本館
宋太祖　白鶴祖師　

達摩祖師
會長制 10/5 爐主宅 10/5

北港勤習堂國術館 媽祖　宋太祖 會長制 8/ 朝天宮 8/

龍鳳國術館
媽祖　達摩祖師

田都元帥
會長制 4/ 爐主宅 4/

維德堂 達摩祖師 會長制 10/15 爐主宅 10/15

北港聚英社玄龍陣 三太子 會員顧問並行制

鳳陽國術館
媽祖　達摩祖師

宋太祖　白鶴祖師
爐主制 10/5 會館 10/5

三重武德堂國術館 達摩祖師 會長制 10/5 爐主宅 10/5

南安德義堂 宋太祖　媽祖 會長制 5/22 爐主宅 4/12　5/22

資料來源：

鄭志明、孔建中，《北港朝天宮的神明會》，大林鎮：南華管理學院，1998。

根據林美容的研究指出，台灣地方社會的主體是村廟組織，其下包括許多由民眾組成的子弟組



[26]林美容，〈台灣的民間信仰與

社會組織〉，《祭祀圈與地方社

會》（台北：博揚，2008），頁 20-

35。

[27]〈北港恭迎	聖母遶境〉《臺南新

報》1930.2.15。

[28]	 南管是以泉州話演唱之閩南音

樂，又稱絃管、南音、南樂、

郎君樂、御前清曲等。

[29]	 相良吉哉編，《臺南州祠廟名

鑑》（臺南：臺灣日日新報社臺南

支局，1933），頁 392。

[30]	 北管是指相對南管的樂種，泛

指閩南以北的各地聲腔，又稱

亂彈、官音、八音等。

[31]	「洞館」指吹管樂器使用洞簫

的南管館閣，社會地位較高；

「品館」則是使用笛子，又稱

太平歌，地位較低。

[32]	 指北管的流派，「福祿」是古

路，以西秦王爺為樂神，拉絃

樂器使用「殼仔絃」（椰胡）；

「西皮」是新路，祭祀田都元

帥，拉絃樂器使用「吊規仔」

（京胡）。

[33]	 鄭志明、孔建中，《北港朝天

宮的神明會》（大林鎮：南華管理

學院，1998），頁 112-113。
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織、丁口組織、角頭組織、聯庄組織、醮域組織、字姓組織、神

明會等。其中又以子弟組織最為重要，包括曲館和武館。[26]如

上表，北港的陣頭會包括 9個曲館和 11 個武館。

其中曲館就是音樂子弟團，是結合民間信仰與曲藝的表演團

體，成員由地方士紳或青年所組成，在年節祭典時，演奏音樂或

子弟戲酬神。子弟團具有幾個特質：1. 非營利的業餘團體；2. 參

與村廟祭典；3. 祭祀自己的樂神；4. 祭祀本社的先賢神位。子弟

團組織在台灣傳統社會非常普遍，是研究地域社會非常重要的組

織。如 1930 年 2 月 15 日《臺南新報》對北港街元宵節繞境的

報導：

北港街值此元宵佳節。定十五、六、七日。凡三日間。依

例年恭迎天上聖母聖駕繞遊各街。當地各界人士。及商工

諸團體。均備詩意閣。而集英社。武城閣。集雅軒。仁和

軒。錦樂社。集斌社。新協社。飛龍團。飛虎團。德義堂。

勤習堂。十二班。振成團。連環坪。其他種種餘興。三市

燈花六街燐爛而耿耿星光。熱鬧終宵。街上紅男綠女。往

來如織。極一時之盛況。[27]

根據上面報導，當時北港街的音樂子弟團有集英社、武城閣、

集雅軒、仁和軒、錦樂社、集斌社、新協社等。

北港最早的音樂子弟團是南管 [28]「集斌社」，創立於乾

隆 11 年（1746），[29]其他樂種還包括北管、[30]廣東音樂、歌仔

戲、西樂、現代中樂等。且南管還可分為「洞館」和「品館」兩	

種；[31]北管還可分為「福祿」和「西皮」兩派。[32]	 1925 年，

更成立了西樂團「新協社」，後改名為「北港樂團」。[33]其樂種

與組織的多樣性，是研究社群分類與社會變遷極佳的區域。其社

團之時代與分類如下表：
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表 2		笨港音樂子弟團一覽表

創立年 西元 團名 樂種 細類 樂神 備註

清　　　　代

乾隆 11 1746 集斌社 南管 洞館 孟府郎君 復振

咸豐 3 1853 集雅軒 北管 福祿 西秦王爺 存

咸豐 5 1855 金聲順 北管 開路鼓 田都元帥 存
咸豐 9 1859 武城閣 南管 品館 子游夫子

清代 集英社 粵樂

清代 震威團 哨角 軒轅聖帝 存

清代 馬陣吹 鼓吹 田都元帥

日　治　時　期

大正年間 和樂軒 北管 西皮 田都元帥

大正年間 仁和軒 北管 福祿 西秦王爺

大正年間 錦陞社 北管 田都元帥 存

大正 14 1925 北港樂團 西樂 管樂 至聖先師 存

昭和 5 1930 錦樂社 歌仔 田都元帥

昭和 5 1930 江樂社

昭和 6 1931 新樂社 歌仔 田都元帥

昭和 9 1934 麗聲樂團 西樂 管樂

昭和 9 1934 清騰閣 南管 品館

昭和 16 1941 南華閣 南管 品館

民　　　　國

民國 40 1951 集賢社 南管 品館

民國 45 1956 聖震聲 北管 轎前吹 西秦王爺 存

民國 45 1956 高樂社 歌仔 田都元帥

民國 50 1961 振樂社 歌仔 田都元帥

民國 50 1961 新生樂團 西樂

民國 60 1971 b# 輕樂團 西樂

民國 70 1981 朝天宮國樂團 中樂 存

民國 100 2011 汾雅齋 南管 洞館 存

資料來源：

1924-1937、2014 年，北港朝天宮聖母遶境行列順序表。

蔡相煇，《北港朝天宮志》，北港：財團法人北港朝天宮董事會，1995。

林永村、林志浩，《笨港：一個古老港口的歷史與文化》，北港鎮：笨港文化

事業有限公司，1995。

鄭志明、孔建中，《北港朝天宮的神明會》，大林鎮：南華管理學院，1998。

曾萬本，《北港香火》，斗六市：雲林縣政府文化局，2004。

丁招弟，《雲林藝陣誌》，斗六市：雲林縣政府文化處，2012。



[34]	 陳哲正，《南壇水月庵沿革》，

1996。

[35]	 李淑芳，〈清代以來台灣宣講

活動發展研究―以高雄地

區鸞堂為例〉（國立高雄師範大

學台灣歷史研究所碩士論文，2010），

73-75。

[36]	 臺灣銀行經濟研究室編，《嘉

義管內采訪冊》（南投：臺灣省

文獻委員會，1993），頁 4。

[37]	 陳哲正，《南壇水月庵沿革》，

1996。
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三、南壇水月庵陳氏家族史

乾隆 24 年（1759），陳氏家族的開台祖陳順直從福建安溪

后埔應笨港縣丞之聘，捧「聖諭牌」來到笨港頂菜園（今新港鄉

共和村）建南壇宣講聖諭。[34]聖諭牌後書有「己卯陳順直敬筆」，

陳氏子孫目前仍保存聖諭牌，以及〈康熙聖諭十六條〉木刻	

本。[35]

據《嘉義管內采訪冊》，〈祠宇〉載：「南壇水月庵，在新南

港之西端，崇奉觀音佛祖，乾隆辛亥年十月紳民公建。」[36]，乾

隆辛亥年為乾隆 56 年（1791）。之後，陳順直到北部宣講，不幸

病逝於景美。其子陳管、孫陳嘉清、曾孫陳鐘智克紹箕裘，亦於

南壇宣講聖諭，分別受清廷褒封為「宣德郎」、「承德郎」並例授

州同銜之職。[37]

陳家第三代陳嘉清開始經營布商德發號，從每年的帳簿之

「寺廟」項目，可知該年捐獻地域各寺廟祭典油香之金額與範圍。

下表以光緒 11 年（1885）為例，德發號捐獻寺廟油香主要範圍是

以朝天宮為核心，今北港鎮市區。

表 3		光緒 11 年（1885）德發號捐獻寺廟油香一覽表
月 日 寺廟、地名 慶典 緣、捐 金額

元月 十五 朝天宮 上元三獻 緣 五百錢

朝天宮 遶境演戲 又緣 三百錢

花月 初三 聖母遶境 緣廿七、廿八 五百錢

聖母演戲 又加緣 二百錢

初七 米市天公生 緣上日 千錢

油香 又緣 一百錢

桐月 廿六 聖母三獻 緣 五百錢

聖母千秋 緣 三百錢

梅月 初一 西勢窯 七王爺生 緣 一百錢

十二 蘇王爺生 緣 一百五十錢

廿六 埔仔 三公子生 緣 二百錢

蒲月 十一 番王爺遶境 緣 二百錢

十六 下館 蕭王爺生 緣 二百錢

十七 南港 夫子生 緣 三百錢



[38]	 倪贊元，《雲林縣采訪冊》

（南投：臺灣省文獻委員會，1993），

頁 48-50。

[39]	「笨港聚奎閣先賢神位」是由

陳家第七代陳家湖先生所立。
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廿八 義民公生 緣 五百錢

廿九 下湖 水流普 緣 五百八十五錢

荔月 十五 下館 金王爺生 緣 二百錢

柒月 十二 本廟 普度 捐初九 五百錢

廿六 義民普度 捐 五百錢

桂月 初八 水仙宮 普度 捐 四百錢

二十 下館 聖公戲 捐 二百錢

下館 聖公遶境 又捐 一百錢

廿六 東勢窯 番王爺生 捐 二百錢

作大戲 又加捐 二百錢

菊月 初一 義民廟 王爺生 捐 八百錢

初二 水月庵 中元 捐 二百錢

初十 聖母飛昇 捐 三百錢

十六 有應公生 捐 二百錢

廿二 埔仔 大巡演戲 捐 四百錢

埔仔 大巡遶境 又捐 五百錢

拾月 初九 南港 水仙王公生 捐 三百錢

又加捐 一百錢

葭月 十六 阿彌陀公生 捐 二百錢

十七 番王爺生 捐 二百錢

廿五 宮後 送王爺 捐 六百錢

臘月 初八 埔仔 送王爺 捐 五百錢

溪墘 送王爺 又捐 四百錢

十九 聖母收兵 捐 四百錢

廿三 本廟 送神 捐 二百錢

廿九 文祠 油米 捐 五角
本廟 生油一矺 捐 一元二角五

合計 十四元三角七

資料來源：曾品滄藏，《陳德發號帳簿》影印本，光緒 11 年（1885）。

道光 19 年（1839），貢生蔡慶宗在北港街西北倡捐巨資興建

文昌廟，奉祀文昌帝君，廟內有社學聚奎社，為同社諸生會文講

課之所。藝成則送品學兼優者第其第次，互相切磋。光緒元年

（1875），貢生陳纓宏等勸捐重修；光緒 13 年（1887），里紳蔡慶

元等集捐興築垣墻數十丈。[38]南壇水月庵，存有一「笨港聚奎

閣先賢神位」[39]如下：

先賢	 徵仕郎	 蔡光炭



[40]	 曾品滄藏，《陳德發號帳簿》

影印本，光緒 13 年（1887）。

[41]	 呂雲騰，〈走過七十星霜的

北港樂團〉，《民眾日報》，

1995.5.26。

[42]	 蔡相煇，《北港朝天宮志》（北

港：財團法人北港朝天宮董事會，

1995），頁 202。
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	 統　領	 蔡慶元

	 州同銜	 陳濬哲　蔡慶熙　李正燦

	 宣德郎	 陳嘉清

先賢	 公祿司士政　黃深淵

	 解　元	 陳子溥

	 廩　生	 蔡子珊　蔡然標

	 庠　生	 蔡慶宗　李海亭　黃種三			

林維朝　陳子宜　蔡然亨　

吳采修　蔡萱培

先賢	 貢　生	 陳子輝　蔡天時　蔡天福

先賢	 師　長	 陳順直　林　某　林漢文	

許夢芝　李新亭　蔡本升	

許夢庚　吳子榮　蔡然貞	

陳世籌　蔡作霖　蔡煥階	

蔡少儀

先賢	 執		事		 鄭郎如		 陳欽三　陳資三	

陳世南

圖 2 德發號捐獻寺廟油香分布圖

圖片來源：筆者自繪。

陳家於聚奎閣先賢神位者有，陳順直、陳嘉清、陳濬哲、陳

子溥、陳子宜、陳世南等。其中陳子溥、陳子宜於光緒 13 年

（1887）參加科舉考上秀才，在德發號的帳簿亦有紀錄「考費」中

「拜神」有，文祠、聖母、阿彌陀公三廟。[40]

四、陳氏家族的音樂活動

（一）第六代陳世南（1881-1966）與「集英社」

陳家學習音樂的起源要從第六世的陳世南說起，陳世南參加

北港的音樂子弟團「集英社」。陳世南是演奏二胡的高手，另外

還會簫、笛、琴等樂器。[41]

根據《北港朝天宮志》集英社的樂種是「廣東國樂」。[42]

但亦有文史工作者認為，集英社是 1930 年由南管集斌社所分	



[43]	 曾萬本，《北港香火》（斗六市：

雲林縣政府文化局，2004），頁

80-81。

[44]	 相良吉哉編，《臺南州祠廟名

鑑》（臺南：臺灣日日新報社臺南

支局，1933），頁 392。

[45]	〈北港聘音樂師〉，《臺灣日日

新報》，1929.7.22，第八版。

[46]	 呂錘寬，《北管古路戲的音

樂》（五結鄉：國立傳統藝術中心，

2004），頁 3-4。

[47]	 鄭志明、孔建中，《北港朝天

宮的神明會》（大林鎮：南華管理

學院，1998），頁 112-113。

[48]	 呂雲騰，〈走過七十星霜的

北港樂團〉，《民眾日報》，

1995.5.26。

[49]	 葉樹涵，〈日治時代的台灣管

樂發展概況〉，《樂覽》111 期

（2008.9），頁 46-51。

[50]	 趙惠群，〈北港西樂團樂聲

飄飄七十年〉，《聯合報》，

1995.11.21。
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出。[43]集斌社是北港最早的南管子弟團，成立於乾隆 11 年

（1746），主祀孟府郎君，每年春、秋舉行郎君祭，[44]平時在朝天

宮設館教授南管。[45]但筆者從陳世南先生遺留之集英社曲簿的

來看，都是器樂曲，曲目有遍地錦、水底魚、雙鳳吟、寄生草、

滿庭芳、漁家樂、新百家春、二八佳人、福祿壽、福壽星、將軍

令、滿堂紅、齊天樂、金連環等，多是明清小曲，工尺譜與南管

系統完全不同，與北管的絃譜較相近。

北管的絃譜是以絲竹樂合奏的樂曲，其音樂的源流有北管固

有音樂，以及吸收自廣東音樂以及民間小調等。[46]所以集英社

應屬廣東音樂較為正確。

（二）第七代陳家湖（1915-1996）與「北港樂團」

北港樂團是北港最早的西樂團，其前身叫「新協社」。1925

年由李鐵、林問、蔡雪騰、陳元在、楊東輝、許金枝、陳清波、

蔡維良、許滿榮、紀清塗等 10 人發起組織，推舉林問為社長，

李鐵擔任指導，每天晚上在李鐵家廣場練習，目的是利用業餘時

間切磋西樂的演奏，在媽祖繞境時，參加遊行的行列。北港樂團

還置有一「至聖先師爐」，每年擲頭家、爐主，農曆 8 月 16 過	

爐。[47]

1931 年，陳家湖與楊萬得、吳興、楊金玉、莊老居、許日

精、蔡然福、吳松江、郭祥、蔡成波等 10 人加入，陳家湖建議

改名為「北港美樂帝樂團」。[48]陳家湖精通小號，是台灣第一位

演奏海頓 (Haydn)「降 E大調小號協奏曲」的音樂家。[49]

樂團成立初期曾聘請日本海軍退役的軍樂指揮酒井先生擔任

指導，練習的曲子多是進行曲和華爾滋。後來又聘請科班出身的

音樂老師清水先生擔任指導，開始學習和演奏各種古典樂曲。北

港樂團每年均參與北港朝天宮媽祖的繞境，受到地方的歡迎，團

員越來越多，在「美樂帝」時代，樂團規模達五十人。昭和 15

年（1940），日本慶祝開國兩千六百年，舉辦全台吹奏樂大賽，美

樂帝與麗聲合組一團代表北港郡參賽，獲臺南州初賽第一名，並

代表臺南州到台北比賽，被譽為台灣最佳西樂團。[50]



[51]	 呂雲騰，〈走過七十星霜的

北港樂團〉，《民眾日報》，

1995.5.26。

[52]	 蔡相煇，《北港朝天宮志》（北

港鎮：財團法人北港朝天宮董事會，

1995），頁 265-269、285。

[53]	 陳哲正先生口述，李孟勳訪

問，於北港鎮光明路陳宅，

2014.4.6。

[54]	 王吉仁等撰稿，《第十七屆國

家文藝獎頒獎典禮專刊》，台

北：財團法人國家文化藝術基

金會，2013。

[55]	 陳燦坤，〈創辦音樂學院	陳

家二代夢想〉，《自由時報》，

2009.8.19。
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戰後，「北港美樂帝樂團」再改名為「北港樂團」，陳家湖持

續義務指導樂團長達 63 年，又在南壇住家設置面積八十坪的音

樂廳，供樂團練習之所，不但未接受任何報酬，還為了添購樂器、

服裝等出錢出力。此外，讓團員引以為傲的是樂團始終保持業餘

的子弟精神，絕不做營利的演奏。1995 年，為紀念巴哈三百週

年誕辰，在雲林縣二十個鄉鎮舉行街頭演奏，獲得好評。[51]樂

團成員最多達八十人，為雲嘉地區培養不少西樂的人才。

在社會服務方面，陳家湖曾任北港鎮公所建設課長、北港朝

天宮管理委員會第 13 屆（1955.7~1958.6）會計委員、第 15~17 屆

（1961.7~1973.10）監察委員、財團法人北港朝天宮董事會第 1~2 屆

（1973.11~1982.10）董事。1989 年，與朝天宮董事長郭慶文及地方

有志青年，一起推動成立「笨港媽祖文教基金會」，協助推動地

方文化教育活動。[52]

陳家湖生育 9名子女，均留學維也納學習音樂，生前最大的

願望是創辦一所音樂學院，為台灣培育更多音樂人才。[53]長子

陳茂萱曾任師大音樂系主任兼所長，2013 年獲國家文藝獎。[54]

三子陳哲久，1992 年在奧地利創辦 IMUK-Graz	國際音樂學院。

陳家湖過世後，兄弟們在北港鎮內老家門口掛起了「家湖紀念音

樂學院」的招牌，希望有朝一日能完成父親遺願，在台灣創辦音

樂學校。[55]

（三）第八代陳哲正（1945 年生）與「北港愛樂協會」

陳哲正，是陳家湖之四子，1973 年留學奧地利，1978 年

結婚後定居維也納。1996 年陳家湖過世後，毅然返台繼承父志，

接下北港樂團團長的職務。2003 年成立北港愛樂協會，於雲林

縣政府 (92) 府社行字第 9206007323 號立案，陳哲正擔任首屆理

事長。該會成立的目的是協助各級學校推動音樂學習風氣，發掘

對音樂有興趣的孩子，組成「北港青少年管樂團」。
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表 4		北港愛樂協會歷年活動一覽表

年 月 日 活動大事記 備註

2001 南陽國小管樂班成立 李啟芳校長聘請陳團長指導

2003 9 北港愛樂協會成立

2004 5 北港青少年管樂團首演 南陽國小活動中心

2005 8 北港樂團 80週年慶暨北港愛樂季 系列活動

8 6 旅奧學生回國聯合演奏會 北港鎮立圖書館

8 12 揚子中學和馬光國中管樂團聯合演奏會 北港鎮立圖書館

8 27
大愛合唱團、北港青少年管樂團、陳怡伶舞蹈社和秀秀

舞蹈社聯合演出
北港鎮立圖書館

9 7 大提琴弦樂團演奏會 北港鎮立圖書館

9 10 陳茂萱教授演講：「古典音樂及我的創作生涯」 北港鎮立圖書館

9 17 北港樂團團慶暨 80 週年回顧展 南壇水月庵

2006 5 母親節親子音樂會

7 北港國際音樂文化藝術節 系列活動

7 1 開幕音樂會 北港媽祖文化大樓演藝廳

7 3 陳學孟鋼琴班發表會 北港媽祖文化大樓演藝廳

7 5 外國教師音樂會 雲林縣政府文化局音樂廳

7 8 外國教師音樂會 北港媽祖文化大樓演藝廳

7 9 文化交流晚會 南壇水月庵

7 12 閉幕音樂會 北港媽祖文化大樓演藝廳

2007 7 北港國際音樂文化藝術節 系列活動

7 1 開幕音樂會 北港媽祖文化大樓演藝廳

7 2 音樂會 雲林縣政府文化局音樂廳

7 4 音樂會A 北港媽祖文化大樓演藝廳

7 6 音樂會 B 北港媽祖文化大樓演藝廳

7 8 音樂會 C 北港媽祖文化大樓演藝廳

7 10 文化交流晚會 南壇水月庵

7 11 酒館音樂會 田園蜜語複合式餐廳

7 13 閉幕音樂會 北港媽祖文化大樓演藝廳

2009 2 4 第四屆愛樂季音樂會 北港新營愛樂協會聯合音樂會

8 北港國際音樂文化藝術節 系列活動

8 20 室外行進樂隊 北港青少年管樂團繞行北港

8 21 開幕音樂會 北港媽祖文化大樓演藝廳

8 22 舒伯特獨奏會 雲林縣政府文化局音樂廳

8 23 銅管樂器音樂會 北港媽祖文化大樓演藝廳

8 25 木管樂器音樂會 北港媽祖文化大樓演藝廳

8 27 爭奇鬥艷 -古典曲目之標準 北港媽祖文化大樓演藝廳

8 28 新營國際音樂之夜 台南縣文化中心音樂廳

8 29 文化交流晚會 北港口袋公園露天音樂廣場

9 1 酒館音樂會 田園蜜語複合式餐廳

9 2 閉幕音樂會 北港媽祖文化大樓演藝廳



[56]	《2006 北港國際音樂文化藝術

節專刊》（北港：雲林縣北港愛樂

協會，2006），無頁碼。

[57]	《2009 北港國際音樂文化藝術

節專刊》（北港：雲林縣北港愛樂

協會，2009），頁 61。

20	 中国都市芸能研究　第十三輯

資料來源：

陳哲正先生提供，2005 年「北港樂團 80 週年慶暨北港愛樂季」海報

2006、2007、2009 年《北港國際音樂文化藝術節專刊》。

（四）第九代陳學孟（1983 年生）與「北港國際音樂文化藝術節」

2006 年起，北港愛樂協會舉辦「北港國際音樂文化藝術節」，

邀請歐洲音樂家參與盛會，促進社區民眾參與文化活動的風氣，

此藝術節由陳家第九代陳學孟，擔任藝術總監。

陳學孟，1983 年出生於維也納，2000 年進入維也納音樂藝

術大學鋼琴演奏科，主修鋼琴及音樂理論。大學畢業後，考上芬

蘭的 Sibelius	Academy 繼續深造。

2005 年 贏 得 在 赫 爾 辛 基 舉 辦 的 Helmi-Vesa	Klavier-

Wettbewerb 大賽第一名。[56]之後在德國取得最高演奏文憑，相

當於台灣的博士學位。[57]

五、從陳氏家族的音樂歷程看台灣地域社會的變遷

（一）世代差異

陳氏家族從清末陳世南起，連續四代用音樂參與地方社會，

以下從世代差異做比較：

表 5　陳氏家族音樂活動比較表

世代 姓名 組織 成立時間 樂種 樂譜

第六代 陳世南 集英社 清末 廣東音樂 工尺譜
第七代 陳家湖 新協社 1925 西樂 五線譜
第八代 陳哲正 北港愛樂協會 2003 西樂 五線譜

第九代 陳學孟 北港國際音樂
文化藝術節 2006 西樂 五線譜

第六代陳世南生於清光緒 7年（1881），台灣明清時期的移民

多來自閩粵一帶，所以音樂子弟團的樂種與原鄉有關。包括南管、

北管、廣東音樂等，樂譜使用工尺譜，代表傳統的世代。

第七代陳家湖生於大正 4年（1915），當時日本統治台灣已經



[58]	 陳哲正先生口述，李孟勳訪

問，於北港鎮光明路陳宅，

2014.9.7。
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20 年，陳家湖受新式的教育，參加西樂團「新協社」，學習西方

古典音樂，後來更成為樂團指導者，代表現代化的新世代。

第八代陳哲正生於二次大戰結束那一年（1945 年），台灣的

日治時期結束，變成中華民國統治，父親陳家湖因受到白色恐怖

的威脅，陳家的發展轉向海外。[58]陳哲正與兄弟姊妹均到維也

納留學，直到陳家湖過世，陳哲正回國繼承陳家湖的志業，但北

港樂團已老成凋謝，無法成團。因此，陳哲正代表社會變遷的世

代。

第九代陳學孟，1983 年出生於維也納，在歐洲受音樂教育。

2006 年起，擔任「北港國際音樂文化藝術節」藝術總監。將國

外所學，奉獻給故鄉，代表國際化的世代。但也面臨了地方文化

與國際文化差異的種種困難，因此，2009 年後沒有繼續舉辦。

（二）樂種與組織

以下將陳氏家族參加的子弟團，放在朝天宮歷年遶境行列的

整體脈絡中來討論：

表 6		朝天宮歷年遶境行列音樂團體比較表

1924 1930 1934 1988 2014

1 開路鼓 開路鼓 開路鼓 金聲順 金聲順開路鼓

2 錦樂社 新協社 新協社 北港樂團 建國國中管樂隊

3 集雅軒 仁和軒 麗聲音樂團 麗聲樂團 北港國中管樂隊

4 仁和軒 和樂軒 和樂軒 集雅軒 北港愛樂協會

5 和樂軒 集雅軒 集雅軒 宗聖商工管樂隊 北港集雅軒

6 武城閣 江樂社 武城閣 振樂社 北港汾雅齋

7 集英社 錦樂社 清騰閣 北港農工管樂隊 新街錦陞社

8 集斌社 武城閣 集英社 高樂社 聖震聲開路鼓

9 馬陣吹 集英社 集斌社 武城閣 哨角震威團

10 哨角 集斌社 馬陣吹 聖震聲 北港朝天宮國樂車

11 馬陣吹 震威團 震威團

12 震威團

資料來源：

1924、1930、1934 年，北港朝天宮聖母遶境行列順序表。

1988 年遶境行列，見蔡相煇，《北港朝天宮志》，頁 142-145。

2014 年，北港朝天宮聖母遶境行列順序表。



[59]	 山根勇藏，《臺灣民族性百

談》（台北：杉田書店，1930），頁

5-12。
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從北港朝天宮歷年遶境行列順序表來看，1930 年代初期是

音樂子弟團的高峰期，排列順序除了最前面的開路鼓和最後面兩

個駕前陣頭「馬陣吹」和「震威團」外，大致上以樂種做為群組

分類：西樂→北管→南管，以 1934 年為例：

表 7　1934 年朝天宮歷年遶境行列群組分類表

西樂 北管 南管

社團 新協社

麗聲音樂團

和樂軒

集雅軒

武城閣

清騰閣

集英社

集斌社

數量 2 2 4

「集英社」的順序一直與歷史最悠久的「集斌社」相連，有

趣的是當地人將「集英社」歸類為南管社群，可以用清代「花

雅之爭」的概念來理解。「花部」在台灣可以用北管來代表；「雅

部」則是南管。本文前面說明過，從「集英社」的工尺譜和曲目

來看，絕不是南管音樂，但是因為他的音樂屬於比較細膩的絲竹

樂，所以在地人的觀點還是將之歸納為「南的」、「雅的」。

而「集英社」與「集斌社」到了 1988 年的繞境名單中已經

消失，到了 2014 年，連西樂的「北港樂團」、「麗聲樂團」也已

無法出團。

（三）社會結構

台灣民間信仰的神明如媽祖、觀音媽、大道公、恩主公、土

地公等，將神明祖先化，有如家族之「公媽」，將同一村廟之祭

祀圈內的宗族統合在一起，形成祭祀共同體。而「子弟」二字即

相對於「父兄」而言，本質是傳統父系社會結構的宗族組織。

山根勇藏認為子弟團的頭人在婚喪喜慶活動中不惜揮灑重金，

乃是台灣舊慣習不文律的威力所使然，這是將富戶財產重分配的

手段，可避免權力獨佔的弊端，是一種良好的社會政策，而音樂

展演則是此制度的重要媒介。[59]

子弟團原是非營利的業餘演藝團體，其經費來源是由頭人的
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捐輸或會員集資。但隨著社會經濟的變遷，雲林縣外流人口嚴重，

宗族離散，傳統的社會結構逐漸轉型。子弟團要生存下去，會出

現兩種情況，一是走向職業化，開始接受外界的聘請，團員亦可

增加收入。二是，向政府單位申請補助，開設研習班，可同時解

決經費與招收新團員的問題，但也因此與信仰逐漸分離。

例如，北港樂團有輪祀媽祖神像和至聖先師爐，每年農曆八

月十六日過爐日，在爐主家擲筊選出下年度新的爐主和頭家，但

由於老成凋謝，後繼無人，從 2014	年起停止這項傳統祭儀。

結　語

笨港南壇水月庵陳家湖家族，乾隆年間從福建渡台宣講聖諭，

後代經營布商德發號並參加科舉，成為笨港的士紳家族。清末，

第六代陳世南參加音樂子弟團「集英社」，開啟了陳家的音樂之

路。日治時期，第七代陳家湖參加西樂團「新協社」成為指導者，

並培育九位子女走向西樂之路；戰後，第八代陳哲正延續父親志

業成立「北港愛樂協會」，培育青少年音樂人才；21 世紀，第九

代陳學孟擔任「北港國際音樂文化藝術節」藝術總監，陳家連續

四代用音樂來參與地域社會。本文從陳氏家族的音樂歷程來觀察

笨港地域社會的變遷，得到以下幾個結論：

從世代差異而言，清末出生的陳世南，學習廣東音樂，樂譜

使用工尺譜，代表傳統的世代。日治時期出生的陳家湖，受新式

教育，學習西方古典音樂，代表現代化的新世代。戰後成長的陳

哲正，面臨傳統文化的流失，代表社會變遷的世代。陳學孟，出

生於維也納，在歐洲受音樂教育，代表國際化的世代。

從樂種與組織而言，1930 年代是音樂子弟團的高峰期，樂

種主要有南管、北管、西樂等，「集英社」的繞境行列順序一直

與歷史最悠久的南管「集斌社」相連，當地人將「集英社」的音

樂歸類為，屬於比較細膩的「南管」。但「集英社」與「集斌社」

等古老的子弟團，到了 1980 年代逐漸消逝。

從社會結構而言，子弟團的經費來源原本是由頭人的捐輸或
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會員集資。隨著社會經濟的變遷，宗族離散，原有的社會結構逐

漸轉型。子弟團走向職業化，或開設研習班成為社教的一環，音

樂與信仰的關係弱化。

另外，目前台灣的音樂史均認為，台灣西樂的傳入與發展，

主要由兩個路徑而來，一是基督教會系統，二是日本時代的新式

教育。但是，筆者的田野調查發現，台灣的西樂發展其實有第三

個路徑，就是承襲自傳統社會子弟團的組織與社會功能，在現代

化的過程中吸收了西樂，在民間形成一套自主的音樂傳承體系，

許多鄉鎮都成立過西樂團。如果能將這個曾經盛極一時的現象加

以調查研究，將能補充台灣音樂史之不足。
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中国の国産アニメーションと
影絵人形劇

――1950 年代を中心に

　山下　一夫

1.  はじめに

現在ではあまり見られなくなってしまったが、かつて中国の

都市部では影絵人形劇の公営劇団による上演があちこちで行わ

れていた。そこで上演されていたのは伝統的な影絵人形劇では

なく、人民共和国成立後にソ連の人形劇が導入されることで成

立した、児童向けの「近代的」な演目であった。

筆者は前稿「中国の影絵人形劇の改革とオブラスツォーフ」

において [1]、1952 年のオブラスツォーフ訪中がこの分野の成

立の契機となったことを明らかにした。また別稿「黒竜江省の

影絵人形劇　その系統と伝承」においては [2]、1959 年初演の

演目『禿尾巴老李』について分析し、この作品が中国の新しい

影絵人形劇成立のメルクマールとなったことを述べた。ただ

両原稿ともに、人民共和国初期の段階で影絵人形劇とアニメー

ションが一体のジャンルとして展開した可能性に触れながらも、

この問題について詳細に検討することができなかった。そこで

本稿では、1950 年代に中国の国産アニメーションと影絵人形

劇がどのように展開し、分野として一体化していったかを検討

し、あわせて両者の性質について考察を行ってみたいと思う。

2.  ソ連風アニメと人形劇

前稿で検討したように、中国では人民共和国成立後すぐにソ

連の人形劇とアニメーションが模倣対象として導入された。こ



[3]	 アニメーション作品の邦題は
以下いずれも小野耕世『中国
のアニメーション　中国美術
電影発展史』（平凡社、1987 年）

の記述に従う。

[4]	 『中国のアニメーション　中
国美術電影発展史』、73 頁。
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のうち人形劇は、そもそも中国にはソ連のような児童向けの人

形劇という発想が無かったため、受け皿となった伝統的な影絵

人形劇の芸人たちにとっては衝撃的な内容であったものと思わ

れる。またその学習は、オブラスツォーフの全国巡回という方

法が取られたため、現地の人形劇関係者は訪問時の短時間の上

演のみから全体的な方向性を吸収し、それをもとに自分たちで

新しい人形劇を考え出した。オブラスツォーフから「子ども向

けの短時間の影絵人形劇」・「動物の掛け合いによるパントマイ

ム」・「西洋風のバックグラウンドミュージック」といった要素

を引き出し、それを既存の亀や鶴の影絵人形にあてはめた影絵

人形劇『亀と鶴』は、まさにその典型であった。

一方のアニメーションは、当事者たちの間に「児童向けの分

野」という認識が先行して存在していた。人民共和国初期に中

国のアニメーション製作を担ったのは、満映を前身とする東北

電影製片廠で日本人の持永只仁が育成に関わった人々だった

が、かれらは日中戦争期にアメリカのディズニーアニメなども

見ていたし、国共内戦期に解放区の長春でソ連の『灰色首の野

がも』を手本にして、のちの児童向け国産アニメ第一号である

『謝謝小花猫』（ありがとう小猫さん）の製作を始めていた [3]。長

春ではすでに作画に必要なセルなどもソ連から輸入されていた

し [4]、造形面・技術面・物資面のいずれの分野においてもソ

連の影響を受けていたため、アニメーションが「ソ連風の児童

向け作品」に進むことは、中華人民共和国成立の時点ですでに

既定路線となっていた。この点において、アニメーションは人

形劇よりも一歩「先に進んで」いたといえる。

東北電影製片廠は 1950 年に上海電影製片廠美術片組に改組

され、長春時代から製作していた『謝謝小花猫』を完成させた。

これは悪さをする鼠たちを猫が捕まえ、ニワトリの夫婦に感謝

されるという内容の動物アニメである。監督としてクレジット

されている方明は、持永只仁の中国名である（脚本は児童文学者



[5]	 持永只仁『アニメーション日
中交流記　持永只仁自伝』（東

方書店、2006 年）、223 頁。

[6]	 『皮影生涯三十年』（著者自印、

1999 年）、6 頁。

[7]	 前出『皮影生涯三十年』、183
頁。
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の金近）。

上海電影製片廠美術片組は続けて 1951 年に『小鉄柱』

（鉄柱ちゃん、監督：方明・特偉、脚本：靳夕）、1952 年に『小猫

釣魚』（小猫の魚釣り、監督：方明、脚本：金近）を製作した後、

1953 年に『採蘑菇』（きのこ狩り、監督：特偉、脚本：金近、技術

指導：方明）を発表する。これは、二匹の小ウサギが採った

きのこをめぐって仲違いをするが、道に迷った一匹をもう一

匹が助けたことで仲直りをするというもので、どちらかとい

うと野暮ったい感じのデザインだった『謝謝小花猫』に比べる

と、ウサギのデザインが『灰色首の野がも』に非常によく似て

おり、この数年間でのソ連アニメの消化状況がうかがわれる。

この作品は、1959 年に湖南省皮影木偶芸術劇院によって影

絵人形劇の演目に移植された。前稿で検討したように、湖南省

皮影木偶芸術劇院は 1956 年初の児童向け影絵人形劇『亀と鶴』

を製作した劇団である。かれらは続けて同じパントマイム劇の

『両朋友』と『貪心的猴弟弟』を 1957 年に製作した。『亀と鶴』

が内容的にはオブラスツォーフの翻案であっても、人形自体は

既存のものを利用したのに対し、『両朋友』と『貪心的猴弟弟』

は作劇面だけでなく、人形も新しくデザインした「ソ連風」の

ものを使っている。こうした造形面の変化は、1950 年代前半

の国産アニメのスタイルが、数年遅れて「ソ連化」した影絵人

形劇にも流れ込んだ結果だろう。

そして両作を受けた『採蘑菇』では、

さらに新しい方式が採用された。これに

ついて、湖南省皮影木偶芸術劇院の李軍

は以下のように述べている [7]。

1960 年冬、かれら（注・当時の湖

南省皮影木偶芸術劇院のスタッフた

ち）は、第二回全国木偶皮影戯会

アニメ『謝謝小花猫』（上海電影製
片廠美術片組）[5]

影絵人形劇『両朋友』（湖南省皮影
木偶芸術劇院）[6]



[8]	 1960 年冬天，他们在第二届

全国木偶皮影戏会演时演出了

新创的童话剧《采蘑菇》和反

应“大跃进”生活的现代戏

《夜战莲花江》。前者是继皮

影寓言剧《龟与鹤》、《两朋

友》和《贪心的猴弟弟》等一

批优秀的哑剧之后，第一次用

动物说话来表现的皮影童话剧，

是又一次新的创造。

[9]	 『皮影生涯三十年』、15 頁。

[10]	《采蘑菇》这个戏，原是常才

智 1959 年根据连环画改编的，

已经上演了好几年，效果不错。

[11]	『皮影生涯三十年』、1 頁。
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演で、新たに創作した童話劇『採蘑菇』と、「大躍進」

の生活を反映させた『夜戦蓮花江』を上演した。前者は

影絵人形寓言劇『亀と鶴』・『両朋友』・『貪心的猴弟弟』

などのパントマイムの後、初めて動物にセリフを付けた

影絵人形童話劇であり、新しい創造である [8]。

『採蘑菇』はパントマイム劇ではなく、「普通の」セリフ付

きの演目として製作されたのである。造形面で国産アニメに近

づいた『両朋友』と『貪心的猴弟弟』の後を受け、それならば

いっそ国産アニメそのものを影絵人形劇にしようということに

なったのだろう。その結果、この作品はアニメーションの影絵

人形劇化の第一号となった。

湖南省皮影木偶芸術劇院の『採蘑菇』は、アニメを単純に影

絵人形劇に移植したわけではない。李軍はまた以下のように述

べている [9]。

『採蘑菇』という演目は、もともと常才智が 1959 年に連

環画をもとに改編したもので、すでに何年も上演されて

おり、大変よい出来映えである [10]。

アニメーション作品そのものではな

く連環画に基づいたのは、セリフも文字

に起こされているし、映像も一枚絵とし

て描き起こされているので、台本や人形

を作る上で便利だったからだろう。また

かれら自身、フィルムを手元に置いて何

度も見返すというような環境に無かっ

たことも推測される。それは一般の人々

も同じで、当時アニメーションを享受

できるのは北京や上海などの大都市に

影絵人形劇『採蘑菇』（湖南省皮影
木偶芸術劇院）[11]



[12]	 魏力群『中国皮影芸術史』（北

京：文物出版社、2007 年）、429 頁。

[13]	 湖北广德的皮影戏于 1963 年，

从浙江省海宁皮影剧团学习了

童话剧《龟与鹤》、《小花猫钓

鱼》、《双鸡斗》、《采蘑菇》和

现代戏《半夜鸡叫》等。
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居住する一部の階層に限られており、普通はこうした連環画な

どで受容するほかはなかった。その点で『採蘑菇』の影絵人形

劇化は、高価なフィルムに触れることのできない人々にとって

「代替物」の役割を果たし得たのだろう。そしてそれは、人間

の演劇＝人戯の廉価版として機能するという、人形劇＝偶戯の

持つ一般的な特質とも重なる問題である。

なお、ここで改編者として名の挙がっている常才智は、1966

年に上海電影学校美術片編導系を卒業後、しばらく上海電影製

片廠美術片組で働き、後に湖南省皮影木偶芸術劇院に移ってき

た人物である。上海電影製片廠美術片組には他にも、著名な人

形劇作家で後に上海木偶皮影劇団の団長となる虞哲光も発足時

から参加しているが、こうした人事はアニメーションと人形劇

を近似した分野と見做す党の文化政策が背景にあると考えてよ

いだろう。そしてそれが結果的にこうしたアニメ原作の影絵人

形劇を成立させる原因ともなったのである。

影絵人形劇『採蘑菇』は、中央で開催された第二回全国木偶

皮影戯会演で上演され、北京をはじめ各地の公営影絵人形劇団

で共有されていっただけでなく、同様にアニメ原作の影絵人形

劇が製作される契機となった。魏力群は以下のように述べてい

る [12]。

湖北省広徳の影絵人形劇は、1963 年に浙江省海寧の影

絵人形劇団から童話劇の『亀と鶴』、『小花猫釣魚』、『双

鶏闘』、『採蘑菇』、さらに現代劇『半夜鶏叫』などを学

習した [13]。

ここから、湖南省皮影木偶芸術劇院の演目である『亀と鶴』

と『採蘑菇』が、ほかの劇団で作られた『双鶏闘』、『半夜鶏

叫』などとともに、浙江省海寧の劇団を経由して湖北省広徳の

劇団でも行われたことが解るが、この中にもう一つ、『小花猫



[14]	 中国浙江海寧皮影芸術団公
式ウェブサイト（http://hnpyx.

com/Repertoire.asp?Smenu=%BE

%E7%C4%BF%BD%E9%C9%DC）。
2015 年 1 月 2 日閲覧。
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釣魚』という演目がある。浙江省海寧の

劇団というのは海寧県劇団を指すが、そ

の後身である中国浙江海寧皮影芸術団

では現在でもこの『小花猫釣魚』を常演

演目としている。これは 1951 年の国産

アニメ『小猫釣魚』を影絵人形劇化した

ものである。タイトルを「小花猫」とし

たのは、同じく持永只仁監督・金近脚

本で作られた 1950 年の『謝謝小花猫』の影響だろう。この演

目は他の有力な公営劇団の初期の資料に現れないため、恐らく

1963 年以前に海寧県で作られたものと思われる。

3.  民族路線

ここでアニメーションに話を戻そう。上海電影製片廠美術片

組の国産アニメは、先に述べたように年を追うごとにソ連風の

デザインに近づいていったが、1955 年の初の国産カラーアニ

メ『烏鴉為什麼是黒的』（カラスはなぜ黒いのか、監督：銭家駿・李

克弱、脚本：一凡）に至って、さすがに「ソ連に傾斜しすぎてい

る」という批判が起こった。

そうした意見が提出されたのは幾つかの理由がある。最も大

きかったのは、『烏鴉為什麼是黒的』がほぼ完全にソ連の『灰

色首の野がも』のコピーだったことである。これは、上海電影

製片廠美術片組を支えた持永只仁が 1953 年に帰国したことも

関わっている。二人の監督のうち、銭家駿は民国期に蘇州で独

自に抗日アニメなどを作成し、また李克弱は延安で美術工作を

行っていた人物であるが、いずれも持永只仁の後を埋めるのに

は明らかに力不足であった。また 1956 年のフルシチョフによ

るスターリン批判によって中ソ関係が次第にぎくしゃくし出し

たことも、こうした批判の背景を成しているものと思われる。

こうした状況のもと、上海電影製片廠美術片組は以後「中

影絵人形劇『小花猫釣魚』（中国浙
江海寧皮影芸術団）[14]



[15]	 許婧・汪煬『読動画――中国
動画黄金 80 年』（北京：朝華出

版社、2005 年）、23 頁。
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国の民族色」を重視するという方針を打ち出した。これには、

1941 年に上海で中国初の国産長編アニメ『鉄扇公主』（西遊記

鉄扇公主の巻）を製作し、中華人民共和国成立後国外にいた万氏

兄弟のうち、1954 年に万籟鳴、1956 年に万古蟾が相次いで帰

国し、いずれも上海電影製片廠美術片組に配属されたことで、

持永只仁の後を埋める作品作りが可能になったことも関わっ

ている。また、『烏鴉為什麼是黒的』は確かにソ連の作品のコ

ピーであったが、それは逆に作画スタッフはそうした作品を作

ることができるまでに技術的に成長しており、以後は独自色を

出せる段階まで来たことも意味している。

そして 1956 年、上海電影製片廠美術片組は『驕傲的将軍』

（傲慢な将軍、監督：特偉、脚本：華君武）を発表した。これは、封

建時代の中国を舞台に、自らの武芸を鼻に掛けた将軍が、訓練

を怠って豪奢な生活を送った結果、敵国に攻め入れられて身を

滅ぼすという内容である。キャラクターの造型に伝統演劇の臉

譜を応用しており、前作までの「バタ臭さ」を払拭し、中国の

民族色を前面に打ち出した作品となった。この「民族路線」は

成功し、好評をもって迎えられた。

1957 年、上海電影製片廠美術片組は上海美術電影製片廠に

改組されたが、民族路線は継承され、1958 年に万古蟾が『猪

八戒吃西瓜』（八戒がスイカを食う、監督：

万古蟾、脚本：包蕾）を製作した。天竺へ

向かう旅の途中、三蔵法師から食べ物

を探すように言われた猪八戒が、見つけ

たスイカを独り占めにし、それを見た

孫悟空にからかわれるという内容であ

る。「民族路線」という点では、中国の

古典である『西遊記』を題材にすること

で『驕傲的將軍』よりもさらに進んでい

ると同時に、中国の伝統的な影絵人形を

アニメ『驕傲的将軍』（上海電影製
片廠美術片組）[15]



[16]	 一例として四川閬中皮影の
王文坤の劇団が挙げられる。
周睿「移影 · 制物 · 造境：四
川皮影民俗文化的創意設計」、
『中華文化論壇』2013 年第
08 期、成都：四川省社会科
学院、100 頁 -107 頁。

[17]	 宮承波主編『動画概論』（北

京：中国広播出版社、2007 年）、
99 頁。

[18]	 江玉祥『中国影戯』（成都：四

川人民出版社、1992 年）、168 頁。

[19]	「黒竜江省の影絵人形劇　そ
の系統と伝承」、166 頁。

[20]	 戸部健・山下一夫「檔案資料
から見た 1950 年代中国の影
絵人形劇」（氷上正ほか編著『近

現代中国の芸能と社会　皮影戯・

京劇・説唱』、好文出版、2013 年、

125 頁 -154 頁）、145 頁。
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用いたストップモーションアニメという、手法的にも新たな

ジャンルに挑戦している。影絵人形劇をアニメーションのス

クリーンに移した本作は、影絵人形劇という分野を世間に知

らしめたということもあり、その後いくつかの劇団によって

本来の影絵人形劇に「復元」され、上演が行われている [16]。

1958 年には、もう一つやはりストップモーションアニ

メの手法による木偶人形アニメ『火焰山』（監督：靳夕、技術

指導：万超塵）が製作された。万超塵も万氏兄弟の一人だが、

万籟鳴や万古蟾と違って中華人民共和国成立後も国内にとどま

り、上海電影製片廠美術片組にも最初期からメンバーとして参

加していた人物である。『火焰山』も『猪八戒吃西瓜』と同じ

く『西遊記』に題材を採っており、やはり民族路線の上にある

ものと言えるが、この作品は火焰山の炎を消すために孫悟空が

鉄扇公主から芭蕉扇を借りるという、万氏兄弟が 1941 年に発

表したアニメ『鉄扇公主』と同じエピソードになっている。そ

の意味では民国期の作品の再生産ということになるが、その間

には京劇や影絵人形劇の改革が挟まっており、単純な「焼き直

し」とはなっていない。

京劇で『火焰山』に相当する演目としては、もともと崑曲に

由来する『芭蕉扇』（『借扇』）が行われていたが、中華人民共和

国成立後に「階級闘争」の視点から改編され、名称も『孫悟空

三借芭蕉扇』に改められていた。そしてその影響下に湖南省皮

影木偶芸術劇院が影絵人形劇『火焰山』という演目を作成し、

1955 年 4 月に北京で開催された「第一届木偶戯皮影戯観摩演

出会」で上演を行っている [18]。これもやはりすぐに各地の公

営劇団で共有されており、同年に開催された「黒竜江省音楽舞

蹈観摩会」で黒竜江省民間芸術劇院が影絵人形劇『火焰山』を

出品しているし [19]、また 1957 年には河北省唐山の唐山専区実

験皮影社の演目リストにも「整理（移植）」の項目に『火焰山』

の名前が見える [20]。

アニメ『猪八戒吃西瓜』（上海美術
電影製片廠）[17]



[21]	『皮影生涯三十年』、2 頁。

[22]	『読動画――中国動画黄金 80
年』、55 頁。
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木偶人形アニメは人形劇とアニメー

ションの中間的メディアと言え、影絵人

形劇とも親和性があることを考えると、

靳夕と万超塵がタイトルを『鉄扇公主』

とせず『火焰山』としたのも、1958 年

の段階ですでに全国の劇団で共有され

ていた影絵人形劇の演目が念頭にある

ものと考えてよいだろう。いわばこれ

は、前章で述べた「国産アニメの影絵人

形劇化」とは反対の、「影絵人形劇の国産アニメ化」である。

1950 年代後半は先にも述べたように、影絵人形劇では『亀

と鶴』以降オブラスツォーフの理念が深化していった時期でも

あった。そうして中国の伝統芸能の影絵人形劇が「ソ連化」す

る一方、外国に由来するアニメーションは対照的に民族路線に

邁進し、その中で「ソ連化」以前に影絵人形劇が作った伝統的

物語の改編演目を参照していったということになる。

4.  大鬧天宮

1961 年に、上海美術電影製片廠は中国の国産アニメの最高

傑作と言われる『大鬧天宮』（大あばれ孫

悟空、監督：万籟鳴、脚本：万籟鳴・李克弱、

演奏：上影楽団・上海京劇院楽隊）を製作し

た。『猪八戒吃西瓜』や『火焰山』同様、

『西遊記』に題材を採っており、その点

ではやはり民族路線の上にあるものと

言えるが、一方で万氏兄弟は『鉄扇公

主』公開直後から本作の構想を練ってお

り、実際いったんは新華影業公司の張善

琨と製作に合意しながら頓挫した経験

を持っていて、実に 20 年を経てようや

影絵人形劇『火焰山』（湖南省皮影
木偶芸術劇院）[21]

アニメ『大鬧天宮』（上海美術電影
製片廠）[22]



[23]	 初出は『人民文学』1954 年
2 月号『西遊記研究論文集』
（北京：作家出版社、1957 年）所
収本に拠った。

[24]	 这取经故事里所写的：一边

是神，神是髙高在上的统治

者，上自天界，下至地府，无

不要俯首听命。一边是魔―

偏偏要从那压在头上的统治势

力下挣扎出来，直立起来，甚

至于要造反。天兵天将们要去

收伏，魔头们要反抗，就恶斗

起来了。这就使我们联想到封

建社会的统治阶级与人民―

主要是农民―之间的矛盾和

斗争。…（略）…孙悟空之所

以败于玉帝他们之手，难道是

由于孙悟空作了什么‘恶’而

得报应么？我们说一点也不是。

作者笔底下的孙悟空，是一个

现实性的具体的‘人’（并不是

一个抽象的概念的恶魔化身），使

我们了解他的性格，思想，感

情，欲求，活动；我们不但不

觉得他这是‘恶’，而且还觉

得他可爱，同情他，心向着他。

他的失败，更不是什么‘恶’

不敌‘善’，只是由于种种原

因，力量不敌而已。
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く完成したことになる。

しかしその 20 年の間に、『西遊記』の孫悟空が天界に反旗を

翻す大鬧天宮の物語をめぐる環境は大きく変わっていた。人民

共和国成立後、この話は「階級闘争を表現した寓話」だとする

解釈が広まっていたのである。最初にこの説を唱えたのは、作

家・児童文学者の張天翼であった。かれは 1954 年に発表した

「『西遊記』札記」で以下のように説いている [23]。

天竺にお経を取りに行く物語で描かれているのは以下の

ような話だ。一方は神。神は支配者で、天界から地獄ま

で皆がその命令を聞かなければならない。もう一方は魔。

支配勢力の下でもがき、起ち上がり、反乱を起こす。天

の軍勢が鎮圧に来るが、魔のリーダーたちは反抗し、戦

う。これは封建社会における統治階級と人民――主に農

民――の間の矛盾と闘争を容易に連想させる。…（略）

…孫悟空が玉帝たちに負けたのは、孫悟空が何か「悪」

をした報いなのだろうか。全く違う。作者の描く孫悟

空は、現実的で具体的な「人」なのだ（決して悪魔の化身

などという抽象的な概念ではない）。だから我々はかれの性

格、考え、感情、欲求、活動が理解できるのだし、かれ

を「悪」とは感じないばかりか、愛おしく思い、同情し、

好意を持つのだ。かれの失敗は、「悪」は「善」に敵わ

ないなどというわけではなく、様々な原因のために力が

足りなかっただけのことなのだ [24]。

張天翼は「天竺にお経を取りに行く物語」と言っているが、

内容的に見て『西遊記』全体ではなく、明らかに『大鬧天宮』

の部分を指している。この「孫悟空階級闘争説」は、毛沢東に

よる全面的な支持を受けた。毛沢東旧蔵書の中で、『人民文学』

の張天翼のこの論文の部分に圏点が書き込まれていることはよ



[25]	 翁偶虹『翁偶虹編劇生涯』（中

国戯劇出版社、1986 年）所収「三
番修改『鬧天宮』」。

[26]	 在我编剧的经历中，《大闹天

宫》是修改次数较多的一本。

一九五一年，第一次我与少春

合改后，已在国际演出中受到

嘉许。一九五六年，贯彻周总

理指示，扩编为《大闹天宫》，

又以新的姿态演出于国内外。

…（略）…少波电告，周总理

在紫光阁接见我们，仍然是谈

改编《大闹天宫》的问题。总

理指示：改编本要注意三个方

面，一、写出孙悟空的彻底反

抗性；二、写出天宫玉帝的阴

谋；三、写出孙悟空以朴素的

才华斗败了舞文弄墨的天喜星

君。我根据总理的指示，又把

提纲重新调整，增写了五场戏。

[27]	『中国影戯』、168 頁。
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く知られている。

中国共産党中央の指示によって、この部分を演じる京劇の演

目は「より階級闘争に相応しい」ように大きく書き換えられた。

脚本執筆を担当した翁偶虹は以下のように述べている [25]。

私が芝居の台本を書いてきた人生の中で、『大いに天宮

をさわがす』は修正回数が比較的多い作品だ。1951 年

に李少春と一緒に最初の改編を行った後、海外公演で賞

賛された。1956 年、周総理の指示を徹底させ、増補し

て『大鬧天宮』とし、新たな姿で国内外で上演した。…

（略）…馬少波から電報が届き、周恩来総理が紫光閣で

我々に接見し、『大鬧天宮』の改編のことをまた相談し

たいと言ってきた。総理の指示は以下のようなものだっ

た。改編にあたっては、以下三つの方面に注意するよう

に。一つ、孫悟空を徹底的に反抗的に描くこと。二つ、

天宮の玉帝の陰謀を描くこと。三つ、孫悟空の素朴な才

能が文筆を弄ぶ天喜星君に勝つのを描くこと。私は総理

の指示に基づき、全体をもう一度調整して五幕分を増や

した [26]。

大鬧天宮の物語は、京劇ではもともと『安天会』という名

前の演目だったが、1951 年に『鬧天宮』に変更され、さらに

1956 年の改作の際に『大鬧天宮』に改められた。上記資料か

ら、この時の「周総理の指示」は明らかに張天翼の説に基づい

て行われたことが解る。

なお影絵人形劇は、1955 年に北京で開催された「第一届木

偶戯皮影戯観摩演出会」に、哈爾浜の黒竜江省皮影木偶芸術劇

院が『鬧天宮』という演目を出品している [27]。これは製作時

期やタイトルから考えて、1951 年版の京劇『鬧天宮』を参考

に作られたものと思われる。この演目もやはり各地の公営劇団



[28]	「市皮影団赴澳門参加第十八
届澳門芸術節」、段海清・劉
俊増主編『唐山年鑑 2008』
（河北人民出版社、2008 年）、325
頁。

[29]「木偶皮影戯『西遊記——孫
悟空大鬧天宮』在第二届全
国木偶皮影比賽中獲銅奨」、
孫家正主編『中国文化年鑑
2004』（新華出版社、2005 年）、
499 頁。

[30]	 この邦題は他の作品と同じく
『中国のアニメーション　中
国美術電影発展史』に従っ
たが、ほかに東光徳間によ
る映画公開時は「ナーザの
大暴れ」、VHS ビデオ 1983
年版では「ナージャと竜王」、
VHS ビデオ 1988 年版では
「ナーザが海を騒がす」と
なっている。
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で共有され、現在でも河北省唐山 [28]や雲南省騰衝 [29]などの

劇団で行われていることが確認できるが、上演タイトルは『大

鬧天宮』に改められている。

国産アニメ『大鬧天宮』は音楽を上海京劇団楽隊が担当して

いるほか、造型面でも京劇の影響が容易に見て取れる作品と

なっているが、そこで参照されたのは上記資料で言及されてい

る「毛主席公認の 1956 年版京劇」であろう。ただ、国産アニ

メ『大鬧天宮』の持つ「児童向け」の要素は、張天翼の説や京

劇版だけからは導き出すことができない。この点については、

1950 年代後半に影絵人形劇に「児童向け」という性質が付与

されたことから考えても、また同じく『西遊記』を題材とし、

万氏兄弟が製作に関わった『猪八戒吃西瓜』や『火焰山』と影

絵人形劇の関係を考えても、影絵人形劇版『大鬧天宮』が念頭

にあったと考えるのが自然であろう。

5.  おわりに

中国の国産アニメは、他の多くの分野と同様、1966 年から

始まった文化大革命で大きな打撃を受けた。上海美術電影製片

廠の廠長だった特偉は隔離され、上海電影製片廠美術片組以

来の作品はすべて批判された。しかし文革終了後の 1978 年に

は活動を再開し、多くの作品を次々と発表していった。特に

1979 年のアニメ『哪吒鬧海』（ナーヂァ海を騒がす [30]、監督：王

樹枕・厳定憲・徐景達、脚本：王往）は、日本からも持永只仁がス

タッフとして参加し、国産アニメの復活を内外に宣言した作品

となった。

アニメ『哪吒鬧海』は古典小説『封神演義』に題材を取っ

ており、やはり 1950 年代後半からの民族路線の上にある作品

である。『封神演義』は神仙説話の集大成としての性質を持ち、

人民共和国成立後は「迷信的」と批判されたが、小説の第十二

回から第十四回に相当する哪吒の物語だけは「階級闘争を反映



[31]	『皮影生涯三十年』8 頁で、
1965 年にブカレストで開か
れる第三回国際人形劇フェス
ティバル参加のため湖南省皮
影木偶芸術劇院が準備した
「既存の演目」の中にこの
『哪吒鬧海』が挙がっており、
また北京や河北省唐山などの
公営劇団でも共有されている
ことを考えると、1950 年代
には行われていた演目だと思
われるが、いつ、どの劇団に
よって初演が行われたのか詳
細は不明で、今後の課題とし
たい。

[32]	「裴艶玲：曹禺眼裏的 “ 国
宝 ”」新華網河北頻道 2009-
09-02	 09:26:46（http://www.

he.xinhuanet .com/news/2009-

09/02/content_17573866.htm）、
2015 年 1 月 2 日閲覧。

[33]	 1980 年秋的一天，裴艳玲从

电视上看到彩色动画片《哪吒

闹海》，顿生灵感，哪吒的形

象和她擅长娃娃生的戏路太吻

合了。她深信将这个题材改编

成舞台剧，定能取得成功。第

二天，她就找到剧作家肖芳商

量，决定编写剧本。1982 年，

《哪吒闹海》排成公演，受到

城乡观众、特别是青少年观众

的欢迎。《哪吒闹海》还被北

京电影制片厂拍摄成戏曲电影，

在全国放映。
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している」と見做され、「哪吒鬧海」の名で「神話劇」に改変

されて影絵人形劇を中心に上演されていた [31]。こうした経緯

を考えると、アニメ『哪吒鬧海』も『大鬧天宮』と同じく、影

絵人形劇を参照して製作されたことが推測される。

面白いのは、このアニメは文化大革命後復興した伝統演劇に

も「逆輸入」されていることである。『哪吒鬧海』は、伝統演

劇の中では裴艶玲主演の河北梆子の演目が最も有名だが、これ

については以下のような逸話がある [32]。

1980 年秋のある日、裴艶玲はカラーアニメ『哪吒鬧

海』をテレビで見てインスピレーションを得た。哪吒の

イメージは、彼女が得意とする子どもの役柄を中心とす

る芝居にぴったりだったのだ。彼女はこのテーマを演劇

に改編すれば必ず成功を収めると確信した。翌日、彼

女は劇作家の肖芳のもとをたずねて相談し、台本を書

いてもらうことを決めた。1982 年、『哪吒鬧海』を上演

し、都市や農村の観客、特に青少年の観客に歓迎された。

『哪吒鬧海』はさらに北京電影製片廠によって戯曲映画

として製作され、全国で上映された [33]。

1947 年生まれで戦後世代に属する裴艶玲は、以前から京劇

の演目の導入などを行って河北梆子の改革を進めており、国産

アニメからのインスピレーションというのも、そうした彼女の

個性があって初めて可能となったものではあろう。しかしこう

した、人民共和国成立後に影絵人形劇で再構成され、民族路線

を掲げる国産アニメに導入された物語を、文化大革命後再建の

途上にあった伝統演劇が参照するという事態は、1950 年代以

来異なる方向を示してきた影絵人形劇・アニメーション・伝統

演劇が、ここに至って相互参照関係を作り出したことを意味し

ている。
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しかし、『哪吒鬧海』で垣間見えたこの三者の新しい関係は、

その後さらに発展することは無かった。1990 年代の改革開放

政策の進展によって、この三つの分野は再び別の道を歩むこと

になったからである。

まずアニメーションについては、1980 年代以降日本アニメ

が大量に流入したことで状況が大きく変化した。日本アニメは

ソ連児童文化の発想とは異なる娯楽性を持っていたが、これが

経済発展を享受する中国の観衆に歓迎され、『謝謝小花猫』か

ら『哪吒鬧海』に至る国産アニメは顧みられなくなってしまっ

た。なお 2000 年代に入ると中国アニメは日本アニメを「学習

対象」とし、日本の製作会社の下請けなどを経て技術を身につ

けた後、現在では日本アニメとの差別化を行うため民族路線を

打ち出しているが、これは 1956 年に上海電影製片廠美術片組

がソ連の影響から脱却するため打ち出した方針の反復であると

いえる。

また影絵人形劇も、ソ連風の演目が顧みられなくなったとい

う点ではアニメーションと同じだが、テレビの普及によってそ

もそもジャンルとして存立できない状況に追い込まれたため、

生き残りのために民族路線を打ち出さざるを得なくなった。し

かしアニメのように新作を作るのではなく、時計の針を民国期

に戻し、政府の非物質文化遺産政策に乗っかって「影絵人形劇

は中国の伝統文化」と主張する「文化遺産」言説に突き進んだ。

そうした中で、農村の業余劇団などが伝承してきた伝統演目が

にわかにクローズアップされたが、中途半端に「近代化」して

しまった一方の都市部の公営劇団は、1950 年代以来の新編演

目をそうした言説の中に挟み込むことでなんとか生存を図って

いるというのが現状であろう。

アニメーションも影絵人形劇も、現在はどちらも民族路線を

強調しているという点では共通しているものの、その目指す方

向性は全く異なっているため、ジャンルとしては完全に分離し
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てしまった感がある。しかし両者はかつて、同じくソ連の影響

下に成立し、相補関係を持ちながら展開していったことは、記

憶されてしかるべきであろう。



42	 中国都市芸能研究　第十三輯

『中国古典戯曲序跋彙編』および
その中国古典戯曲総合データベー

スへの収録の意義について

材木谷　敦

はじめに

本稿は、千田大介氏を中心に構築が進められつつある「中国

古典戯曲総合データベース」[1]（以下、「総合 DB」。URL は http://

ccddb.econ.hc.keio.ac.jp/wiki/）に収録予定の資料の内、蔡毅氏編

『中国古典戯曲序跋彙編』（斉魯書社、1989 年。以下、『彙編』）の書

物としての意義、およびその「総合 DB」への収録の意義につ

いての雑考である。

1　書物としての特徴

『彙編』は、その書名からすると、中国古典戯曲の諸本の序

と跋のみを集めたものであるように見えるかもしれない。「中

国古典戯曲」という部分、「序と跋」という部分について、そ

れぞれ確認しておきたい。

まず、「中国古典戯曲」という部分について見てみよう。蔡

氏は「前言」において次のように言う。

本書における資料の収録は、唐代の崔令欽『教坊記』か

ら始まる。歴代の戯曲論著（曲話、曲韻、曲律、曲譜などの

著作を含む）、金元の戯文、元の雑劇、明清の雑劇、伝奇、

近代の戯曲、および歴代の戯曲選本の序と跋は、すべて

本書の収集範囲となった。[2]

※	 本稿は、日本学術振興会科学
研究費「中国古典戯曲総合
データベースの応用的研究」
（平成二十三～二十六年度、基盤
研究 (B)、課題番号：23320077、研

究代表者：千田大介）による成
果の一部である。

[1]	 計画の詳細は、千田大介「中
国古典戯曲総合データベース
の構築」、『中国都市芸能研
究』第九輯、中国都市芸能研
究会、2010 年。

[2]	 『彙編』「前言」p.1。原文：
本書資料的收録，卽從唐代崔
令欽的《教坊記》開始。歷代
戲曲論著（包括曲話、曲韻、曲律、

曲譜等著作），金元戲文，元雜
劇，明清雜劇、傳奇，近代戲
曲，以及歷代戲曲選本的序跋，
悉爲本書蒐集範圍。
以下、中国語言説の引用は拙
訳により、註に原文を掲げる。
引用部の〔　　〕内は引用者
による補足などを示す。



[3]	 出所同前。原文：戲曲序跋，

可有廣義、狹義之分。狹義者，

乃專指載於戲曲論著、選本和

劇作前後，由作者自己或他

人所寫的「序」和「跋」。而

廣義者，則包括序、跋、引、

説、弁言、規約、凡例、贈言、

問答、總評、題詞（含詩、詞、

曲、賦、散曲）等直接針對該書、

該劇的創作所寫的各種文體的

文字。本書按廣義收集資料，

以便於雖不稱序稱跋，而實與

序跋有同樣意義和作用的大多

資料入選。純係贈答性質而無

多少參考價值的題詞不録。
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このように、「中国古典戯曲」の諸本のみを資料収集の対象

としたわけではなく、戯曲関係の論著も広く含まれている。

次に、「序と跋」という部分について見てみよう。蔡氏は

「前言」において次のように言う。

戯曲の「序跋」には広義と狭義の別があってよい。狭義

とは、戯曲の論著、選本および劇作の前後に載せられる、

作者自身あるいは別人が書いた「序」と「跋」のみを指

す。一方、広義とは、序、跋、端書、説、弁言、規約、

凡例、送辞、問答、総評、題詞（詩、詞、曲、賦、散曲を含

む）など、直接にその本やその劇作のために書かれた各

種のスタイルの文を含む。本書は広義のほうに基づいて

資料を収集し、「序」とも「跋」とも呼ばれていないが

実質的に「序」や「跋」と同様の意義と作用を持つ多く

の資料が選ばれるようにした。贈答の性質しか持たない、

さして参考価値のない題詞は収めなかった。[3]

このように、名目的な観点ではなく、実質的な観点から序

跋の類を選択するという操作が加えられており、「序と跋」は

そのもののみを意味しているわけではない。このような操作は、

選択に主観が入る面があるとしても、比較的広い範囲で資料が

収録されることになるので、実際に序跋の類に着目して検討を

進めることを考えると、適切であると言うことができる。

2　内容の概観

収集された資料の内容について、蔡氏は「前言」において次

のように言う。

我が国の古典戯曲は、調べの付いているタイトルを持

つものが 4500 あまりある。現在のところ、作品全体ま



[4]	『彙編』「前言」pp.2-3。原

文：我國古典戲曲，有目可考

者爲四千五百餘。至今或全帙

或有佚曲、散齣存世者，則不

過千餘計。而載有序跋者，或

可三分之二。本書所收資料，

除少數地方圖書館和私家收藏

的圖書未能收集外，則大部已

經集入。尚有一些題跋散在個

人文集或專集中，本書只收集

了相對説難以查找的部分條

目。目前收集到的資料情況

爲：曲論曲律，涉及作家八十

餘人，作品一百一十餘部，收

序跋條目二百七十二條。曲選，
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たは一部が残っているのは千あまりに過ぎない。そして、

序や跋を載せているものは、3 分の 2 ほどであろう。本

書に収める資料は、少数の地方図書館と個人の蔵書が収

集できなかったことを除き、大部分が収められた。ほか

に個人の文集や全集に散在する一部の題跋もあるものの、

本書は相対的に探しにくい条目だけを集めた。目下、収

集した資料の状況は次の通りである。曲論と曲律は、作

家 80 名あまり、作品 110 部あまりに及び、序跋 272 条

を収める。曲選は、作家 46 人、作品 50 部に及び、序跋

141 条を収める。戯文は、作家 13 人、作品 17 種に及び、

序跋 54 条を収める。雑劇は、元代では作家 43 人、作品

82 種に及び、序跋 183 条を収める。明代では、作家 23

人、作品 143 種に及び、序跋 259 条を収める。ほかに、

元・明の無名氏の作品 83 種、序跋 85 条がある。清代で

は、作家 70 人あまり。作品 146 種に及び、序跋 295 条

を収める。伝奇は、明代では作家 64 人、作品 103 種に

及び、序跋 312 条を収める。清代では、作家 158 人、作

品 291 種に及び、序跋 857 条を収める。近代では、作

家 29 人、作品 47 種に及び、序跋 93 条を収める。資料

全体では、関連する全作家は（重複して現れる者を除いて）

540 人あまり、著作は（曲選を含めて）160 部あまり、劇

目は 776 種で、序跋 2190 条を収める。（その内、全ての論

著、曲選、劇作における題詞は、〔複数ある場合でも〕いずれも

分けて挙げることはせず、ひとつの作品においては 1 条としての

み数えた。）ここに集めた劇作家と劇目には、これまでの

戯曲論著と劇目資料の書籍では著録されたことのないも

のが一定量ある。さらに、著録こそされていても詳しく

扱われてはいなかった一定量の劇作家と劇目も存在す	

る。[4]



涉及作家四十六人，作品五十

部，收序跋條目一百四十一條。

戲文，涉及作家十三人，作品

十七種，收序跋條目五十四

條。雜劇：元代，涉及作家

四十三人，作品八十二種，收

序跋條目一百八十三條；明

代，涉及作家二十三人，作品

一百四十三種，收序跋條目

二百五十九條；另，元、明無

名氏作品八十三種，收序跋條

目八十五條；清代，涉及作家

七十餘人，作品一百四十六種，

收序跋條目二百九十五條。傳

奇：明代，涉及作家六十四

人，作品一百零三種，收序跋

條目三百一十二條；清代，涉

及作家一百五十八人，作品

二百九十一種，收序跋條目

八百五十七條。近代，涉及作

家二十九人，作品四十七種，

收序跋條目九十三條。全部

資料，共涉及作家（重複出現

者除外）五百四十餘人，著作

（含曲選）一百六十餘部，劇

目七百七十六種，收序跋條目

爲二千一百九十條。（其中，所

有論著、曲選和劇作中的題詞，均

未分列，在一作品中，只以一條計

之。）這裏收集的劇作家和劇

目，有一定數量，是以往的戲

曲論著和劇目資料書籍，均不

曾著録的。尚有一定數量的劇

作家和劇目，雖有著録，但均

語焉不詳。

[5]	 刘世杰「读《中国古典戏曲序
跋汇编》札记」、『文献』1993
年第 1 期、書目文献出版社な
ど。

[6]	 邓长风「《中国古典戏曲序跋
汇编》简评―兼谈清代曲家曲

目著录的若干问题」、『文献』
1996 年第 2 期、書目文献出
版社など。
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『彙編』に収められている序跋の類はかなりの量である。序

跋の類の選択が広い基準でなされていること、時代範囲が広い

こともあり、『彙編』は、戯曲関係言説について検討する上で、

役立つことが期待される。

『彙編』出版の後、古典籍の大規模な影印叢書の刊行が相次

ぎ、戯曲関係の各種資料の利用方にも変化が生じた。しかし、

そのように状況が変化した後でも、まとまった分量の戯曲関連

の言説が収められている点において、『彙編』の意義は大きい

と考えられる。

しかし、多少の欠点もなしとしない。例えば、『彙編』には、

特にその資料収集の対象とした原資料である諸本において序跋

の類が行書や草書で書かれている場合などに読み間違いから生

じた誤字が見られることや、一部の句読に問題があることな

どについて、劉世傑氏らが指摘している。[5]また、『彙編』の

資料収集には比較的単純な遺漏が否めないことになどについて、

鄧長風氏らが指摘している。[6]

書物の巻頭や巻末に位置しないようなテクストが収録されて

いないことにも注意が必要だろう。例えば、清・葉堂が、『元

曲選』を編纂した臧晋叔のことを「孟浪漢」と非難したことは

よく知られている。しかし、葉堂のその言説は、残念ながら

『彙編』には収められていない。その言説は、『納書楹曲譜』正

集巻二の目録の末尾に按語のような形で現れる。一般的な序や

跋の位置にないせいで、漏れてしまったのだろう。

本文の質や遺漏などを考えると、原資料を確認する必要があ

るのは、確かである。また、特に本文の質の問題を考えると、

書物の状態でも電子データの状態でも検索結果の確実性には留

保を加えるべき部分もあるだろう。それでも、『彙編』には戯

曲関係言説について検討するための手掛かりを提供するガイド

として一定の意義があり、その「総合 DB」への収録にも一定

の意義があるとは言えるだろう。



[7]	『彙編』「序」p.2。原文：中

國古典戲曲序跋，可以毫不誇

張地説，是硏究中國戲曲史、

戲曲美學、文學、文學理論的

重要資料寶庫之一。過去筆者

雖然也多少有所涉獵，但只有

這次纔基本上看到了全貌。閲

讀之中，深感這些資料涉及

問題十分廣泛：從大的方面

説，關於作家、作品、創作過

程、文學理論、表演等等，不

僅都有所論及；而且，從某一

具體問題—譬如説戲曲文

學理論—來説，舉凡曲與

詞、與詩、與樂、與舞、與史

的關係問題；戲曲的典型人物

塑造、社會作用、「凌虚」與

「紀實」、「真」與「假」的關

係問題；戲曲與社會生活、與

政治的關係、戲曲的以情感人

的特點、戲曲創作的「想像」

與「傳神」問題等等，不僅都

有所論及，而且頗不乏有價值

的見解。
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3　有用性のありかた

さて、『彙編』という書物や、その「総合 DB」への収録は、

実際のところ、どのように有用なのか。例えば、敏沢氏「序」

は次のように言う。

中国古典戯曲の序跋は、中国戯曲史、戯曲美学、文学、

文学理論を研究する重要な資料の宝庫のひとつであると、

誇張なしに言える。以前、筆者もいくらか渉猟したもの

だが、ほぼ全貌を目にしたのは今回が初めてである。読

んでいる中で、これらの資料がかかわる問題がとても広

範であると感じ入った。大きい方面から言うと、作家、

作品、創作過程、文学理論、上演などについて、全て論

じられているだけではない。さらには、ある具体的な問

題―例えば戯曲文学理論―からしても、曲と詞、詩、

楽、舞、史との関係の問題から、戯曲の典型的人物の創

造、社会作用、「凌虚」と「紀実」、「真」と「偽」の関

係の問題、戯曲と社会生活や政治との関係、戯曲の情で

ひとを感動させる特徴、戯曲創作の「想像」と「伝神」

の問題などに至るまで、全て議論の対象となっているだ

けではなく、価値ある見解が豊富である。[7]

個々の言説に書かれている内容には、それだけで一定の価

値があると期待される。その意味だけでも、『彙編』のよう

な書物は有用だろう。したがってまたそのような書物を「総

合 DB」に収録することにも有用性があることにはなるだろう。

しかし、個々の言説の価値に基づく有用性があるとして、また

別のレベルでの有用性もあると考えられる。

そもそも、ある言説の意味は、ほかの言説との関係において

より深く理解される。或いは、ある言説の意味は、ほかの言説
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との関係によって特定されると言ってもよい。言説間相互の関

係から意味を特定しようとする試みは、しばしば可能であり、

一方ではまた必要でもある。そのことは、序跋の類についても

言える。序跋の類は、書物を出版するに当たって書かれるとい

う特性から、先行する関連分野の書物が意識されていることに

加え、さらには先行する序跋の類も意識されていることがしば

しばであるという事情もある。

言説間相互の関係から意味を特定しようと試みる際、同じよ

うな分野の言説や同じような対象に関心を払う言説が大量に収

められた書物があれば、とりあえず参考となる。その意味で、

『彙編』という書物は、戯曲関係の序跋の類について言説間相

互の関係から意味を特定しようとする試みにとって、有用性が

あると言える。そして、その有用性は、データベースに収録さ

れるなど、電子データとして利用可能な状態となることで、よ

り高まると考えられる。機械的に検索できるので、肉眼で読み

進める場合と比べて、語彙のレベルから言説間相互の関係を見

出す作業がより容易であり、またより確実だからである。

4　検討例

今、試みに『彙編』を開くと、王季烈（1873 ～ 1952）・劉鳳叔

（？～？）編『集成曲譜』（商務印書館、1925 年）の「編輯凡例」が

現れる。その第 3 条に、次のように言う。

葉堂『納書楹』〔『納書楹曲譜』、1792 年〕、馮起鳳『吟

香堂』〔『吟香堂曲譜』、1789 年〕は、いずれも曲譜の良

書である。しかし、セリフを載せず、〔「板眼」の内、板

と中眼は示しても〕小眼〔＝頭眼と末眼〕を示さず、初

学者には特に不便なので、広く行われることが不可能

になってしまった。本書は簡略さよりも詳細さを目指

し、難しさよりもわかりやすさを重んじたので、小眼と



[8]	『彙編』pp.205-206。原文：

葉氏《納書楹》，馮氏《吟香

堂》，皆爲曲譜善本。然不載

賓白，不點小眼，殊不便於初

學，故迄不能通行。本編則甯

詳毋畧，甯淺無深，小眼、賓

白，一一詳載，鑼段、笛色，

無不註明。務期初學之易解，

不敢自附於高古。

なお、『集成曲譜』「金集」巻
一、5a-b 所載に対して文字
の異同はない。

[9]	 ちなみに、東洋文庫蔵・清刊
本『吟香堂曲譜』の序には、
『集成曲譜』編輯凡例との内
容上の関係は特に認められな
い。
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セリフは漏らさず掲載し、銅鑼や笛の演奏方は全て示し

た。初学者にとって理解しやすくなるように努力したの

で、高尚なものとすることは考えなかった。[8]

『集成曲譜』が、初学者のことを考えて編纂されたとしよう。

そのことと「高尚なものとすることは考えなかった」ことには、

どのような関係があるのか。

『集成曲譜』の編者が、たまたま先行する曲譜に接した経験

から詳細さとわかりやすさを求める中で、初学者は高尚さには

なじまないとたまたま考え、たまたまそのことを述べた、ただ

それだけのことであると理解できないこともないかもしれない。

しかし、「初学者にとって理解しやすくなるように努力した」

と述べるまでで内容的には充分であるはずなのに、そこまでで

止めず、特に初学者が高尚さになじまないという発想をわざわ

ざ明示することにどのような具体性があったのか、よくわから

ない感じは残る。

この時、言説間相互の関係から意味を特定することを試みる

として、書物としての『彙編』を手段とするならば、葉堂や馮

起鳳の言説に内容的な関連があるだろうという見込みを持って

頁をめくることになる。結果、清・葉堂の言説に、関連のあり

そうな内容を見出すことができる（『彙編』は『吟香堂曲譜』の序

跋の類を収めない [9]）。電子データを用いるならば、例えば、「初

學」などの文字列を検索することで、同じ結果が得られる。た

だ、『集成曲譜』編輯凡例が葉堂や『納書楹曲譜』に言及して

いない場合でも検索によって言説間相互の関係が見出せたはず

であるということは、無視できない。言説がそれと関係のある

言説の存在について直接に言及するとは限らないからである。

葉堂の言説で『集成曲譜』編輯凡例と関連があるように見え

るのはふたつあり、いずれも「小眼」の扱いが関係するもので

ある（『集成曲譜』編輯凡例が挙げた、セリフ、小眼、楽器の演奏方とい



[10]	『彙編』p.152。原文：板眼中

另有小眼，原爲初學而設。在

善歌者自能生巧，若細細註明，

轉覺束縛。今照舊譜，悉不加

入。

なお、『続修四庫全書』（上海

古籍出版社 1995 ～ 2003 年）1756、
p.244 所載に対して文字の異
同はない。
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う 3 項目の内、「小眼」以外の項目は措くこととする）。ひとつは『納

書楹曲譜』凡例の第 6 条であり、次のように言う。

板眼の中に小眼があるのは、もともと初学者のためのも

のである。上級者は自然にこなすので、細かく注記すれ

ば、逆にわずらわしく感じられる。今は旧譜に倣い、全

て示さないものとする。[10]

この言説を考えに入れれば、『集成曲譜』編輯凡例に見える

初学者向けの立場が表明されているのは、『集成曲譜』編者が

古い曲譜に接した経験からたまたま形成された立場がたまたま

表明されているというようなことではなく、「小眼」のような

初学者向けの記載など必要がないという『納書楹曲譜』凡例の

立場に対立する形で表明されていると読むことができるだろう。

それでも、『集成曲譜』編輯凡例が特に初学者が高尚さにな

じまないという発想をわざわざ明示することにどのような具体

性があったのかについては、まだよくわからない。

『集成曲譜』編輯凡例に関連すると思われるもうひとつの

葉堂の言説を見てみよう。「納書楹重訂『西廂記』譜序」（1795

年）に、次のように言う。

乾隆 49〔1784〕年に、わたしは『西廂記』を譜にして

出版し、それまで歌われなかった曲を演奏できるように

した。完璧であるとは言わないが、声律を細かく検討し、

たいへん苦心したものだ。現在まで 12 年経つが、買っ

てくれるひとが少ないので、内容にまだ不充分なところ

があるのだろうかと気にしていた。あるひとがわたしに

言った、「世間で歌が歌えると言っているひとは、譜を

諳んじることができるのではなく、譜を追いかけるひと

だ。譜を作成する場合、小眼を示すことが必要で、そう



[11]	『彙編』p.155。原文：乾隆甲
辰歲，余譜《西廂記》問世，
以從來未歌之曲付之管弦，縱
未敢云盡善，然推敲於聲律
之微，抑亦大費苦心矣。迄
今已閲十有二年，而購者寥
寥，心竊自疑，豈其中尚有未
盡者耶？或謂余曰：「世之號
爲能歌者，非能諳譜，乃趁譜
者也。作譜者必點定小眼，始
有繩尺可依。今子之譜有板而
無眼，此購者之所以裹足而不
前也。」余應之曰：「嘻！爲此
説者，非深於斯道者也。夫曲
雖小道，至理存焉。曲有一定
之板，而無一定之眼。假如某
曲某句，格應幾板，此一定者
也。至於眼之多寡，則視乎曲
之緊慢；側直，則從乎腔之轉
折。善歌者自能心領神會，無
一定者也。若必强作解事，而
曰某曲三眼一板，某曲一眼一
板，以至鬭接收煞，盡露痕跡，
而於側直又處處誌之。

ママ

〔,〕是
殆所謂活腔死唱者歟！」或又
曰：「宋玉有言：『曲高和寡』。
如子之説，恐非所以諧俗也。
盍稍貶損焉，以悦時人之耳目
可乎？」余笑曰：「余非鬻技
者。然子言亦大有理。邇因原
版日久散失，復加校訂，於可
用小眼處，一一增入，以付剞
劂。亦不得已從俗之所爲，究
非余之本心也。」
なお、東洋文庫蔵・清刊本
『西廂記全譜』「自序」1a-2b
所載に対して文字の異同はな
い。ただし、題の「納書楹重
訂西廂記譜序」は清刊本に
従った。『彙編』は、自序と
別人の序を区別して示す体例
の都合から「自序」という見
出しの下にこの言説を収める。

50	 中国都市芸能研究　第十三輯

しないと依拠すべき基準がない。今、あなたの譜は板が

あっても眼がなく、そのせいでひとは買うのをためらっ

てしまう」。わたしは答えて言った、「いやいや。そうい

うことを言うひとは、わかっていない。曲は取るに足り

ない芸事だが、至理がある。曲には一定の板があっても、

一定の眼はない。ある曲のある句がどのくらいの板かと

いうのは、一定している。眼がどのくらいかについては、

曲の早さによる。変化を付けるかどうかは曲調の変化に

よる。歌が上手いひとは自然と理解できるので、一定の

ものはない。無理に説明しようとして、ある曲は三眼一

板だとか、またある曲は一眼一板だとか言って、全体に

わたって微妙なところを何もかも明らかにして、変化の

付けかたも全部示すところまで行くようなのは、歌を台

無しにするものだ」。相手はさらに言った、「宋玉はこう

言っている。『曲が高尚過ぎると和する者が少ない』。あ

なたのような意見は、一般受けするためのものではな

い。少しレベルダウンして、みなさんを楽しませてはど

うか」。わたしは笑って言った、「わたしは芸で身を立て

ているわけではない。しかし、あなたの言うことはもっ

ともだ。最近、原版が失われてしまい、また校訂を加え

ることになったので、小眼を入れられるところには全部

入れて製版しよう。まあ、やむを得ず一般のやりかたに

従うということであって、所詮わたしの本心ではない	

が」。[11]

葉堂自身、もともと初学者を意識しない立場だったところ、

初学者を意識する方向で妥協したことは、この言説によってよ

く知られている。『集成曲譜』編輯凡例における初学者への意

識は、葉堂のもともとの立場に対立する一方、葉堂が後にたど

りついた位置に相当すると認められる。
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この場合、『集成曲譜』編輯凡例が、『納書楹曲譜』凡例以外

に「納書楹重訂『西廂記』譜序」をも知っていたとすれば（知

らなかったとは考えにくいが）、初学者と高尚さのあの対立は、葉

堂の問題意識を踏まえていると理解することができるだろう。

『集成曲譜』編輯凡例が特に初学者が高尚さになじまないとい

う発想をわざわざ明示したことの具体性は、そこにあったと考

えられる。「高尚なものとすることは考えなかった」という文

言は、言わば、葉堂―さらには、葉堂が描いた「あるひと」

―に向けて書かれていたと読むことができるだろう。

見方を変えれば、そのことは、『集成曲譜』編輯凡例と葉堂

の言説が、全体として、同じような問題意識をめぐり、ある意

味では同程度に限られた可能性の範囲で書かれているというこ

とであり、民国時期の戯曲に関する議論のありかたには民国以

前のそれに対して連続的だった面があるということにもなる。

このような見立ては、『集成曲譜』編輯凡例が『納書楹曲譜』

凡例のみを知っていて「納書楹重訂『西廂記』譜序」を知らな

かった場合でも（やはり知らなかったとは考えにくいが）、成り立つ

だろう。

結語

今ここで試みた言説間相互の関係についての考察は、決して

精緻でも何でもなく、別段特筆すべきものではない。重要なの

は、言説間相互の関係をめぐるこの種の考察は『彙編』という

書物がガイドとして存在することによって容易に行えるという

こと、そしてその容易さは『彙編』が「総合 DB」などを通じ

て電子データとして利用に供されることによって高められるで

あろうということである。



※	 本稿は、日本学術振興会科学
研究費「中国古典戯曲総合
データベースの応用的研究」
（平成二十三～二十六年度、基盤
研究 (B)、課題番号：23320077、研

究代表者：千田大介）による成
果の一部である。
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ベースの基礎的研究」（基盤研

究（C）、課題番号：17520237、
平成 17 ～ 19 年度、研究代表
者：千田大介）、「中国古典戯
曲総合データベースの発展的
研究」（基盤研究（C）、課題番
号：17520237、平成 20 ～ 22
年度、研究代表者：千田大介）、
「中国古典戯曲総合データ
ベースの応用的研究」（基盤研

究（B）、課題番号：17520237、
平成 23 ～ 26 年度、研究代表
者：千田大介）。

[2]	 千田大介・二階堂善弘・山下
一夫・師茂樹「中国古典戯曲
総合データベースの構築」
（『中国古典戯曲総合データベー
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中国古典戯曲総合データベース 
構築の現状と課題

千田　大介

はじめに

中国古典戯曲総合データベース（http://ccddb.econ.hc.keio.ac.jp/

wiki/。以下、戯曲 DB）のプロジェクトは 2005 年に始まる。古典

戯曲・関連資料の全文データベースと古白話語彙・戯曲関連用

語のリストと解説といった百科事典項目的要素、曲律分析シス

テムなどを一体化した、専門研究に特化した総合データベース

の構築を目的としている。これまでにいくつかの研究助成を受

け [1]、初歩的な技術上の検討やデータのフォーマットの策定

から出発し、サーバとデータベースシステムの設置、文献デー

タの蓄積と、徐々に構築を進めてきたが、ようやくある程度の

規模と内容を備えるに至った。

本稿は、戯曲 DB のコンセプトや MediaWiki を使ったデー

タベース構築の実際などについて、中間的に取りまとめたもの

である。以前にも同様の報告を執筆したことがあるが [2]、そ

の後の中国学情報化をとりまく環境の変化や、データベース

の拡充に伴って浮上した新たな課題などを踏まえ、改めて学術

データベースとしての戦略、構築の現状・成果・課題・展望な

どについて述べておきたい。

戯曲 DB の戦略

なぜ古典戯曲か

上述のように、戯曲 DB は中国古典戯曲に特化した専門研究

データベースであるが、この古典戯曲研究というジャンルは、



[3]	 千田大介「学術情報収集のス
キルとインフラ整備」（『漢字

文献情報処理研究』第 15 号、2014

年、好文出版）参照。

戯曲 DBトップページ
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中国文学研究において決してメジャーとは言いがたい。中国文

学において、近世（元明清）通俗文学の研究者そのものがさほ

ど多くない上に、その大多数は小説の研究者であるからだ。

このようないささかマイナーなジャンルを採りあげ、しかも

日本発の研究 DB を構築するのは、当然のことながら筆者が専

門とする研究分野であることが第一の理由ではあるが、それと

ともに、中国学情報化の状況を踏まえ、日本の中国学研究者と

していかなる貢献を果たしうるかを考察した結果でもある。

周知のように、中国では 2000 年以来、『四庫全書』・『四部叢

刊』・『中国基本古籍庫』などなど、数億・数十億字もの文献収

録量を誇る大規模文献データベースが相次いで開発されている。

その結果、儒教関連書籍や歴史書、詩文集などについては、そ

の大半が全文検索可能になっている [3]。

その一方で、白話小説・戯曲などの通俗文学については、文

献データベースの構築は必ずしも進展していない。例えば大規

模文献データベースの多くが白話小説を収録対象としていない

し、収録していても代表的テキストを 1 つだけ選定している

ケースが多い。通俗作品は版本間の字句

の異同が経書・史書などに比べて大きい

ことを考えると、かかるデータベース作

成方法では、専門研究のニーズに完全に

こたえることは難しいだろう。

戯曲についても状況は似ており、収録

するデータベースは『中国基本古籍庫』

など少数に留まる。その上、歌劇形式で

ある中国古典戯曲は、曲（歌詞）・白（セ

リフ）・詩・詞など、さまざまな要素を

複合した複雑なスタイルを持ち、韻文で

ある曲・詩・詞などが元の姿を留めやす

く、かつ押韻などに地域性や時代性が反
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映されるのに対して、白は舞台上のアドリブなどの影響を受け

て容易に変化する。このため、専門研究のニーズを満たすため

には、それらの要素を区別して扱えなくてはならない。また、

古典戯曲は白話小説と異なり、そもそもネット上に流通するフ

リーテキストそのものが少なく、研究者が手元の PC でテキス

ト分析することも難しい。

中国において、こうした戯曲研究のニーズにこたえるデータ

ベースを開発するのは困難であると、筆者は推測している。中

国の大規模文献データベースの開発元は、愛如生社・創新力博

社など数社あるが、いずれも書同文社が中国のミレニアム国家

プロジェクトであった『文淵閣四庫全書』全文検索版の開発を

通じて開発した方式、すなわち OCR を用いて、底本の異体字

を置き換えることなく全てそのまま電子テキスト化し、異体字

テーブルによる一括検索機能と組み合わせて運用する方式を採

用している。それは数億字規模の大規模な文献デジタル化には

向いているものの、戯曲のように構成要素を一々確認してマー

クアップするなどの専門的知識を要する精緻な作業は不得手で

ある。

また中国では経済発展の経緯から、個人へのパソコンの普

及が進んだのが 1990 年代末以降の Windows 時代であり、CUI

時代のコマンドを使った Grep・Perl などによるテキスト処理

の経験がないためか、それらを使った大規模テキスト処理手法

が知られていないようである。また、中国の大学教育は教養教

育が軽視され即戦力育成の専門教育に偏重しているとされ、情

報処理の専門家が人文系の学識を身につけるのは日本以上に困

難であると思われる。中国国産エディタに正規表現による検索

機能を搭載しているものがほとんど見られないなど、情報処理

プロパーのテキスト処理に対する認識も十分であるとは言いが

たい。このため、中国では所謂人文情報学研究者がごく少数に

留まっているし、古典戯曲研究を専門とする人文情報学研究者
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の噂もいっこうに聞こえてこない。

以上のように、人文学の専門研究ニーズに特化したデータ

ベース開発を発想できる人材が人文学・情報学の双方で乏しい

上に、中国ではインターネットサーバの設置にも厳しい規制が

かけられているなど、研究者主導による開発環境も十分ではな

い。企業による各種文献データベースの開発においても、規模

の追求が優先され、研究に役立つ各種検索・分析機能の開発が

二の次になっている嫌いがある。

こうした状況ゆえに古典戯曲というジャンルは、中国古典

文献デジタル化において、一種の “ ニッチ市場 ” となっている。

その市場をターゲットとすることにより、大規模古典文献デー

タベースが林立する中で、日本発の中国古典研究データベース

として一定の存在感を示すことができよう。

手間暇かけたデータベース

文献データベースの良し悪しを測る尺度は、収録する文献の

量、底本やデータの品質、閲覧・検索・分析システムの利便性

など、幾つか考えられる。

中国の大規模古典文献データベースは、上述のように、圧倒

的な収録文献量を誇る一方、底本をそのままデジタル化するた

め、特に版本・抄本を底本とする場合、異体字がそのまま残っ

てしまい、閲覧やテキストデータの再利用にいささか難がある。

日本の学術データベースは、科研費などの研究助成を受けて

研究期間の 1 セクション、あるいは研究者個人が構築するケー

スが大半であり、戯曲 DB もその例に漏れない。かかる資金・

人材の規模では、収録文献の量において優れたデータベースを

目指すのは現実的ではない。また、システム開発も個人レベル

で行うには自ずと限界がある。ともなれば、必然的にデータの

質によって存在感を示すしかなかろう。ジャンルを限定し小規

模ながらも研究上のニーズを満たすべく、手間暇掛けて精緻に

データベースを作ることで、中国の大規模データベースの対極



[4]	 http://wikisource.org/

[5]	 師茂樹「学術データベースの
構築と公開」（『漢字文献情報処

理研究』第 15 号、2014 年、好文出

版）参照。
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としての価値が発揮されると考える。

MediaWiki の採用

MediaWiki とは、Wikipedia 用に開発された Wiki クロー

ンの一種である。多種多様な Wiki クローンの中にあって、

MediaWiki は MySQL をベースとし、厖大なアクセスにも耐

えうる堅牢性と高速な動作を特色としている。

MediaWiki は Wikipedia のような百科事典ニーズを想定し

て作られているが、Wikisource[4]などのテキストアーカイブ

サイトでも採用されているように、文献データベースの運用

に用いることもできる。前述のように、戯曲 DB は文献データ

ベースと百科事典的な事項データベースとを有機的に組み合わ

せるものであるから、百科事典・文献データベースのどちらで

も運用実績のある MediaWiki はシステムとして好適であると

言えよう。

また、MediaWiki のインターフェイスは多くのユーザーが

Wikipedia を通じて慣れ親しんでいる。オンラインデータベー

スにおいて使いやすさを決定づけるのは、コンテンツやスキー

マ以前にインターフェイスであると言えるが、MediaWiki で

あれば、多くのユーザーがチュートリアルなしに使いこなすこ

とができると思われ、専用のインターフェイス・システムを 1

から組み上げるよりも、効率的に使いやすいデータベースを構

築できよう。

ところで、日本国内でも科研費などのプロジェクトや機関に

おける情報公開への取り組みを通じて、多くのデータベースや

資料がオンラインで公開されており、中国学に関連するものも

少なくない。しかし、画像形式による公開が多いため Google

では見つけづらいし、また機関リポジトリなども Google 検索

にヒットしない設計になっていることが多く、せっかくの資料

の存在が知られにくいために余り活用されず、評価も得られな

いケースが多いことが指摘されている [5]。
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この点、戯曲 DB は完全にオープンなフルテキストデータ

ベースであり、現に Google での古典戯曲関連用語やフレーズ

の検索で上位に表示されるページも多いので、今後、データの

充実に従って、中国古典戯曲研究の定番データベースとして広

く使われるようになることが期待できる。

データの拡充と整形

データ構築の方法

戯曲 DB では、文献の電子テキスト化を中国の企業に委託し

ている。日本国内の文献入力は、パート・アルバイトによる手

打ち入力が中心であり、中国古典文献への対応に限界がある上

に、XML 形式への対応が難しいからである。

委託先は、書同文・中易中標などいくつかの企業を試した結

果として、最新の Unicode 規格への対応が比較的速く、かつ

XML 形式の入力への対応が良好な創新力博社に委託した。委

託にあたっては、底本とともに入力文献の XML タグを定義し

た DTD を作成・提供している。

漢字処理の問題

XML データが完成した後、まず異体字の置換や外字の処理

を行う。中国の大規模古典文献データベースの大半は、前述の

ように異体字をそのままデジタル化し、異体字テーブルによる

一括検索機能でその欠を補う、『文淵閣四庫全書』全文検索版

で確立された方法を用いてデジタル化している。この方式は、

数億字規模の大規模データベースをスピーディーに構築できる

メリットがある一方で、字句検索以上の複雑な検索機能を実装

し難く、またコピーしたテキストデータの二次利用に不便であ

るなど問題も多い。

また、大規模古典文献データベースでは、専用の外字フォン

トを添付しているものが多いが、外字はデータベースあるいは

その利用環境がインストールされたシステムでしか表示できな
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いため、汎用性に欠ける。一方、中国のオンラインテキスト

アーカイブでは「左口右馬」のような記述を注記しているもの

が多いが、統一的な処理はなされていない。

このため戯曲 DB では、異体字の置換テーブルを作成し、そ

れによる一括置換で異体字を代表字形に統一している。このと

き、代表字形は繁体字 IME の利用を考慮して、原則として台

湾 Big5 コード系の字形に揃えている。

○為　×爲　　　　○青　×靑　　　　○啟　×啓

○眾　×衆　　　　◯說　×説

台湾では一部の漢字について略字体の使用が許容されている

が、それらは繁体字に揃えている。

○纔　×才		　　　○臺　×台

ただしこの 2 字は「才能」・「天台」などの意味・文脈では

「才」・「台」を使うことになるので、一対一対応での置換はで

きない。同様に文脈によって使われ方が異なる異体字は幾つか

ある。例えば「尸」は一般に「屍」の異体字であるが、「三尸

神」の場合、「三屍神」とは書かない。俗字「𠂝」は「重」の

略字であるが音通で「衆」などの異体字としても使われる。ま

た、「仝」は「同」の異体字であるが、固有名詞に使われてい

る場合には統一することはできない。そうした文字については、

一括置換で複数候補を併記しておき、後で再度確認して確定す

る必要がある。

委託入力の結果、読めなかった文字については、底本を確

認しつつ埋めていく。大半は印刷のかすれなどが原因だが、

Unicode の最新規格に登録されていない文字については IDS

を用いて漢字構造を記述しておく。これによって、外字を統一
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的に記述するとともに、将来 Unicode に収録された後の置換

に備える。また、Web 外字などにも対応する計画である。

漢字の処理が完了したら、XML のタグが適性であるかを

チェックし、必要に応じてタグを追加・削除する。その後で

データベースに登録するためにファイルを分割し、ナビゲー

タ・カテゴリなどを付加する（詳細については後述）。戯曲 DB へ

のデータ登録は、Perl スクリプトを用いて一括で行う。

電子化文献リスト

戯曲 DB ではこれまでの科研費研究を通じて、多くの戯曲関

連文献を電子テキスト化してきた。また、中国都市芸能研究会

のプロジェクトを通じて入力された、伝統劇関連の電子テキス

トをも集約して、データベースに収録する予定である。現時点

での電子化済み文献は以下の通りである。

雑劇

	ㅤ戯曲集

元曲選・元曲選外編・孤本元明雑劇・盛明雑劇・盛明雑

劇二集・雑劇三集・吟風閣雑劇

	ㅤ作品

金翠寒衣記・群仙慶寿蟠桃会・群仙慶賞蟠桃会・恵禅師

三度小桃紅・伍子胥鞭伏柳盜跖・黒旋風双献功・黒旋風

仗義疎財・司馬相如題橋記・紫陽仙三度常椿寿・十美人

慶賞牡丹園・翠紅郷児女両団円・清河県継母大賢・善知

識苦海回頭・西廂記・第六才子書西廂記・張天師明断辰

鉤月引・飛虎峪存孝打虎・福禄寿仙官慶会・孟浩然踏雪

尋梅・李亜仙花酒曲江池・灌将軍使酒罵座記・趙貞姫身

後団円夢・瑤池会八仙慶寿

南戯伝奇

	ㅤ戯曲集

六十種曲・墨憨斎定本伝奇・李玉戯曲集・蔣士銓戯曲集
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	ㅤ作品

燕子箋・塩梅記・驚鴻記・金印記・金丸記・金鎖記・高

文挙珍珠記・断髪記・長生殿・党人碑・桃花扇・未央

天・連環記・双忠記・琥珀匙・翡翠園・酔郷記・酔菩

提・偷甲記

	ㅤ富春堂本伝奇

王商忠節癸霊廟玉玦記・王昭君出塞和戎記・何文秀玉釵

記・岳飛破虜東窓記・観世音修行香山記・還帯記・韓湘

子九度文公昇仙記・韓信千金記・韓朋十義記・玉環記・

虎符記・周羽教子尋親記・徐孝克孝義祝髮記・商輅三元

記・菅鮑分金記・蘇英皇后鸚鵡記・張巡許遠双忠記・南

調西廂記・破窰記・目連救母勧善戯文・李十郎紫簫記・

劉漢卿白蛇記・劉玄徳三顧草廬記・劉智遠白兎記・姜詩

躍鯉記・灌園記・范雎綈袍記・薛仁貴跨海征東白袍記・

薛平遼金貂記

散曲集・散齣集

太平楽府・陽春白雪・群音類選・風月錦嚢・綴白裘

戯曲論著・資料

中国古典戯曲論著集成・伝奇彙考・曲海総目提要・中国

古典戯曲序跋彙編・清代燕都梨園史料・顧曲塵談・宋元

戯曲考・唐宋大曲考・戯曲考源・古劇脚色考・優語録・

録曲余談・中国劇・五十年来北平戯劇史料・都門紀略中

之戯曲史料・道咸以来梨園繋年小録・晩清文学叢鈔小説

戯曲研究巻

伝記資料・筆記

列朝詩集小伝・静志居詩話・堅瓠集

曲韻書

中原音韻・音韻輯要・韻学驪珠

白話辞書

	ㅤ全文入力
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詩詞曲語辞匯釈

	ㅤ語彙一覧入力

戯曲詞語匯釈・近代漢語詞典（団結出版社）・近代漢語詞

典（知識出版社）・近代漢語大詞典・元曲釈詞・元曲熟語

詞典・元語言詞典・古典戯曲外来語考釈詞典・詩詞曲小

説語辞大典・宋金元明清曲辞通釈・宋元語言詞典・宋語

言詞典・中国古典小説用語辞典・唐五代語言詞典・白話

小説語言詞典

戯曲工具書（項目一覧のみ入力）

	ㅤ曲譜

新定九宮大成南北詞宮譜・南北詞簡譜

	ㅤ戯曲目録

中国古典戯曲存目彙考・明清伝奇綜録・古本戯曲劇目提

要

	ㅤ古典戯曲

元曲大辞典・中国戯曲曲芸詞典・中国曲学大辞典・中国

古代戯劇詞典・方志著録元明清曲家伝略・明清戯曲家考

略・中国古代戯曲家評伝

	ㅤ伝統劇

中国戯曲志・中国劇目辞典・崑曲大辞典・京劇劇目詞

典・京劇知識詞典・川劇劇目辞典・中国豫劇大辞典・中

国梆子戯劇目大辞典・粤劇大辞典

以上のように、元代から明代初期にかけての北雑劇、約 300

種については、ほぼ電子化を完了している。南戯伝奇について

は、排印本が刊行されている作品を中心に既に 150 種以上を入

力しており、主要な作品は概ね網羅している。

底本には排印本があるものは排印本を選んだが、注釈や校勘

記、新たな序跋などは著作権に配慮して公開しない。入力が完

了した文献は、整理が完了したものから順次公開している。た



[6]	 http://zh.wikisource.org/
wiki/
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だし、富春堂本の南戯伝奇は俗字が多用された通俗的な版本を

底本とするため、今後翻刻の作業が必要となり公開には一定の

時間を要するだろう。版本に基づいて入力した『群音類選』な

ども同様である。なお、工具書の目録の整理と公開については、

後で詳述する。

MediaWiki による全文データベースの構築

ページ組み込み機能の応用

MediaWiki は多彩な機能を備えており、更にテンプレート

などの形でさまざまな拡張機能が提供されている。それらのう

ち、戯曲 DB の戯曲・周辺資料全文データの構築で多用してい

るのは、ページの組み込み機能とカテゴリ（分類）機能である。

MediaWiki で全文データベースを構築する際には、本文の

どの程度の長さを 1 ページに盛り込むかが問題となる。中国

語版 Wikisource[6]では大半の文献が巻単位でページ作成され

ているが、これは閲覧しやすい一方、字句を検索した際に、1

ページあたりのヒット数が増大したり、あるいはヒット箇所が

見つけにくかったりという短所もある。総じて全文データベー

スでは、1 データあたりの文字数が少ない方が効率的に用例を

検索できるが、文献を閲覧する場合はある程度の長さがなけれ

ば読みにくい。

戯曲 DB では、MediaWiki のページ

組み込み機能を応用することで、この問

題を解決ないし緩和している。中国古

典戯曲は曲・白（セリフ）・科 / 介（ト書

き）・詩といった韻文・散文が複合的に

組み合わさって、一つの折 / 齣（幕に相

当）が構成される。戯曲 DB では、この

うち題・曲・白・詩といった戯曲文体の

構成要素を単位としてページを作成し

『馬陵道』雑劇第三折
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ている。そして、閲覧用のページは、折 / 齣ごとに、構成要素

を組み込んで表示させる。

例えば、『元曲選』本『馬陵道』雑劇第三折は前ページの図

のように表示されるが、ページソースは以下のようになる。

{{: 元曲選 / 馬陵道 /05 第三折 /01 題 }}

{{: 元曲選 / 馬陵道 /05 第三折 /02 白 }}

{{: 元曲選 / 馬陵道 /05 第三折 /03 詩 }}

{{: 元曲選 / 馬陵道 /05 第三折 /04 白 }}

{{: 元曲選 / 馬陵道 /05 第三折 /05 詩 }}

{{: 元曲選 / 馬陵道 /05 第三折 /06 白 }}

{{: 元曲選 / 馬陵道 /05 第三折 /07 曲 }}

……

こうして、「元曲選 / 馬陵道 /05 第三折 /01 題」以下、題・

白・詩・曲などの構成要素のページを、順次組み込んでいる。

ページを検索する際には、組み込んだページではなく、元の

曲・白・詩などのページにヒットする。この場合、前後の文を

確認したり折・齣や作品単位で閲覧したりする際に不便が生ず

る。そこで分割作成した各ページには、前後の要素、および上

位の要素へのナビゲータを埋め込んでいる。ナビゲータの作成

には、MediaWiki の header2 プラグインを使用している。

ナビゲータは折・齣レベル、及び雑劇タイトルのレベルにも

埋め込んでいるので、それぞれレベルで遷移して閲覧すること

もできる。

戯曲 DB では、上述の方法によって、さまざまな種類の文献

を登録している。例えば、『堅瓠集』などの筆記や『静志居詩

話』・『列朝詩集伝』などの伝記資料については、項目ごとに

ページを作成し、ナビゲータを付している。ただし、巻単位の

閲覧用ページは作成していない。戯曲論著についても、同様に
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処理している。

以上の方法は、検索と閲覧、両方のニーズを満足させること

ができる反面、巻などのまとまった単位でページを作成するの

と比べて、作成するページ数が増え、ナビゲータも設置しなく

てはならないため、文献データの整形・登録の手間が遥かに増

える。しかし、手間暇掛けた専門データベースという戯曲 DB

のコンセプトに照らして、たとえ工程が増えるとしても、検

索・閲覧に適したページ作成方法を採用するべきであると考え

る。

カテゴリとページ組み込み機能による曲牌の抽出

かかる文献データ登録方法のメリットとして、最小構成単位

となっているページを、全文閲覧用ページのみならず、他の

分類ページや解説ページなどにも読み込める、つまり、1 つの

ページを異なった分類・分野のページに組み込んで使い回せる

点が挙げられる。

例えば、歌曲形式を採る中国古典戯曲では、曲律研究が一つ

の重要なジャンルになっているが、そこでは複数の戯曲から同

一の曲牌―戯曲で歌われる定型楽曲―を抽出して比較対照

する作業が欠かせない。戯曲 DB の戯曲本文データは 1 曲牌 1

ページになっているが、それぞれの曲牌ページには曲牌名の分

類を、例えば [[Category: 北仙呂宮 / 混江龍 ]] のように埋め込

んである。これによって、曲牌名の分類ページから当該曲牌の

ページにジャンプできるようになる。

ところで、曲牌には複数の異称を持つものがあるし、戯曲テ

キスト中に掲げられる曲牌名が誤っていることもある。例えば、

大石調【催花楽】は【雷鼓体】・【擂鼓体】・【擂鼓棒】とも呼ば

れるし、南呂宮【草池春】は【闘蝦蟆】・【絮蝦蟆】・【蝦蟆序】

ともいう。また『元刊雑劇三十種』本には、套曲の最後の一曲

が実際には【煞尾】・【黃鍾尾】などであるにも関わらず【尾】

としか書かれていない、といった例が散見される。このため曲



[7]	 芸文印書館、1973 年。
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牌のカテゴライズや抽出を実現するに

あたり、まず曲牌名称の整理作業が必要

となる。

戯曲 DB では、北曲・雑劇のデータ構

築を優先して進めているため、まず北曲

曲牌について整理を完了させた。曲牌の

異称や通用については曲譜によって見

解が相違するものも存在するが、基本的

に北曲曲律研究のスタンダートである

鄭騫『北曲新譜』[7]に依拠しつつ、『太

和正音譜』・『北詞広正譜』・『九宮大成南北詞宮譜』などを参照

して各曲牌を同定し、異称の変換テーブルを作成した。

戯曲 DB トップページで「北曲曲牌」をクリックし更に宮調

名を選ぶと曲牌一覧が表示される。そこで曲牌名をクリックす

ると、各曲牌の分類ページが開き、簡単な補足情報と各種曲譜

における掲載ページ一覧、および当該曲牌出現ページへのリン

ク一覧が表示される。この出現ページへのリンクは、各曲牌の

ページに埋め込まれた分類情報に従って自動生成されている。

それとともに、同一曲牌を組み込んで一覧表示するページも

作成・公開している。北曲の曲牌は、散曲と雑劇とでいささか

使われ方が異なり、また雑劇が盛んで

あった元代・明代初期の作品と、南戯が

隆盛した明代中期以降の作品とでは、曲

律の厳密性など大きく様相が異なると

される。このため、曲牌一覧ページは、

元明雑劇・元明散曲・明清雑劇などに分

けて作成することとし、現在はデータが

ある程度蓄積されている元明雑劇につ

いて、『元曲選』・『元曲選外編』の曲牌

を組み込んで生成している。

曲牌の分類ページ

曲牌抽出ページ
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同一曲牌を抽出し比較対照する作業は、曲律研究のみならず、

戯曲の表現研究や翻刻などでも欠かせないが、従来は曲譜を参

照するか、カードを作成するしかなかった。そうした手間がか

からなくなり、かつ網羅的な情報が得られるので、戯曲 DB を

通じて曲牌抽出ページを提供することは、戯曲研究の効率を大

いに高めるものと考える。

今後、2015 年度前半には『孤本元明雑劇』・『太平楽府』を

公開し、それと合わせて元明雑劇・散曲の北曲曲牌抽出ページ

を拡充する予定である。南曲に関しては、現在、曲譜目次の電

子テキスト化と曲牌名の整理を進めており、作業の完了を待っ

て、北曲と同様の曲牌解説ページ・曲牌抽出ページなどを提供

する計画である。

このほか筆記や伝記資料・戯曲論著・目録などについても、

細分化されたページに人名・作品名などのカテゴリ情報を付加

する、あるいは人名や戯曲作品の解説ページにそれらを組み込

んだりリンクを掲載したりすることで、百科事典項目的コンテ

ンツと文献の全文テキストとを有機的に関連づけ、研究の効率

を高めるとともに新たな知見をもたらしうるデータベースとす

ることが可能となろう。これは今後、各種固有名詞の異称変換

テーブルの充実をはかりつつ、対応を進めていく予定である。

韻文要素のマークアップ

戯曲 DB の戯曲全文データの特色として、韻文要素のマーク

アップを挙げることができる。

北雑劇・南戯伝奇などの古典戯曲テキストでは、南戯伝奇の

齣末の所謂「落詩」が曲辞と同じ大字で表現されるものの、劇

中で登場人物が朗誦する詩や対句・詞・小曲などは、セリフと

同じ小字で表現されるのが通例である。その一方で、京劇など

の伝統劇の台本では一般に詩・対句が改行・インデントでセリ

フと区別される。戯曲 DB では伝統劇台本と同様に、詩・対句

をマークアップし、科白と区別する方針である。
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このようにした理由の 1 つは、韻文と散文とを区別すること

にある。曲辞の韻律には、作品が成立した時代や地域が反映さ

れると思われるが、それは詩や対句についても当てはまるので

あり、韻文要素を容易に抽出できるようにしておくことが望ま

しいと判断されるからである。

また、『孤本元明雑劇』収録の脈望館本雑劇のように長大な

セリフのある作品の場合、詩・対句などを区別することによっ

て、1 ページの文字数が厖大になるのを防ぎ、検索の効率を高

めることができるという現実的な理由もある。

ただし、そうした韻文要素は往々にして底本でセリフと区別

されていないため、委託入力時にマークアップすることができ

ない。このため、5 字句・7 字句などの連続する箇所、ト書き

の「詩云」、セリフの「正是」などを検索し、手作業でマープ

アップしていくことになる。

辞書項目の整理と作成

さきほど、曲牌のカテゴライズにおいて、曲牌の整理・同定

作業が必要になると書いたが、これは曲牌のみならず、戯曲の

題名・人名・戯曲用語・白話語彙など、さまざまな百科事典項

目的な要素についても当てはまる。それらは、関連論著や工具

書の項目一覧を電子テキスト化した上で 1 つにまとめて比較対

照し、項目の統合と異名・異称の確定作業を行っている。これ

は戯曲 DB の構築において、全文データの整形・登録以上に手

間のかかる作業となっている。

本章では、戯曲 DB に収録した、あるいは収録予定であるそ

れら要素の構築と整理状況、問題点などについてまとめておく。

人名の整理

戯曲 DB では戯曲関係人名について、1 人 1 ページを作成す

る。収録する人名については、工具書の目次・索引を電子テキ

スト化したものとともに、一部書籍については作業を通じて人
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人物ページ（関漢卿）

名索引を作成し、それらをまとめて重複・異名を整理した。

人物ごとのページには、現在は暫定的に工具書などの掲載

ページ一覧だけを掲載している。それでも、以下の多くの工具

書・書籍の総合索引として利用できるので、戯曲関連人物の調

査効率を高めることと思われる。

『太和正音譜』・『中国古典戯曲存目彙考』・『中国曲学大

辞典』・『中国古代戯曲家評伝』・『明清伝奇綜録』・『方

志著録元明清曲家伝略』・『明清戯曲家考略（一～四編）』・

『中国戯曲曲芸詞典』・『中国戯曲志』全巻・『京劇知識詞

典』・『中国豫劇大辞典』・『中国崑劇大辞典』

現代の伝統劇の工具書や『中国戯曲志』などについても収録

対象としているため、元明清代のみならず近現代の戯曲家・俳

優などについても検索が可能であり、登録済み人名の総数は 1

万を超えている。

今後、伝記資料や戯曲論著に見える人名、戯曲の登場人物名

などを補足するとともに、人名ページに戯曲論著の関連記事を

組み込むなどして、データの充実を図る予定である。

また戯曲 DB では、本誌に連載中の『劇説』校注の書名作品

名注・戯曲用語注などを、百科事典的コ

ンテンツの解説文として転用する計画で

あり、人名ページについても人名注を略

伝として使用することになる。ただ人名

注は往々にして『劇説』本文に出現する

字号などの別称に即して書かれているた

め、書き換える必要がある。

現状では、人名の分類が未完成である。

これは、戯曲家・批評家・俳優・劇中人

物といった区分、および活躍した年代な
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どを組み合わせて作成する方針である。

戯曲作品名

中国の古典戯曲作品のページは、現在鋭意制作中である。こ

れも人名と同様に、『劇説』の作品名注の解説と、各種工具書

の掲載箇所一覧、および著作権保護期間が満了した目録などか

らの組み込みなどによってページを構成する予定である。

戯曲の作品名についても、異称の問題が避けられない。雑劇

の場合、正名・簡名の二種類があり、またテキストによって名

称が異なる場合もある。南戯伝奇の場合も状況は似ている。こ

のため、やはり戯曲タイトルの整理・同定作業が必須となる。

戯曲の題名については、『中国古典戯曲存目彙考』・『明清伝

奇総録』・『古本戯曲劇目提要』・『中国曲学大辞典』といった工

具書の項目一覧を電子テキスト化し、比較対照することで同定

作業を進めている。名称が重複するものは、タイトルの後に

（著者名）を付して区別し、曖昧さ回避ページを作成する。

作業を通じて、工具書の重複登録といった誤りが幾つか見つ

かったほか、各工具書間の項目の立て方の相違をいかに処理す

るかが問題となった。

例えば『中国曲学大辞典』では、南戯『秦太師東窓事犯』と

明代伝奇『東窓記』を項目に立て、『東窓記』には青霞仙客の

別称『陰抉記』と、金陵富春堂本の『岳飛破虜東窓記』の 2

つの子項目が含まれる。一方、『秦太師東窓事犯』の解説では、

同南戯を改編したのが金陵富春堂本『岳飛破虜東窓記』である

としている。

このように『中国曲学大辞典』では、『永楽大典』・『南詞序

録』などに南戯として著録されているものをいずれも南戯とし

て立項する一方で、それらを継承したとされる明代伝奇につい

ても別項目を立てている。しかし上の例のように、南戯に立て

られている作品であっても、現存のテキストとして明代の版本

が挙げられていることが少なくない。
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これらを一々分けて収録するのは、かえって使い勝手を悪く

する危険性があるので、戯曲 DB では『秦太師東窓事犯』（『岳

飛破虜東窓記』を含む）と『陰抉記』の 2 項目を立てる『中国古

典戯曲存目彙考』に従うのが妥当であると判断した。このよう

に、ケースバイケースの判断が必要となる。

また『明清伝奇綜録』では清末民初の短編戯曲を南戯伝奇と

して扱うが、『古本戯曲劇目提要』は雑劇に分類する。明代に

南北合套が出現し、南北曲の単折雑劇が作られるようになって

以降、雑劇・伝奇という分類には短編・長編という程度の差異

しかなくなっているが、しかし短編・長編の境目が何折・齣で

あるのかを定義することはできまい。これらについては、伝奇

とも雑劇とも明示せず、戯曲タイトルをページ名として項目を

作成し、工具書におけるそれら目録の収録ページを、どの項目

に分類されているかという情報を付記して掲載することになろ

う。

戯曲タイトルも曲牌と同様、北雑劇優先で整理を進めている

が、南曲伝奇についても作業は半ばを越えているので、さほど

遠くない時期に公開できるものと思われる。

折子戯の扱いと物語分類

少々面倒なのが、散齣の題名および伝統劇の演目の取り扱い

である。

散齣とは、雑劇・伝奇の折・齣を取り出したもので、もとの

雑劇・伝奇とは異なる折題・齣題を付けられて流通している

ケースが多い。このため、戯曲 DB では今後散齣のタイトルで

の検索にも対応する必要があろう。

これについては、散齣のタイトルでページを作成してそれら

を含む雑劇・伝奇のタイトルに分類するとともに、雑劇・伝奇

のページにも散齣へのリンクを掲載するのが妥当であろう。今

後、『群音類選』・『風月錦嚢』・『綴白裘』などを戯曲 DB に登

録する段階で、対応を進めたい。



[8]	 同種の問題については、千田
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盤研究 (B)	 ( 課題番号 14310204、研
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伝統劇の演目では、本戯（通し狂言）としての名称と折子戯

（見取り）の名称の関係が雑劇・伝奇以上に曖昧で、必ずしもツ

リー構造を描けないため、よりフレキシブルな対応が必要とな

る [8]。これも、本戯・折子戯のページにカテゴリと相互参照

を振って対応することになろう。

古典戯曲・伝統劇のタイトルは、作者による分類と作者ペー

ジからのリンクで検索するのが一般的であると思われるが、無

名氏の作も多いため、劇種・時代ごとの分類ページを作成する

必要もあろう。また戯曲・通俗文学研究では、ある物語が時代

によっていかに変遷したのかを追う必要が生ずるため、三国も

の・水滸もののように物語、あるいはその物語を扱った小説に

基づく分類、更に登場人物による分類などもあった方が便利で

あろう。

戯曲タイトルに物語による分類を設定するのは、ある程度内

容に踏み込む必要があるためかなりの手間を要するが、『劇説』

で作品名注を付したものから、順次対応していく予定である。

古白話語彙の整理

戯曲 DB では、宋元明清の話し言葉、所謂古白話語彙につい

ても収録する方針である。現在、著作権保護期間が満了してい

る『詩詞曲語辞匯釈』については全文の、その他は語彙と掲載

ページのリストの委託入力を完成しており、一部を公開すると

ともに、それらの整理・統合作業を進めている。

古白話についても、1 語彙につき 1 ページを作成し、『詩詞

曲語辞匯釈』の全文データを組み込むとともに各種工具書の

掲載ページリストを掲載する方針である。情報化が進む前の

1980 年代までは、我が国でもしばしば工具書の総合索引が作

られていたが、それと同様の機能を提供することになるので、

戯曲のみならず小説などの近世通俗文芸の研究を効率化できる

ものと考える。

もっとも、中国では CNKI 工具書 [9]で既に 7,000 種を越え
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る工具書の一括検索機能が提供されており、単に工具書の総合

索引としてだけであれば、そちらの方が使い勝手が良かろう。

しかしそれでも、古白話語彙を整理しリストを作成することに

は、一定の意味があると考える。

情報処理手法によるテキスト分析においては、形態素解析や

文体分析のために語彙リストが必要となる。しかし、現代中国

語はいざ知らず、現在のところ古白話の語彙リストはどこから

も提供されていない。もしも古白話の網羅的な語彙リストを作

成し、語彙の出現年代や地域性などの情報を付加したならば、

語彙分析からテキストの成り立ちや性質に迫ることも可能にな

ると思われ、中国近世文芸研究の情報化を進める上で画期的な

意義を持つことだろう。

語彙の整理にあたっては、やはり複数の工具書に掲げられる

語彙の統合という作業が必要となるが、ここで問題となるのが、

主に中国で刊行されているそれら工具書の大多数が簡体字で作

成されている点である。周知のように、「發」・「髮」の簡体字

が「发」になるように、簡体字には本来区別されるべき複数の

繁体字を 1 文字にまとめているものが多く見られ、古典文献の

記述に用いるにはいささか難がある。

このため、各種工具書の収録語彙を繁体字に変換して統合し

ていくことになる。しかしこの一対多関係ゆえに、繁体字への

変換ではどの文字に変換すべきか、判断に迷うこともしばしば

である。こと戯曲・小説などの通俗作品では、原本がそもそ

も異体字や通仮字で記述されており、繁体字同定の参考にな

らないことも多い。現在、複数の簡体字・繁体字変換プログラ

ムで変換した結果を対照して、異なる繁体字に変換されるもの

を重点的にチェックするなどして作業の効率化を図るとともに、

『漢語大詞典』の見出し語を参照するなどして同定作業を進め

ている。

それとともに問題になるのが、所謂拡張簡体字である。拡張
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簡体字とは、ある文字を構成する繁体字パーツに、対応する簡

体字がある場合、そのパーツを簡体字に書き換えなくてはなら

ないという中国における文字政策の制約によって生み出された、

簡体字のことをいう。古白話の作品には通俗的なテキストが多

く、俗字や異体字が頻出するため、工具書にはそうした文字が

拡張簡体字として収録されることになる。

文字コード収録の典拠となるのは第一に原典資料であるため、

もとの繁体字は Unicode に収録されるが、工具書の刊行時に

生み出された拡張簡体字は、Unicode の Ext.B ～ Ext.E 領域に

ある程度登録されているものの、まだまだ未登録の文字が多い。

入力を委託した場合、それらの Unicode 未収録文字は認識不

能文字として扱われる。

右図は拡張簡体字の例である。このうち「𪨧」の繁体字は

「崙」になり、「崑崙」を簡体字で「昆仑」と表記するように、

本来は「仑」として良いはずであるが、「侖」との混同を嫌っ

たのか、わざわざ「𪨧」を用いている。なお「𪨧」は Unicode

の Ext.B に収録されており、なぜ認識不能文字になったのか腑

に落ちない。

ともあれ古白話語彙の整理においては、それら拡張簡体字を

元の工具書で確認して埋め込む、あるいは IDS で記述するす

るとともに、対応する繁体字を入力する作業が必要となる。

古白話語彙の整理は一定の目途はついているものの、古典戯

曲全文データや作品名の処理を優先させるため、公開には今し

ばらく時間がかかる見込みである。

おわりに

戯曲 DB の短期計画

以上に紹介してきたように、戯曲 DB は戯曲本文や関連資料

の全文データについてはある程度形になってきたものの、用

語・語彙に関しては、整理・統合作業、および分類の作成など、

　 　 　
拡張簡体字の例



[10]	 川幡太一「HTML	のルビ標
準化の現状と課題」（『漢字文

献情報処理研究』第 15 号、2014、

好文出版）参照。
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構築の途上にある。

現在、戯曲の全文データ公開を優先的に進めており、2015

年度上半期には、『孤本元明雑劇』・『太平楽府』・『六十種曲』

およびいくつかの南戯伝奇・『中国古典戯曲序跋彙編』などを

公開できる見込みである。また百科事典的項目についても、南

曲の曲牌、および戯曲作品名の整理を重点的に進める予定で、

2015 年度末頃の公開を目指している。

今後の課題

最後に、今後の課題についていささか書いておきたい。

現在直面している課題としては、ルビの処理問題がある。戯

曲論著のうち、曲律について言及する『絃索辨訛』・『度曲須

知』などは、曲辞の左右にルビとして韻律情報を付している。

現在のブラウザのルビ機能では、文字の上にしかルビを付すこ

とができないので、これを表現することができない。左右ルビ

については、HTML5 で標準化されるというが、ブラウザへの

実装には今しばらく時間がかかるだろう [10]。その間、将来の

ルビ機能拡充に備えていかにデータの整合性を取りつつ、既存

ブラウザでも閲覧できるように処理するか、今後、検討を進め

なくてならない。

また、システムの改修も必要である。特に曲辞の韻律表示シ

ステムについては、複数の音韻テーブル切り替え表示の対応に

向けた研究を進めており、その実現に向けて開発を急ぎたい。

なによりも、これまでの戯曲 DB のプロジェクトを通じてデ

ジタル化したのは、厖大な戯曲作品・関連文献のほんの一部に

すぎない。今後とも、データの拡充とシステムの改善を続けて、

より良い学術データベースを目指す所存である。
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中国都市芸能研究会 2013 年度活動記録

2013 年 5 月 26 日

2013 年度春季大会

会場：静岡大学人文社会科学部Ｂ棟 201 教室

内容：

•	 各種議事

•	 研究発表：

	◦佐藤仁史（一橋大学）・山下一夫（慶應義塾大

学）「南北皮影戯口述記録集の編集と課題」

	◦川浩二（早稲田大学）「清中期における明朝

開国物語の変容	- 北京における演劇を中心

に -」

2013 年 11 月 28 日

『近現代中国の芸能と社会―皮影戯・京劇・説唱』刊

行

•	 中国都市芸能研究会叢書 03

•	 氷上正・佐藤仁史・太田出・千田大介・二階

堂善弘・戸部健・山下一夫・平林宣和著

•	 好文出版、ISBN4-87220-168-0

2013 年 12 月 1 日

2013 年度冬季大会および科学研究費補助金・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」（代表：氷上正）研究成果報告会「近現代中国の地

域社会と芸能――皮影戯・京劇・説唱――」

会場：慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎中会議

室

内容：

•	 各種議事

•	 研究発表：

	◦氷上正（慶應義塾大学）前言

	◦千田大介（慶應義塾大学）「影絵人形劇の台本

と即興性――皖南大影の事例から」

	◦佐藤仁史（一橋大学）「近代江南における村

落社会と芸能――宣巻と堂名を中心に」

	◦戸部健（静岡大学）・山下一夫（慶應義塾大学）

「檔案資料から見た 1950 年代中国の影絵

人形劇――河北省における登記工作を中心

に」

	◦平林宣和（早稲田大学）「古装新戯の誕生―

―『嫦娥奔月』初演の文脈と古装の由来」

2014 年 3 月 16 日

『中国皮影戯調査記録集――皖南・遼西篇』刊行

•	 中国都市芸能研究会叢書 04

•	 氷上正・佐藤仁史・太田出・千田大介・二階

堂善弘・戸部健・山下一夫・平林宣和著

•	 好文出版、ISBN4-87220-168

•	 DVD による電子出版
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