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中文提要

台灣皮影戲《白鶯歌》與明傳奇《鸚鵡記》	 山下　一夫

《白鶯歌》為台灣皮影戲「四大本」之一，歷來被藝人們十分重視。本文通過明傳奇《鸚

鵡記》的富春堂本和散齣集所收本以及高腔系地方戲劇本的比較，發現《白鶯歌》與正字戲

《鸚歌記》有許多相似的地方，指出台灣皮影戲與廣東正字戲的淵源關係。

焦循《劇說》校讀記	 千田　大介

本文基於我們研究會校訂《劇說》的成果，探討本文的內容、引用文獻等問題。關於《劇

說》本文的內容：論證毛奇齡撰序文的王仝高“擬元兩劇”就是見於民國《蕭山縣志稿》的

《野寺飛磚》和《旗亭畫壁》；發現《劇說》稿本卷二第 98 條中有被刪掉的一文，據此證明

焦循《花部農譚》中提及的《賽琵琶》就是包公案故事。關於引用文獻：《劇說》為了迴避清

朝的禁書政策，將《列朝詩集小傳》、《萬曆野獲編》等更名而引用；焦循明確引用褚人穫《堅

瓠集》但《劇說》中沒有提到。又，《中國古典戲曲論著集成》本有脫漏的條目，並有一些校

訂不周的地方。

北美之近、現代中國研究資源介紹	 戶部　健

本文介紹北美地區研究近、現代中國的入門書和網絡資源、收藏近、現代中國資料的幾所

圖書館與檔案館，以及哈佛大學燕京圖書館與印第安納大學傳統音樂檔案館的中國皮影戲資料

收藏情況。
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台湾皮影戯『白鶯歌』と 
明伝奇『鸚鵡記』

山下　一夫

1.  はじめに

影絵人形劇――皮影戯は、中華圏の各地で行われている芸能

である。台湾も例外ではなく、高雄市西部を中心に現在でも複

数の劇団が活動している。演目は立ち回りの多い武戯と、唱や

台詞が中心の文戯に大別され、1970 年代の段階では 150 ほど

が確認できる [1]。これら多くの演目の中で、伝統的に最も重

視されているのが、「上四本」「上四冊」あるいは単に「四本」

と呼ばれる、4 つの文戯の演目である。邱一峰は以下のように

述べている [2]。

皮影戯の文戯にはいわゆる「上四本」、また「上四冊」

と呼ばれるものがあり、それぞれ『蔡伯喈』・『蘇雲』・

『孟日紅割股』・『白鶯歌』で、文戯の代表的な演目であ

る [3]。

また永興楽皮影劇団の張歳は以下のように述べている [4]。

文戯も重要である。なぜなら、皮影戯にはいわゆる「四

本」、『割股』・『白鶯歌』・『蘇雲』・『蔡伯皆
ママ

』があり、も

しこの四本ができないなら、皮影戯をやろうと思っては

いけないからだ [5]。

復興閣皮影劇団の許福能もほぼ同様のことを述べている [6]。

＊	 本稿は日本学術振興会科学研
究費補助金「近現代中華圏の
伝統芸能と地域社会～台湾の
皮影戯・京劇・説唱を中心
に」（平成 27 ～ 30 年度、基盤研

究 (B)、課題番号：15H03195、研究

代表者：氷上正）による成果の
一部である。

[1]	 陳憶蘇，『復興閣皮影戯劇本
研究』，国立成功大学歴史語
言研究所碩士論文，1992 年，
21 頁。

[2]	 邱一峰，『台湾皮影戯』，晨星
出版，2003 年，169 頁。

[3]	 皮影戲的文戲中有所謂的「上

四本」，又稱為「上四冊」，分

別為：《蔡伯喈》、《蘇雲》、

《孟日紅割股》及《白鶯歌》，

為文戲的代表性劇目。

[4]	 「高雄市皮影戯館」Web サ
イト掲載インタビュー映像，
http://kmsp.khcc.gov.tw/
home02.aspx?ID=$4012&ID
K=2&EXEC=D&DATA=75
&AP=$4012_SK-39，2017 年
2 月 10 日確認。



[5]	 文戲也很重要。因為皮影戲

就是有所謂的四本，《割股》、

《白鶯歌》、《蘇雲》、《蔡伯

皆》，這四本你若不會，就別

想做皮影戲。

[6]	 石光生，『皮影戯芸師許福能
生命史』，高雄県立文化中心，
1998 年，30 頁。

[7]	《蔡伯喈》、《割股》、《蘇雲》、

《白鶯歌》這稱為上四本，演

出者皆知這四本的。

[8]	 石光生，『蔡竜溪皮影戯文物
図録研究』，高雄県政府文化
局，2000 年，196 頁。なおこ
れ以外にも、台湾皮影戯の劇
団で所蔵される上演用テキス
トが多数存在し、実際に李婉
淳はそのうち幾つかを使用し
た研究を行っているが、筆者
は今回それらを直接参照はで
きなかったため、これら諸本
を用いた研究は今後の課題と
したい。李婉淳，『高雄市皮
影戯唱腔音楽』，高雄市政府
文化局，2013 年，329 頁 -332
頁。

[9]	 原欠。

[10]	 林永昌，『福徳皮影戯劇団発
展紀要暨図録研究』，高雄県
政府文化局，2008 年，55 頁。

6	 中国都市芸能研究　第十五輯

『蔡伯喈』・『割股』・『蘇雲』・『白鶯歌』は「上四本」と

称し、芸人はみなこの四本のことをよく解っている [7]。

この「上四本」については、本文で触れるとおりすでに幾

つかの研究があるが、台湾で最も上演頻度が高い『割股』と、

元・高明の『琵琶記』に連なる『蔡伯喈』が好んで取り上げら

れる傾向があり、『蘇雲』と『白鶯歌』についてはあまり検討

されてこなかったきらいがある。筆者は近年、『白鶯歌』関連

の資料を幾つか閲覧する機会に恵まれた。そこで本稿では、こ

の台湾皮影戯『白鶯歌』のテキストを検討した上で、台湾皮影

戯と明伝奇との関係や、台湾皮影戯という劇種の問題について

考察していきたいと思う。

2.  『白鶯歌』と『鸚鵡記』

台湾皮影戯『白鶯歌』は、本稿冒頭で引用した芸人たちの発

言から考えても、かつては多くの劇団で行われていたものと思

われる。しかし 2000 年代に入り、老芸人が相次いで世を去っ

た上、影絵人形劇をめぐる環境が大きく変化したこともあって、

すでに上演は行われていない。ただ台本のテキストは現存し、

管見の及んだ限りでは、高雄市皮影戯館に以下 2 種類の合興皮

影戯団張福丁旧蔵抄本が所蔵されている [8]。

（一）許任抄本

昭和六（1931）年書写。巻首に「順治立號大清，人民服，天

下平。過明治，換大正，成昭和。削人形，換國泰，照舊用，歸

中▢ [9]，衆神明，自忖逞筆不寫，看分明知其理，白鶯哥」と

あり、また末葉に「白鶯哥寫完一百二十九易，昭和六年，許任

親手寫的，年已六十九歲，策號丁貴之號，立名興旺班，庚午年

十二月初四日寫完，白鶯哥」とある [10]。

林永昌によれば、許任は興旺班という影絵人形劇団に所属し、

息子の許丁貴を通じて台本の書写・販売も行った人物で、高雄



[11]	 林永昌，『合興皮影戯団発展
紀要暨図録研究』，高雄県政
府文化局，2007 年，10 頁。

[12]	 石光生，『皮影戯芸師許福能
生命史』，21 頁。

上：『白鶯歌』呉典抄本巻首
下：『白鶯歌』呉典抄本末葉
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市皮影戯館には許任が書写した影絵人形劇の台本が全部で四十

九件所蔵され、この抄本もその一つだという [11]。

（二）吳典抄本

明治四十三（1910）年書写。巻首に「仁壽上里鹽埕庄第一保

ヒ正，吳典」とあり、また末葉に「明治

四十三年舊參月十六日自手親抄完，仁壽

上里鹽埕庄 108，吳典」とある。

呉典は復興閣皮影劇団を創始した張命

首の師匠の一人である。石光生は 1997

年に行った許福能へのインタビューに基

づいて以下のように記している [12]。

影絵人形劇の芸人は、「四大本」

のうちどれか一つでも得意であれ

ば、それだけで一家を成すことが

できる。影絵人形劇の芸を他人に

は簡単に伝授しなかった当時に

あって、張命首は張奢・呉天来・

呉典・李看の 4 人の影絵人形劇の

芸人から、この 4 つの重要な演目

をそれぞれ習得することができ	

た [13]。

上記資料では、張命首が誰からどの演

目を学んだかは解らないが、おそらくこ

の呉典から『白鶯歌』を教わったのだろ

う。なお別の資料では張命首の師匠は

「呉大頭」となっているが、おそらくこ

れは呉典の渾名か芸名であろう [14]。



[13]	 一般皮影戲演師擅長文戲四大

本之一，便足以獨當一面，張

命首在皮影戲技藝不輕易外傳

他人的時代，能夠分別向張奢、

吳天來、吳典、李看四位皮影

戲演師習得四本經典戲。

[14]	 邱一峰，『台湾皮影戯』，201
頁。

[15]	「復興閣」原名「新興皮戲團」，

由張命首（1903 〜 1980）創立

於彌陀鄉。張命首早年隨吳天

來、李看、吳大頭、張著等學

習皮影戲，並學習演奏各種樂

器。

8	 中国都市芸能研究　第十五輯

「復興閣」はもとの名前を「新興皮戯団」と言い、張命

首（1903 ～ 1980）によって弥陀郷で創始された。張命首

は若いときに呉天来・李看・呉大頭・張著について影絵

人形劇を学び、また様々な楽器の演奏も習得した [15]。

呉典抄本の巻首および末葉に現れる「仁寿上里」は日本統治

時代の行政区画で、現在の高雄市岡山区西南部・永安区西部・

弥陀区・梓官区にあたり、また「塩埕庄」はうち弥陀区に含ま

れる。弥陀区は戦後の一時期「弥陀郷」と称され、上の記述に

あるように復興閣皮影劇団の所在地であるほか、永興楽皮影劇

団もここに置かれているなど、現在でも台湾の影絵人形劇の劇

団や芸人が集中する地域となっている。当時にあって、呉典も

恐らくその中の 1 人だったのだろう。

さて、いま呉典抄本に基づいて『白鶯歌』の内容を整理する

と、おおむね以下の通りとなる。なお（）内は抄本中に現れる

齣題で、番号は筆者が付したものである。

周の景王の治世。朝廷では潘葛が丞相を務めていた

（1. 潘葛登擡）。そこに西蕃から白鸚歌・温良鐘・醒酒氈の

三宝が献上されて来る（2. 西番義貢）。景王は西蕃を冊封

し、また蘇妃と梅妃の二人の妃のうち、蘇妃が懐妊した

ことを知り、皇后に立てる（3. 朝賀阮宝、4. 帯旨封宮）。蘇

妃を妬んだ梅妃は、長兄の梅平・次兄の梅輪と謀って温

良鐘を壊し、また白鸚歌を殺して蘇妃に罪をなすりつけ

ようとする（5. 兄妹相議、6. 阮宝起禍）。蘇妃と梅妃はいず

れも自らの無実を訴えるが、結局蘇妃に死罪が言い渡さ

れる（7. 二妃扭奏、8. 斬是放非、9. 鬧朝冒奏、10. 梅輪辱相）。潘

葛は朝廷の将軍である全忠と相談し、蘇妃を助けるため、

自分の妻に蘇妃の身代わりとなるよう頼む。潘葛の妻は

夫の言い付け通り死に、偽の蘇妃の葬儀が行われる（11.



[16]	 陳憶蘇，『復興閣皮影戯劇本
研究』，40 頁。

[17]	 蘇子裕，『弋陽腔発展史』，国
家 出 版 社，2015 年，134 頁
-157 頁。
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回家議代、12. 潘全謀計、13. 潘府代換、14. 上挍擡、15. 奠祭読文）。

しかし占卜によって蘇妃がまだ生きていることを知った

梅妃は、梅輪に潘葛の屋敷へ押し入らせるが、潘葛は密

かに蘇妃を湘州に逃がし、さらに梅輪らの乱暴のせいで

妻が死んだと言って朝廷に訴え出る（16. 梅妃卜卦、17. 聞

報設計、18. 掃尋被打、19. 潘梅扭奏）。十三年後、潘葛は自ら

の誕生日を祝う宴で死んだ妻のことを想い出す。そこに

湘州の蘇妃から手紙が来て、逃げる途中白馬廟で太子

を出産したこと、その後いったん離ればなれとなった

が再会したことなどが記されていた（20. 慶賀寿旦、21. 潘

葛思妻）。朝廷に上がった潘葛は景王と象棋を打ちながら、

すべては梅妃の計略であったこと、蘇妃と太子が生きて

いることを告げる（22. 囲棋進子）。梅妃一派は死罪となり、

蘇妃と太子が朝廷に迎え入れられる（23. 接旨回朝、24. 見

駕除奸、25. 登基団円、26. 新帝登基）。

この『白鶯歌』は無名氏の明伝奇『鸚鵡記』に基づくことが、

すでに陳憶蘇によって指摘されている [16]。『鸚鵡記』の完全な

版本は、現在のところ『古本戯曲叢刊初集』に影印が収録され

ている、万暦年間の金陵富春堂刊本が伝存するのみである。富

春堂で刊行された戯曲は弋陽腔の系統のテキストであり、この

『鸚鵡記』もそのうちの一つである。弋陽腔とは明代南戯四大

声腔の一つで、江西省弋陽県を発祥地とし、打楽器中心で弦楽

器を用いないこと、1 人が歌った後ほかの人々が唱和する「幇

腔」を行うこと、また「滾白」や「滾唱」といった方法を持つ

こと、大衆的・通俗的な演目が多く知識人には敬遠されたこと

などを特徴とする [17]。さて、この富春堂本は二巻三十二齣か

ら成り、全名を『新刻出像音注蘇英皇后鸚鵡記』という。内容

はおおむね以下の通りとなる。なお、富春堂本には齣題が無い

が、（）内は挿絵に添えられた語句をもとに筆者が仮に付した

『鸚鵡記』富春堂刊本



[18]	 同様の仮齣題の付与は白海英
も行っているが、筆者のもの
とは必ずしも一致しない。白
海英「戯文的近代伝承和民間
経典的敘事策略―以『鸚鵡
記』為例」，『民族芸術研究』，
2012-6-28，47 頁 -53 頁。

10	 中国都市芸能研究　第十五輯

ものである [18]。

周の景王の治世。朝廷では潘葛が丞相を務め、また景王

には蘇妃と梅妃の二人の妃がいた（1. 家門大意、2. 潘家遊

園、3. 二妃飲宴）。そこに西羌から白鸚鵡・温良盞・醒酒

氈の三宝が献上されて来る（4. 西蕃進宝）。また蘇妃の甥

の蘇敬は湘州に刺史として赴任する（5. 任赴湘城）。景王

は西羌を冊封し、また蘇妃が懐妊したことを知って皇后

に立てる（6. 設朝受貢、7. 元宵冊封）。蘇妃を妬んだ梅妃は、

長兄の梅伻・次兄の梅倫と謀って温良盞を壊し、また

白鸚鵡を殺して蘇妃に罪をなすりつけようとする（8. 幸

梅妃宮、9. 請二国舅、10. 梅倫定計、11. 梅妃壊宝）。蘇妃と梅妃

はいずれも自らの無実を訴えるが、結局蘇妃に死罪が言

い渡される（12. 金堦結奏）。潘葛は蘇妃を助けるため、自

分の妻に蘇妃の身代わりとなるよう頼む。潘葛の妻は夫

の言い付け通り死ぬ（13. 夫人代死）。しかし占卜によって

蘇妃がまだ生きていることを知った梅妃は、梅倫に潘葛

の屋敷へ押し入らせるが、潘葛は今度は死んだ婢女の雪

姐を妻だと偽り、梅妃たちのせいで妻が死んだと言って

朝廷に訴え出る（14. 梅妃問卜、15. 驚死夫人）。潘葛は妻の

葬儀に借りて密かに蘇妃を湘州の蘇敬のもとに逃がす。

蘇妃は追っ手に阻まれるが、天神に助けられて難を逃れ、

白馬廟で太子を出産する。しかし追っ手に囲まれたため、

仕方なく蘇妃は太子を置いて逃げる。そこを通りかかっ

た樵夫の祝四郎が太子を拾う。蘇妃は無事、湘州の蘇敬

のもとにたどり着く（16. 記議出葬、17. 途遇天神、18. 蘇妃奔

相、19. 梅伻帰隠、20. 白馬廟生太子、21. 湘城会侄）。その頃朝

廷では梅妃が景王の寵愛を失いつつあった（22. 宮人勧酒）。

太子は祝四郎から枢密の張清に預けられ、張竜と名付け

られる。十三年後、太子は蘇敬の子の蘇虎とたまたま同



[19]	 中国戯曲研究院編，『中国古
典戯曲論著集成』第六冊，中
国戯劇出版社，1959 年，82 頁。

[20]	 其詞亦明順。但立格已墮落惡

境，即實甫再生，亦無如之何

矣。

[21]	 例えば『春秋左氏伝』の昭公
十五年や昭公二十二年などに
周景王の記事があるが、『鸚
鵡記』の物語に関わるような
内容は記されていない。

[22]	 義熙十三年…六月癸亥，林邑

獻馴象、白鸚鵡。

	  	 11

窓となり、これをきっかけに母親の蘇妃と再会する（23.

祝翁送子、24. 太子攻書、25. 蘇妃逢侄、26. 後院遊耍、27. 張清留

子、28. 太子見母）。天監官が星象から蘇妃の事を知る（29.

看天相）。潘葛が景王に、すべては梅妃の計略であったこ

と、蘇妃と太子が生きていることを告げる（30. 詔迎蘇后）。

潘葛が景王と象棋を打ちながら、すべては梅妃の計略で

あったこと、蘇妃と太子が生きていることを告げる（新

増潘葛下棋）。梅妃一派は死罪となり、蘇妃と太子が朝廷

に迎え入れられる（31. 蘇后赴京、32. 太子登基）。

明末の崇禎年間の成立とされる祁彪佳の『遠山堂曲品』では、

「具品」に分類されている演目に『鸚哥』があり、この明伝奇

『鸚鵡記』を指しているものと思われる [19]。

（ここで述べられている）蘇妃の物語は、経典などに見あた

らず根拠が無い話である。歌詞は解りやすく整ってい

るが、構成がひどく悪くなってしまっている。たとえ

（『西廂記』で知られる）王実甫が（本作を）書き直したとし

ても、どうにもならないだろう [20]。

周の景王（前 544 年～前 520 年）は実在の人物であるが、祁彪

佳が「根拠が無い」と言うとおり、『春秋』などには外国から

「三宝」が献上されたという記事は無いし、また蘇妃・梅妃・

潘葛などの人名も見あたらない [21]。ただ正史を見ると、歴代

の王朝で外国から「白鸚鵡」が献上された例は多数存在する。

義熙十三（417）年…六月癸亥の日、林邑（チャンパ）が

馴象と白鸚鵡を献上した [22]。（『晋書』巻十「帝紀・安帝」）

天竺迦毗黎国（カピラ？）は元嘉五（428）年、国王の月



[23]	 天竺迦毗黎國，元嘉五年，國

王月愛遣使奉表，獻金剛指環、

摩勒金環諸寶物，赤白鸚鵡各

一頭。

[24]	 孝武帝大明三年正月丙申，媻

皇國獻赤白鸚鵡各一。

[25]	 婆利國，在廣州東南海中洲上。

…普通三年，其王頻伽復遣使

珠貝智貢白鸚鵡、青蟲、兜鍪、

瑠璃器、古貝、螺杯、雜香、

藥等數十種。

[26]	 杜正玄字慎徽，其先本京兆人

…會林邑獻白鸚鵡，素促召正

玄，使者相望。及至，即令作

賦。

[27]	 林邑國…五年，又獻五色鸚鵡。

太宗異之，詔太子右庶子李百

藥為之賦。又獻白鸚鵡，精識

辯慧，善於應答。太宗憫之，

並付其使，令放還於林藪。自

此朝貢不絕。
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愛が使いを派遣し、金剛指環・摩勒金環などの宝物と、

赤と白の鸚鵡各一羽を献上した [23]。（『南史』巻七十八「列

伝・天竺迦毗黎国」）

孝武帝の大明三（459）年正月丙申の日、媻皇国（注・現

在のベトナム南部にあった）が赤と白の鸚鵡をそれぞれ一羽

ずつ献上した [24]。（『宋書』巻二十九「符瑞下」）

婆利（ブルネイ）国は広州の東南の海中の島にある。…

普通三（522）年、王の頻伽が再び使いの珠貝智を派遣し、

白鸚鵡・青虫・兜鍪・瑠璃器・古貝・螺杯・雑香・薬な

ど数十種を献上した [25]。（『梁書』巻五十四「列伝・婆利国」）

杜正玄、字は慎徽、先祖は京兆の人である。…林邑

（チャンパ）が白鸚鵡を献上したので、（お上は）急いで杜

正玄を呼び出し、使者を待たせておいた。杜正玄が到着

すると、すぐさま賦を書かせた [26]。（『隋書』巻七十六「列

伝・杜正玄」）

林邑国（チャンパ）が…貞観五（631）年に今度は五色の

鸚鵡を献上した。唐の太宗はこの珍しい生き物のため、

太子右庶子の李百薬に命じて賦を作らせた。（チャンパ

は）さらに白鸚鵡も献上してきた。聡明でよく物事を知

り、受け答えもはっきりできた。太宗はこれを憐れんで、

使いの者に命じて林の中に放たせた。これ以後、朝貢は

絶えることが無かった [27]。（『旧唐書』巻百九十七「列伝・

林邑」）

闍婆（ジャワ）国…淳化三（992）年十二月…国王が象牙・

真珠・綉花銷金・綉糸絞・雑色糸絞・吉貝織雑色絞布・



[28]	 闍婆國…淳化三年十二月…國

王貢象牙、真珠、綉花銷金及

綉絲絞、雜色絲絞、吉貝織雜

色絞布、檀香、玳瑁檳榔盤、

犀裝劍、金銀裝劍、藤織花簟、

白鸚鵡、七寶飾檀香亭子。

[29]	 泰定四年十二月…乙卯，爪哇

遣使獻金文豹、白猴、白鸚鵡

各一。

[30]	『武林掌故叢編』第六集（清光

緒四年銭塘丁氏嘉惠堂刊本）所収，
元・楊維楨『西湖竹枝集』第
三十二葉。

[31]	 聞到南閩新入貢，雕籠進上白

鸚哥。

[32]	 王頲，「飛鳥能言——隋以前
中国関於鸚鵡的描述」，『内陸
亜洲史地求索』，蘭州大学出
版社，2011 年，1 頁 -15 頁。
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檀香・玳瑁檳榔盤・犀装剣・金銀装剣・藤織花簟・白鸚

鵡・七宝飾檀香亭子を献上した [28]。（『宋史』巻四百八十九

「列伝・闍婆国」）

泰定四（1327）年十二月…乙卯の日、爪哇（ジャワ）から

の使いが金文豹・白猴・白鸚鵡を献上した [29]。（『元史』

卷三十「本紀・泰定帝也孫鉄木児」）

なお、台湾皮影戯『白鶯歌』に登場したのは「白鸚鵡」では

なく「白鶯歌」で、また『遠山堂曲品』でも題目が『鸚哥』と

なっているが、これらはいずれも「インコ」を表す言葉である。

「オウム」と「インコ」は、現在では異なる科に属する鳥と認

識されているが、これは近代における生物分類に過ぎず、かつ

て両者は通用していた。例えば元・聶鏞の「宮中曲」では、上

の『元史』の例が以下のように「白鸚哥」として詠われてい	

る [30]。

南閩より新たな入貢ありと聞き到る、雕籠にて白鸚哥を

進上せりと [31]。

オウムにせよインコにせよ、中国にも広西などに分布しては

いるが、上記の資料のように外国、特にベトナムやボルネオ島

から中国の朝廷に定期的に献上されたのは、人語を解する吉鳥

と目された上に、東南アジアのそれが見た目に美しく、またサ

イズも大きかったためだと思われる [32]。

なお、『鸚鵡記』では西羌（西蕃）から白鸚鵡が献上されてい

る。中国の西側にも鸚鵡はいないわけではなく、例えば現在の

青海一帯を支配した吐谷渾には多くの鸚鵡が生息していること

が知られていた。



[33]	 吐谷渾…土出犛牛、馬，多鸚
鵡，饒銅、鐵、朱沙。

[34]	『古本小説集成』（上海古籍出版

社，1994 年）影印明万暦年間

金閶舒載陽本。

[35]	 比干答曰：「公子納貢，乃是

何寶。」伯邑考曰：「自始祖亶

父所遺，七香車 ､醒酒氊、白

面猿猴，美女十名，代父贖

罪。」比干曰：「七香車有何貴

乎。」邑考答曰：「七香車，乃

軒轅皇帝破蚩尤于北海，遺下

此車，若人坐上面，不用推引，

欲東則東，欲西則西，乃世傳

之寶也。醒酒氊，倘人醉酩酊，

臥此氊上，不消時刻即醒。白

面猿猴，雖是畜類，善知三千

小曲、八百大曲，能嘔筵前之

歌，善為掌上之舞，真如嚦嚦

鶯篁，翩翩弱柳。」
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吐谷渾には…犛牛や馬が生息し、また鸚鵡が多く、銅・

鉄・朱沙も豊富である [33]。（『魏書』巻一百一「列伝・吐谷

渾」）

ただ、例えば『鸚鵡記』でこの吐谷渾が想定されていたとい

うわけではなく、単に西蕃＝外国ということで、東南アジアか

ら中国への白鸚鵡の献上の例が使われただけだろう。また醒酒

氈については、明代の小説『封神演義』第十九回「伯邑考進貢

贖罪」に以下のような記述がある [34]。

比干は言った。「公子が献上されるのはどのような宝で

しょうか。」伯邑考は言った。「わが始祖の古公亶父が遺

された七香車・醒酒氈・白面猿猴、それに美女十名を献

上し、父の罪の赦しを乞いたいと考えている。」比干は

言った。「七香車とはどのような宝でしょうか。」伯邑考

は言った。「七香車は、むかし軒轅黄帝が蚩尤を北海で

討伐された時に遺した車だ。この車に人が乗ると、牽引

する必要がなく、東に行こうとすれば東に行き、西に行

こうとすれば西に行く、まさに天下の至宝。また醒酒氈

は、もし酒で酔っぱらっても、この上に横になればすぐ

に酔いが覚めるというもの。さらに白面猿猴は、畜生で

あるにも関わらず、三千の短い曲と、八百の長い曲をそ

らんじていて、宴席で歌い、人の掌の上で舞うことがで

きる。まるで鶯のように美しく歌い、柳のようにたおや

かに踊る。」[35]

注意されるのは、『封神演義』で「醒酒氈」とともに献上さ

れているが「白面猿猴」だということである。上に見た『元

史』で、ジャワから白鸚鵡とともに「白猴」が献上されている

こととの関連が想定されるだけでなく、白面猿猴が「まるで鶯



[36]	『民間宝巻』第二十冊，黄山
書社，2005 年，268 頁 -299 頁。
なお『雌雄盞宝巻』の版本に
ついては以下を参照。澤田
瑞穂『増補宝巻の研究』，国
書 刊 行 会，1975 年，199 頁
および車錫倫『中国宝巻総
目』，北京燕山出版社，2000
年，24 頁、216 頁。なお京劇
に『日月雌雄杯』という演目
があるが、宝巻の版本に同題
のものがあり、また内容も宝
巻とよく似ているため、京劇
はこちらに由来すると考え
るのが妥当であろう。『京劇
劇目辞典』，中国戯劇出版社，
1989 年，50 頁。
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のように美しく歌」うという描写からは、これが『鸚鵡記』の

白鸚鵡に近い役割を担っていることも推測される。ただ、『鸚

鵡記』と『封神演義』の間に直接の継承関係があるかどうかは、

上記資料からだけでは解らない。

なお、『鸚鵡記』とよく似た物語を持つテキストに『雌雄盞

宝巻』がある [36]。外国から献上された宝物をめぐって蘇妃が

梅妃に陥れられ、それを丞相の潘葛が救うというストーリーは

同じだが、登場する帝は周の景王ではなく漢の文帝で、また宝

物も酒を注ぐと音楽が鳴る「雌雄盞」になっている。版本は民

国期の抄本や石印本しか現存していないが、歌い物芸能の一種

である宝巻は、他の芸能に比べて比較的古い内容を留めること

が多く、このテキストも『鸚鵡記』成立以前の要素を残してい

るものと考えられる。

以上を総合すると、あくまで仮説ではあるが、歴代の王朝で

行われた東南アジアからの白鸚鵡の献上、特に元・泰定年間の

事例などを参考に、白鸚鵡・醒酒氈のモチーフが形成され、こ

れが『雌雄盞宝巻』の蘇妃の物語に流入して『鸚鵡記』が成立

し、また同じモチーフが『封神演義』でも採用されている、と

いうことになろう。

3.  明伝奇『鸚鵡記』

さて、明伝奇『鸚鵡記』には、「30. 詔迎蘇后」と「31. 蘇后

赴京」の間に「新増潘葛下棋」の場面が挟み込まれている。前

章で述べた概要から当該個所を抜き出すと以下のようになる。

「30. 詔迎蘇后」：潘葛が景王に、すべては梅妃の計略で

あったこと、蘇妃と太子が生きていることを告げる。

「新増潘葛下棋」：潘葛が景王と象棋を打ちながら、すべ

ては梅妃の計略であったこと、蘇妃と太子が生きている



16	 中国都市芸能研究　第十五輯

ことを告げる。

「31. 蘇后赴京、32. 太子登基」：梅妃一派は死罪となり、

蘇妃と太子が朝廷に迎え入れられる。

これを見ると、第 30 齣と「新増潘葛下棋」は内容的に一部

重複しているが、恐らく前者をもとに新しく作られたのが後

者で、富春堂本は新旧両方のテキストを収録しているのである。

富春堂本以前の版本には「新増潘葛下棋」は無かったはずで、

実際古い内容を留めると覚しき『雌雄盞宝巻』にはこれに相当

する内容が無い。一方、台湾皮影戯『白鶯歌』には以下のよう

に「新増潘葛下棋」に相当する部分が存在する。

「22. 圍棋進子」：朝廷に上がった潘葛は景王と象棋を打

ちながら、すべては梅妃の計略であったこと、蘇妃と太

子が生きていることを告げる。

明伝奇『鸚鵡記』と台湾皮影戯『白鶯歌』はテキスト面でも

共通点が多く、明らかに後者は前者の「子孫」であることが解

る。例えば『鸚鵡記』の「新増潘葛下棋」は以下のようになっ

ている。

【駐馬聽】（周）散悶陶情，暫在閑中（疊）棋一評。只見陣

頭擺列，兵卒紛紛，車馬縱橫。常言道舉手不容情。又若

差一著難扶。著手分明，着眼分明，神機妙算方全勝。

【前腔】（生）再決輸嬴，好似楚漢爭鋒無二形。須信道棋逢

敵手，用盡機關，各逞奇謀。當頭一砲破重營。入更兼車

馬臨邊境。一個將軍，再個將軍。君王棋勢將危困。

台湾皮影戯『白鶯歌』「22. 圍棋進子」は以下のようになって



[37]	 ただし、明代の弋陽腔と台湾
皮影戯で曲牌表記が同一ない
し近似的だからと言って、同
じ曲となるわけではなく、基
本的に両者は別種と考えるべ
きである。したがって、『白
鶯歌』抄本の「住馬差」を
「駐馬聴」と書き改めること
は躊躇される。なお李婉淳は
この曲牌に「駐馬酲」の表記
を採用している。李婉淳『高
雄市皮影戯唱腔音楽』，64 頁。

[38]	 陳憶蘇，『復興閣皮影戯劇本
研究』，40 頁。
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いる。

（帝唱【住馬差】）散悶陶情，暫在閑中棋一盤。又只見陣圖

擺列，兵卒紛紛，車馬縱橫。卿家常言道舉手不容情。差

一著難扶。自意分明，神機妙算方得勝。（白）將君。（相白）

起士。（帝白）卿家，年老了，棋亦不齊事了。（相白）臣告恭。（帝白）準

臣告恭。（相退科白）萬歲，說我年老，棋亦不齊事了，怎知臣有讓君之著

麼。

（科唱）俺這裡料叟精神向前去，與我主再結輸贏。（科白）

啟萬歲，容臣再下一盤。（帝白）準卿再下一盤。（大科相唱）再結輸贏。

（白）啟萬歲，這棋盤中可比兩朝古人。（唱）好比做兩國爭鋒無二形。

須古道棋逢敵手，著用心各展，奇能微臣有。（科白）啟萬歲，

臣有一著不敢獻上。（帝白）有何妙著，則管下來。（相唱）臣有一包

破中營。更有車馬臨邊境。臣車下來一個將軍。（帝白）排相。

（相唱）再下來一個將軍。（帝白）再起士。（相白）親君到。（唱）這

盤棋勢還是微臣勝，我主棋勢遭圍困。

両者を比較すると、科白は多少異なるが曲詞はほぼ共通して

いる。また、台湾皮影戯が「新増潘葛下棋」の内容を有してい

るということは、『鸚鵡記』の「30. 詔迎蘇后」が「新増潘葛下

棋」に置き換わった後のテキストを、台湾皮影戯が受け継いで

いることを意味している。なお、『鸚鵡記』の【駐馬聴】が台

湾皮影戯では【住馬差】となっているが、これは駐・住は同音、

また台湾語で聽は thiaⁿ、差は chha と近似音になるため、書写

の際に生じた相違である [37]。

ただ、明伝奇『鸚鵡記』と台湾皮影戯『白鶯歌』が完全に対

応するわけではない。両者を比較すると次ページのようになる。

なお、「上四本」と明伝奇の比較検討を行った陳憶蘇は以下

のように述べている [38]。
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明伝奇『鸚鵡記』 台湾皮影戯『白鶯歌』
1. 家門大意 ×

2. 潘家遊園 1. 潘葛登擡

3. 二妃飲宴 ×

4. 西蕃進宝 2. 西番義貢

5. 任赴湘城 ×

6. 設朝受貢 3. 朝賀阮宝

7. 元宵冊封 4. 帯旨封宮

8. 幸梅妃宮 5. 兄妹相議

9. 請二国舅

10. 梅倫定計

11. 梅妃壊宝 6. 阮宝起禍

12. 金堦結奏 7. 二妃扭奏

8. 斬是放非

9. 鬧朝冒奏

10. 梅輪辱相

13. 夫人代死 11. 回家議代

12. 潘全謀計

13. 潘府代換

14. 上挍擡

15. 奠祭読文

14. 梅妃問卜 16. 梅妃卜卦

15. 驚死夫人 17. 聞報設計

16. 記議出葬 18. 掃尋被打

19. 潘梅扭奏

17. 途遇天神 ×

18. 蘇妃奔相

19. 梅伻帰隠

20. 白馬廟生太子

21. 湘城会侄

22. 宮人勧酒

23. 祝翁送子

24. 太子攻書

25. 蘇妃逢侄

26. 後院遊耍

27. 張清留子

28. 太子見母

29. 看天相 ×

× 20. 慶賀寿旦

21. 潘葛思妻

30. 詔迎蘇后 ×

新増潘葛下棋 22. 囲棋進子



[39]	 文戲劇本中的「上四本」皆與

明傳奇有關，除《蘇雲》外，

其他三本在內容及文辭上都和

傳奇很類似，但卻沒有傳奇的

冗長與藻麗。傳奇以一種文學

形式被經營，於情節、景物等

描寫比較鉅細靡遺，如 :《琵

琶記》長達四十二齣，而影戲

則集中於伯皆辭官辭婚、趙氏

剪髮、畫容、趕路、相認等幾

個主要情節以表現全部故事。

又如：《蘇英皇后鸚鵡傳》前

三折，潘葛、梅妃蘇妃登場都

費了一些筆墨，而影戲的作法

則是開門見山，並無傳奇中潘

葛與妻兒園中遊賞一段。可見

影戲較之傳奇簡化之現象。此

外在文辭上雖多相似，但作為

民間戲曲的演出，影戲的表現

是更為口語的對白與方言的運

用。
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文戯の劇本の「上四本」はいずれも明伝奇と関係がある。

『蘇雲』以外の三本は内容も文字もすべて伝奇とよく似

ているが、伝奇ほど冗長で華美ではない。伝奇は芸術性

を重視する文学形式であり、場面や描写などが非常に細

かく設計されている。例えば『琵琶記』などは四十二齣

もあるが、（台湾の）影絵人形劇（の『蔡伯喈』）は「伯辞

官辞婚」・「趙氏剪髪」・「画容」・「趕路」・「相認」など幾

つかの主立った場面だけで全体の筋を表す。また『蘇英

皇后鸚鵡伝』（明伝奇『鸚鵡記』）は最初の三齣で潘葛・梅

妃・蘇妃が登場する描写に紙幅を割いているが、影絵人

形劇のやり方はすぐに本題に入るというもので、また伝

奇にはあった潘葛と妻が庭園に遊ぶ場面も無い。ここか

ら、影絵人形劇における簡略化の現象を見てとることが

できる。また文字の上での共通点は多いが、民間の演劇

上演であるために、影絵人形劇の表現は台詞がより口語

的で、また方言も用いている [39]。

明伝奇『鸚鵡記』と台湾皮影戯『白鶯歌』を比較すると、確

かに陳憶蘇が言うように、後者は前者に比べ大幅に場面が削除

されている。陳憶蘇は「最初の三齣」のことしか触れていない

が、上の表を見ると、「17. 途遇天神」から「28. 太子見母」ま

での蘇妃が湘洲へ逃れる部分が、台湾皮影戯『白鶯歌』では

ごっそり無くなっていることが解る。ただ一方で、台湾皮影

戯『白鶯歌』の「20. 慶賀壽旦」・「21. 潘葛思妻」は、対応する

場面が明伝奇『鸚鵡記』に無く、陳憶蘇の言う「影絵人形劇

における簡略化の現象」とはいわば正反対の状況になっている。

31. 蘇后赴京 23. 接旨回朝

24. 見駕除奸

32. 太子登基 25. 登基団円

26. 新帝登基



[40]	 林鋒雄，「論台湾皮戯『蔡伯
皆』」，『漢学研究』第 19 巻第
1 期，2001 年，329 頁 -353 頁、
および温州市文化局編『南戯
国際学術研討会論文集』，中
華書局，2001 年，298 頁 -321
頁。

[41]	 蘇子裕，『弋陽腔発展史』，
245 頁、265 頁、271 頁、433
頁。

[42]	 中華書局影印本，1980 年。

[43]	 王秋桂輯，『善本戯曲叢刊』
第一輯，学生書局，1984 年，
244 頁 -248 頁。

[44]	 王秋桂輯，『善本戯曲叢刊』
第一輯，51 頁 -62 頁。

『楽府菁華』所収「潘葛思妻」
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『白鶯歌』における場面の増加は、陳憶蘇のように単純に富春

堂本と台湾皮影戯を比較するだけでは解らない。

台湾皮影戯四大本の『蔡伯喈』を分析した林鋒雄は、これが

高明の『琵琶記』の通行本よりも、明末の散齣集である『新刊

徽板合像滾調楽府宮腔摘錦奇音』や『新選南北楽府時調青崑』

に収録された『琵琶記』青陽腔散齣テキストに近いことを指摘

し、そこから台湾皮影戯『蔡伯喈』のテキストは弋陽腔から発

展した青陽腔に由来すると主張した [40]。青陽腔は安徽省青陽

県を発祥地とする劇種で、特徴としては余姚腔の要素を吸収し

ていること、弋陽腔の幇腔を改良して「分段幇腔」にしたこと、

行当も弋陽腔の 9 種に対して 10 種となっていること、弋陽腔

の滾白と滾唱を結合させた「滾調」を有することなどが挙げら

れる [41]。さて、いま林鋒雄に倣い、明末の散齣集に収録され

る『鸚鵡記』の散齣を挙げると、以下のようになる。

（一）明・胡文煥輯『群音類選』所収『鸚鵡記』「故傷宝

物」・「潘妻代死」・「潘葛下棋」。万暦間刊本。それぞれ

富春堂本の「11. 梅妃壊宝」・「13. 夫人代死」・「新増潘葛

下棋」に相当し、曲詞もほぼ共通する [42]。

（二）明・黄儒卿輯『新選南北楽府時調青崑』（『時調青崑』）

巻四下層所収『鸚𪃿』「蘇英結奏」。明末四知館刊本。富

春堂本には無い、蘇英が梅妃の悪行を帝に奏上する場面

を描く [43]。

（三）明・劉君錫輯『新鍥梨園摘錦楽府菁華』（『楽府菁華』）

巻一上層所収『鸚歌記』「潘葛思妻」。万暦二十八年王氏

三槐堂刊本。やはり富春堂本には無い、潘葛が死んだ妻

を想う場面を描く [44]。



[45]	 王秋桂輯，『善本戯曲叢刊』
第一輯，286 頁 -294 頁。

[46]	 王秋桂輯，『善本戯曲叢刊』
第四輯，学生書局，1987 年，
51 頁 -58 頁。

[47]	 李福清、李平編，『海外孤本
晩明戯劇選集三種』，上海古
籍 出 版 社 ,	1993 年，102 頁
-110 頁。

[48]	 王秋桂輯，『善本戯曲叢刊』
第一輯，131 頁 -141 頁。
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（四）明・劉君錫輯『新鍥梨園摘錦楽府菁華』（『楽府菁華』）

巻六下層所収『鸚歌記』「潘葛筵中思妻」。万暦二十八年

王氏三槐堂刊本。曲詞は（三）とほぼ同じ [45]。

（五）明・無名氏輯『新鐫南北時尚青崑合選楽府歌舞台』

（『楽府歌舞台』）風集所収「潘葛思妻」。鄭氏刊本。曲詞は

（三）とほぼ同じ [46]。

（六）明・阮祥宇編『梨園会選古今伝奇滾調新詞楽府万象

新』（『楽府万象新』）巻二所収『鸚哥記』「有為慶寿」。明

万暦間劉齢甫刊本。曲詞は（三）とほぼ同じ [47]。

（七）明・殷啓聖輯『新鋟天下時尚南北新調』（『堯天楽』）巻

二下層所収『鸚𪃿』「寿日思妻」。民国石印本。曲詞は

（三）とほぼ同じ [48]。

前章で、富春堂本は『鸚鵡記』の第 30 齣の内容が「潘葛下

棋」へと移行する過渡期のテキストである旨述べたが、上記の

散齣集に収録されている『鸚鵡記』散齣をみると、変化は富春

堂本の段階で終わったわけではなく、その後もさらに（二）に

収録されている「蘇英結奏」や、（三）から（七）に収録されて

いる「潘葛思妻」といった、新たな齣が作られていったことが

解る。なお（二）から（七）までは、いずれも青陽腔のテキス

トとされる散齣集であり、ここに見られる「潘葛思妻」の内容

が、台湾皮影戯『白鶯歌』の「20. 慶賀壽旦」および「21. 潘葛

思妻」に対応していることを考えると、『白鶯歌』についても

林鋒雄の言う「青陽腔説」が説得力を持つことになる。

それでは、散齣集所収の「潘葛思妻」と台湾皮影戯『白鶯

歌』のテキストを比較するとどうであろうか。まず、（三）か

ら（七）のうち、磨滅が少なく文字がはっきりしている（五）
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の『楽府歌舞台』を例に示すと以下のようになる。

【四朝元】（丑）華誕筵會，風柔簾幕時。曾記得蟠桃之日，

父母之年一喜，又添一懼。爹爹，孩兒不願你別的。願你千秋

百歲，又福如東海川流不息，壽比南山高聳北極，與松柏

常青翠。嗏且請展愁眉，消遣情懷。一團和氣，往事總休

提，今日須沉醉。（合）只落得千思萬憶不由人，悲悲切切

空彈珠淚。又

【前腔】（生）今朝壽日，原何不見妻。曾記得年年此日，

與夫人美盞傳盃，相勸恩情美。夫人今日不見你，真好淒慘也。

今日在那里。又又記得早起入朝時，問寒加衣問飢進食，

百般周備。夫人，自你棄世之後我飢餒誰秋問，冷煖只自知。

使我聽之無聲，視之無形，只落得冷清清長嘆息。嗏那日

急急走回歸，我悶坐在庭幃。夫人呵。是你再三再四問因

伊，我道是娘娘受屈。妻。你便肯將身替。我終日思想那一夜

不見你呵。夢魂中常見你，醒時間常想你。

台湾皮影戯『白鶯歌』でこれに対応するのは「21. 潘葛思妻」

の以下の部分である。

（相唱）待漏隋朝，整朝剛國事免似。可恨豺狼當道路，記

記早年妻相代死。（鳥相叫白）呀，乍夜燈火結蕊，今朝喜鵲

喳喳，老夫若有喜事，爾可連叫三聲。（鳥叫科）（相白）呀，

這鳥識人言。（科唱）昨夜燈火結花，今朝喜鵲聲噪，可比做

是乜了，堪似夫人早來來到。（鳥科白）呀，這鳥在我面前聲聲啼

叫，莫非李氏夫人代死不願，今日老夫壽旦，前來討酒食。（科）唔鳥，若

是李氏夫人，你可飛下。（飛下科白）呀。（緊白唱）此鳥奇異，你等

莫非李氏妻，為何飛下來。使我心驚疑。持起淚如絲前日

相代。是你原死。今日為何來到只。若要供你再諧老，除

非南柯重相見。（鳥飛起叫）（生出扶白）爺爺萬福，為何將擒此獸，



[49]	 弋陽腔系諸腔の分類について
は諸説あるが、ここでは前出
の蘇子裕『弋陽腔発展史』の
枠組に従った。なお弋陽腔系
諸腔は崑曲と比べた場合に音
調が高くなるため、清代以降
は一般に「高腔」と呼ばれる
ようになり、現在の各地の地
方戯でもこの名称を採用する
ものが多い。
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子兒備酒以便，請爹爹入內亨飲。（相白）我子，入內仝飲。（入科，鳥仝

出生唱）酒滿霞場，祝讚爹爹壽萬年，惟願身康健，永保

無危災，福祿齊田，巖親壽旦，子備壽筵，福壽綿綿，惟

願爹爹壽萬千。（白科）爹爹且酒。（相白）夫人且酒。（生白）爹爹，

我娘親亡過以久，那會與爹爹仝飲。（相唱）夫婦之情，擡頭不見夫

人面，舉盃然何不得見，使我傷心珠淚滴。夫人妻爾今在

那裡。唔友位我得兒自從娘親亡過，爾爹思之無形，食乜

不知其味。

「潘葛の誕生日の宴に息子がやって来て祝いの言葉を述べる

が、潘葛は蘇妃の身代わりとなって死んだ妻のことを思い出

す」という全体の流れは共通し、『蔡伯喈』同様、『白鶯歌』も

確かに青陽腔散齣集所収の散齣を受け継いでいることは解る。

しかし『白鶯歌』で描かれる、潘葛のもとに妻の魂が乗り移っ

た鳥がやってくる場面は散齣集には無く、また曲詞については、

下線を引いた「視之無形」（『楽府歌舞台』）と「思之無形」（『白鶯

歌』）の部分にかろうじて共通点が認められる程度で、ほとん

ど重なってはいない。

4.  弋陽腔系地方戯

弋陽腔からは前述の青陽腔以外にも、楽平腔・徽州腔・四平

腔・義烏腔・京腔などが派生し、また地方戯勃興後は梆子腔・

皮黄腔・崑腔とともに地方戯四大声腔の一つとなって、江西

高腔（饒河高腔・都昌湖口高腔・東河高腔・旴河高腔・吉安高腔・撫河

高腔・瑞河高腔）、湖南高腔（長沙高腔・衡陽高腔・祁陽高腔・常徳高

腔・辰河高腔）、青戯（湖北清戯・四川高腔・山西清戯・河南清戯）、安

徽高腔（南陵目連戯・岳西高腔・夫子戯）、浙江高腔（新昌高腔・金

華婺劇高腔［西安・西呉・侯陽］・松陽高腔）、福建高腔（四平戯・大腔

戯）、広東高腔（広腔・正字戯・潮調）など様々に分化した [49]。こ

れだけ多様な種類が生まれたのは、弋陽腔はある地域に伝播す



[50]	 蘇子裕，『弋陽腔発展史』，
144 頁 -146 頁。

[51]	 白海英，「戯文的近代伝承和
民間経典的敘事策略―以『鸚
鵡記』為例」，47 頁 -53 頁。
個別の演目についてはそれぞ
れの注を参照。

[52]	 流沙，「従南戯到弋陽腔」，
『明代南戯声腔源流考弁』，
財団法人施合鄭民俗文化基金
会，1999，4 頁 -5 頁。

[53]	 流沙、北萱、聿人，「従江西
都昌、湖口高腔看明代的青陽
腔」，『戯曲研究』1957 年第 4
期，14 頁。

[54]	 范正明編注，『湘劇高腔十
大記』，岳麓書社，2005 年，
653 頁。

[55]	 譚君実，「衡陽湘劇」，『中国
戯曲劇种大辞典』，上海辞書
出版社，1995 年，1219 頁。

[56]	 李懐蓀主編，『辰河戯志』，湖
南省戯曲研究所，1989 年，
26 頁 -27 頁。

[57]	 呉鋒，「湖北青戯介紹」，『弋
陽腔資料彙編第三集』，江
西省贛劇院研究室，1960	年，
85 頁 -86 頁。

[58]	 徐宏図，『南戯遺存考論』，光
明日報出版社，2009 年，310
頁 -312 頁。

[59]	 班友書、王兆乾、鄭立松，
「岳西高腔」，『中国戯曲劇种
大辞典』，599 頁。

[60]	 蘇子裕，『弋陽腔発展史』，
561 頁。

[61]	 蘇子裕，『弋陽腔発展史』，
563 頁。
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ると現地の方言音を採用して、地方変種を形成する傾向がある

ためである [50]。それは演目についても言え、弋陽腔の伝播経

路に従って各地に伝わった後、様々な異本を生じており、そ

れは『鸚鵡記』も例外ではない。上記の弋陽腔系諸腔の中で、

『鸚鵡記』に由来すると思われるテキストが確認できたものを

挙げると、以下のようになる [51]。

饒河高腔『潘葛思妻』[52]／都昌湖口高腔『白鸚哥』[53]

／長沙高腔『鸚鵡記』[54]／衡陽高腔『一品忠』[55]／辰

河高腔『一品忠』[56]／湖北清戯『鸚哥記』[57]／四川高

腔『白鸚鵡』[58]／岳西高腔『鸚鵡記』[59]／金華婺劇高

腔［西安］『白鸚哥』[60]／金華婺劇高腔［西呉］『白鸚

哥』[61]／金華婺劇高腔［侯陽］『白鸚哥』[62]／松陽高

腔『白鸚哥』[63]／四平戯『白鶯歌』[64]／正字戯『鸚歌

記』[65]

この中から例として、長沙高腔の『鸚鵡記』の「思妻」を挙

げると、以下のようになる [66]。

潘葛：（上唱【紅衲襖】）侍金門，常待漏，秉丹心把國政修。

十三年前負重擔，何曾離卻我肩頭。老夫為著蘇后的事，	

今曰憂來明日愁。憂憂愁愁，不覺白了我的項上頭。恨只

恨梅倫兄妹心狠毒，苦只苦李氏夫人把命丟。我已不願待

漏隨朝也，願解冠纓整歸舟，願解冠纓整歸舟。兒吓。燈燭

輝煌，酒漿羅列，想是為著為父壽日。

潘有為：適才宴過諸親百客，特備家宴，與父上壽。家院，展開拜氈。

（家院舖氈，潘有為拜。）

潘有為：嚴親添福添壽。

潘葛：我兒官上加官。（唱【四朝元】）今當壽日，今當壽日。夫

人請酒。



[62]	 徐宏図，『南戯遺存考論』，	
307 頁 -309 頁。

[63]	 華俊，「松陽高腔」，『芸術研
究資料』第三輯，浙江省芸術
研究所，1982 年，265 頁。

[64]	 劉湘如，「庶民戯新探」，『福
建庶民戯討論集』，福建省戯
曲研究所，1982 年，10 頁 -11
頁。

[65]	 鄭守治，『正字戯潮劇劇本唱
腔研究』，中国戯曲出版社，
2010 年，18 頁。

[66]	 范正明編注，『湘劇高腔十大
記』，653 頁 -654 頁。
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潘有為：母親早已亡故。

潘葛：（接唱）舉杯緣何不見妻。老夫壽誕年年有，不見同床

共枕妻。唉，妻呀妻。渺茫茫今在哪裡。有為兒呀。曾記兒娘

在世時，為父下朝而歸，她必問父身上寒不寒。腹中飢不

飢。飢則進食，寒則加衣，自從兒娘去後，飢餓有誰問，

冷暖只自知。只落得老淚縱橫自慘淒。

潘有為：嚴親還要寬懷。

潘葛：唉。（唱）這千思萬憶，千思萬憶。悲切切妻在哪裡。

前章で検討した台湾皮影戯『白鶯歌』の「21. 潘葛思妻」を

再び引用すると、下線部分に共通点が見られる。

（相唱）待漏隋朝，整朝剛國事免似。可恨豺狼當道路，記

記早年妻相代死。（鳥相叫白）呀，乍夜燈火結蕊，今朝喜鵲喳喳，

老夫若有喜事，爾可連叫三聲。（鳥叫科）（相白）呀，這鳥識人言。（科

唱）昨夜燈火結花，今朝喜鵲聲噪，可比做是乜了，堪似

夫人早來來到。（鳥科白）呀，這鳥在我面前聲聲啼叫，莫非李氏夫

人代死不願，今日老夫壽旦，前來討酒食。（科）唔鳥，若是李氏夫人，你

可飛下。（飛下科白）呀。（緊白唱）此鳥奇異，你等莫非李氏妻，

為何飛下來。使我心驚疑。持起淚如絲前日相代。是你原

死。今日為何來到只。若要供你再諧老，除非南柯重相見。

（鳥飛起叫）（生出扶白）爺爺萬福，為何將擒此獸，子兒備酒以便，請爹

爹入內亨飲。（相白）我子，入內仝飲。（入科，鳥仝出生唱）酒滿霞場，

祝讚爹爹壽萬年，惟願身康健，永保無危災，福祿齊田，

巖親壽旦，子備壽筵，福壽綿綿，惟願爹爹壽萬千。（白

科）爹爹且酒。（相白）夫人且酒。（生白）爹爹，我娘親亡過以久，那會

與爹爹仝飲。（相唱）夫婦之情，擡頭不見夫人面，舉盃然何

不得見，使我傷心珠淚滴。夫人妻爾今在那裡。唔友位我

得兒自從娘親亡過，爾爹思之無形，食乜不知其味。



[67]	 鄭守治所蔵油印本，全 24 頁。
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長沙高腔『鸚鵡記』は、明代の散齣集よりは台湾皮影戯『白

鶯歌』との近似性が増している。また富春堂本『鸚鵡記』に

あった蘇妃が湘洲へ逃れる部分も、台湾皮影戯同様に削除され

ており、陳憶蘇の言う明伝奇と比べた場合での「簡略化」現象

は、台湾皮影戯特有の問題では無く、弋陽腔系地方戯に共通す

る性質であることが推測される。

ただ長沙高腔『鸚鵡記』には、潘葛のもとに妻の魂が乗り

移った鳥がやってくる場面はやはり見られない。ところがこの

点で、台湾皮影戯『白鶯歌』に非常に近いテキストが存在する。

それは、以下に引用する正字戯の『鸚歌記』である [67]。

潘葛：（唱）侍金門，待漏誰朝，振朝剛國。（白）昨晚燈花結

蕊，今朝喜鵲門前噪。（鳥鳴聲）我兒有鳥叫，待為父看來，鳥呀鳥，你在

我門前高叫，若有喜事連叫三聲。（鳥鳴三聲）好也。（唱）昨晚燈花報，

今朝喜鵲延前噪，老夫不顧，別地而來，但願國政添心順，

早產麒麟萬萬春。（坐白）為國心憂兩鬢斑，身受紅纙一命亡，何時

得報冤仇日，萬載鐵柱永留名。老夫潘葛，自從當年夫人代替娘娘身死，

老夫十三年無理國事，未知蘇娘娘如何。我子請為父出來有何事情？

潘有慧：父親今天壽誕，請父出來，兒子來拜壽。

潘葛：年年皆有，日後不用如此。

潘有慧：訣然的，許贊擺酒來。敬酒就奉霞腸，但願爹爹年萬千，可比做

王母蟠桃獻，爹爹壽綿綿。很只很奸臣太無端，無故的害死我娘，但願爹

爹壽綿長。

潘葛 : 今日壽誕，（唱）舉杯焉何不見妻，夫人，妻，你今再那裡。

曾記得年年此日，我與夫人雙歡雙飲，自從夫人亡過，老

夫食不知其味。

このテキストは潘葛のもとに妻の魂が乗り移った鳥がやって

くる場面が描かれているだけでなく、曲詞や台詞も台湾皮影

戯『白鶯歌』と非常によく似ている。違いがあるとすれば、正



[68]	 原欠。

[69]	 鄭守治，『正字戯潮劇劇本唱
腔研究』，176 頁。

『鸚歌記』正字戯油印本

	  	 27

潘：（科）萬歲，那知為臣有讓君之意，待我抖起精神與我主下棋呵。

（唱）俺抖起精神，向前去與我主下一個輸贏。（白）萬歲，一

盤棋三十二只，車、馬、砲、將士象、兵卒來來往往、好比甚的而來。

（唱）好一似楚漢爭鋒，無二行。棋逢敵手，用盡機關，各

逞共能，臣有臣有，君王。（唱）臣有當頭一砲破中營，更

有車馬臨邊近一個將軍，我▢ [68]了新君到。（唱）君王供

勢將危困，這盤還是為臣勝。

富春堂本と比較した際には、台湾皮影戯がその流れを汲むも

のであることが解る程度であったが、正字戯のテキストは細か

い台詞に至るまで非常によく似ている。

潮調および潮劇の『琵琶記』諸本を検討した鄭守治は、林鋒

雄の言う「台湾皮影戯『蔡伯喈』青陽腔説」は、正確には「正

字戯を通して青陽腔の系統のテキストが台湾皮影戯に流入した

もの」だろう、とした [69]。上記の検討を踏まえると、この関

係は台湾『白鶯歌』についても当てはまることになる。またそ

字戯『鸚歌記』はある程度官話的であるのに対し、台

湾皮影戯『白鶯歌』は疑問詞の「乜」（mih）の使用と

いった方言的要素が認められることである（「可比做是

乜了」「食乜不知其味」など）。

また先に引用した台湾皮影戯『白鶯歌』「22. 圍棋進

子」に対応する正字戯『鸚歌記』のテキストは以下の

通りである。

帝：（唱）散悶龍心，正在棋中奕一場。常言道，

潘葛：棋中起一盤。（唱）只見陣頭擺列。兵卒紛

紛。車馬縱橫。常言道舉手不容情。若差一只難

扶整。神機妙算方全勝。

帝：起砲，過象。（科）將軍。（科）卿呀，滿到你年老，連棋

都不足老了。



[70]	『蔣士銓戯曲集』，中華書局，
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うして『琵琶記』以外の弋陽腔系の演目の存在が確認されたこ

とは、台湾皮影戯は台湾に伝播した弋陽腔系諸腔の一種と捉え

られることも意味している。

5.  おわりに

現代の地方戯には、最も重要な演目を十八種挙げて「江湖十

八本」と称するものが多い。この表現自体は、清・蔣士銓『昇

平瑞』伝奇第二齣「斎議」[70]、清・黄振『石榴記』伝奇「序

言」[71]、清・李斗『揚州画舫録』巻五 [72]など、乾隆年間の資

料から登場するが、当時の具体的な演目名は解らない。現代

の資料を見ると、崑腔系や梆子腔系の演劇でも行われているが、

特に弋陽腔系の演劇で好んで用いられ、以下のように収録され

る演目は多少の出入りはあるものの、『鸚鵡記』に由来する演

目は必ず含まれている（傍線部）[73]。ここから、分化以前の古

い段階の弋陽腔で恐らく「江湖十八本」という概念があり、そ

こには『鸚鵡記』が入っていたこと、また各地方戯に分化した

後も『鸚鵡記』に由来する演目は一定の人気を得ていたことが

解る。

饒河高腔：『蔵孤出関』・『合珍珠』・『潘葛思妻』・『全十

義』・『古城会』・『定天山』・『売金貂』・『三元坊』・『送衣

哭城』・『清風亭』・『断瓦盆』・『白蛇記』・『揺銭樹』・『下

海投文』・『瘋僧掃秦』・『拷打吉平』・『竜鳳剣』・『売水

記』

長沙高腔：『八義記』・『珍珠記』・『鸚鵡記』・『十義記』・

『古城会』・『定天山』・『金貂記』・『三元記』・『長城記』・

『清風亭』・『烏盆記』・『白蛇記』・『搖錢樹』・『青梅会』・

『風波亭』・『洛陽橋』・『竜鳳剣』・『売水記』



[74]	 田仲一成，『中国地方戯曲
研究』，汲古書院，2006 年，
742 頁。
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四川高腔：『槐蔭記』・『三孝記』・『幽閨記』・『白鸚鵡』・

『彩楼記』・『聚古城』・『葵花井』・『玉簪記』・『白羅帕』・

『中三元』・『百花亭』・『鸞釵記』・『鉄冠図』・『木荊釵』・

『全三節』・『漢貞烈』・『五貴聯芳』・『藍関走雪』

金華婺劇高腔［西安］：『槐蔭記』・『芦花記』・『合珍珠』・

『白鸚哥』・『十義記』・『古城会』・『葵花記』・『双貞節』・

『三元坊』・『白蛇記』・『鯉魚記』・『満堂福』・『九渓洞』・

『鎮平湖』・『白猴記』・『銅橋渡』・『大香山』・『酔幽州』

金華婺劇高腔［西呉］：『槐蔭記』・『芦花記』・『合珍珠』・

『鸚哥記』・『十義記』・『古城記』・『鯉魚記』・『平征東』・

『双比釵』・『七繍針』・『玩鹿台』・『白兔記』・『九竜套』・

『青梅会』・『両世縁』・『満堂福』・『賜緑袍』・『花園亭

（売水記）』

金華婺劇高腔［侯陽］：『槐蔭樹』・『芦花雪』・『合珠記』・

『白鸚哥』・『全拾義』・『古城会』・『葵花記』・『双貞節』・

『三元坊』・『七星針』・『双鹿台』・『白兔記』・『鯉魚記』・

『双比釵』・『紅梅閣』・『金瓶和』・『白蛇伝』・『売水記』

松陽高腔：『琵琶記』・『芦花記』・『合珠記』・『白鸚哥』・

『韓十義』・『黃金印』・『葵花記』・『双貞節』・『三元坊』・

『白蛇記』・『繍花針』・『判烏盆』・『白兔記』・『鯉魚記』・

『賀太平』・『九竜套』・『三状元』・『売水記』

弋陽腔系諸腔の中には「十八本」以外の数え方を持つものも

あり、例えば正字戯では重要な演目を「卅六真本」と称してい

る [74]。これは恐らく、常演演目の増加によって十八では収ま

らなくなったことが原因だろう。逆に辰河高腔などは数が少な



[75]	 蘇子裕，『弋陽腔発展史』，
510 頁 -511 頁。

[76]	 こうした弋陽腔系諸腔におけ
る目連戯の「肥大化」の問題
については、山下一夫「宮廷
大戯『封神天榜』をめぐって」，
『中国古典小説研究』第 8 号，
2003 年，98 頁 -114 頁を参照。

[77]	 済公の演目の多くは清末の郭
小亭『評演済公伝』に基づい
て製作されたものである。済
公伝の演劇化の問題につい
ては以下を参照。山下一夫，
「郭小亭本『済公伝』の成立
について――評書、鼓詞およ
び戯曲との関係」，『中国古典
小説研究』第 5 号，1999 年，
47 頁 -57 頁。山下一夫，「『済
公伝』の戯曲化と済公信仰―
―連台本戯『済公活仏』をめ
ぐって」，『藝文研究』第 82
号，2002 年，142 頁 -158 頁。
山下一夫，「済公活仏形象在
上海的転変与発展」，『中国文
化研究（首爾中国文化研究学会）』
第 15 輯，2009 年，89 頁 -106
頁。
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く、重要な演目は以下の「四大本看家戯」である [75]。

『黄金印』・『大紅袍』・『一品忠』・『琵琶記』

これは、辰河高腔で上演される目連戯に、『古城会』など

「江湖十八本」に含まれる演目の一部が吸収され「四十八本目

連戯」となり [76]、残りの演目も多くが新しくできた「三山・

四亭・四閣・五袍」という表現で語られるようになったため、

両者に入らなかった重要な文戯を表す枠組として成立したもの

と思われる。いわば「江湖十八本」が辰河高腔特有のロジッ

クで変化した結果であるが、この中に『琵琶記』と、『鸚鵡記』

に由来する『一品忠』（傍線部）が含まれることは、台湾皮影戯

の四大本を考えるにあたって非常に示唆的である。台湾皮影戯

も、本来ならば弋陽腔系諸腔の「江湖十八本」を持っていても

不思議ではなかったが、南部で限定的に行われている小規模な

人形劇ということもあり、そうした枠組を形成・維持すること

が難しかったのだろう。ただし、台湾皮影戯形成初期に中国か

ら伝来した江湖十八本由来の演目を重視すること自体は行われ、

最終的にそれが「四大本」になっていったのではないだろうか。

なお、もちろん台湾皮影戯の演目がすべて弋陽腔系の正字戯

に由来するわけではない。創作を重視した東華皮影劇団が戦後

生み出した大量の新作演目は別として、復興閣皮影劇団や永興

楽皮影劇団のような比較的伝統を守る劇団も、中国では民国以

降に流行した済公の演目などを持っているが、これなどは明ら

かに新しい層に属するものといえよう [77]。こうした演目は恐

らく台湾布袋戯などと同様、日本統治時代に中国から輸入した

石印本などをもとに新たに作られたものと思われる。こうした

台湾皮影戯における演目の新旧の層の問題については、また稿

を改めて検討したい。
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焦循『劇説』校読記

千田　大介

1. はじめに

1.1 『劇説』について

『劇説』は、清の焦循の手になる中国戯曲の筆記集である。

焦循、字は里堂、江蘇省揚州甘泉県の人。乾隆二十八（1763）

年に生まれ、嘉慶六（1801）年に挙人となる。朝廷に出仕せず

野にあって研究と著述に専念し、経史・暦算・訓詁などに幅広

く才能を発揮した。『易学三書』・『孟子正義』・『論語通釈』な

どの著作がある。嘉慶二十五（1820）年に没した。

高名な考証学者である焦循の、戯迷としての側面を伝えるの

が『劇説』と『花部農譚』である。明清代の戯曲論著は、曲律

や作劇に関するものが大半を占める。これは、中国の詩文評論

が鑑賞ではなく創作の参考となることを念頭に置いて作られて

いるのと同様、それらが戯曲の創作を志す文人を主たる対象と

して書かれたことを物語る。

それに対して、『劇説』は序文でいう [1]。

乾隆壬子（五十四年、1792 年）の冬、書肆の破本の中から

ある書物を見つけた。先人の曲や劇の論説を雑多に記録

したもので、引用・収集すること詳細かつ広汎であるが、

順序だっていなかった。嘉慶乙丑（十年、1805 年）、家で

病気療養していたが、経書・史書は辛くて読むことがで

きないので、さきの書物を取り出して、旧聞を補い、お

よそ宮調・音律を論じたものは採録せず、『劇説』と名

付けた。

＊	 本稿は日本学術振興会科学研
究費補助金「近現代中華圏の
伝統芸能と地域社会～台湾の
皮影戯・京劇・説唱を中心
に」（平成 27 ～ 30 年度、基盤研

究 (B)、課題番号：15H03195、研究

代表者：氷上正）による成果の
一部である。

[1]	 原文：「乾隆壬子冬月，於書

肆破書中得一帙，雜錄前人論

曲、論劇之語，引輯詳博，而

無次序。嘉慶乙丑，養病家居，

經史苦不能讀，因取前帙，參

以舊聞，凡論宮調、音律者不

錄，名之以『劇說』云。」



[2]	 当初のメンバーは山下一夫・
川浩二と筆者で、2005 年よ
り氷上正が加わった。また
2003 年に限り池田智恵・辻
リンが参加した。
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ここで焦循は「およそ宮調・音律を論じたものは採録せず」

としており、『劇説』が戯曲創作のための理論書でないことを

明言している。崑曲の最盛期が過ぎ去り、花部が天下を席巻し

つつある清の嘉慶年間にあって、知識層の戯曲への興味が創作

から受容へと変化しつつあったこと、あるいは考証学者たる焦

循の興味のあり方が背景として想定されるが、結果として『劇

説』は、歴代の文献から幅広く演劇の上演・受容、および戯曲

作品の材源・創作背景などに関する記事を収集した筆記集とし

て、中国の戯曲・演劇史を研究する上でのバイブルとも言うべ

き地位を獲得した。

1.2 『劇説』の校訂・訳注作業

『劇説』の主要テキストは、中国国家図書館が所蔵する稿本

と、『読曲叢刊』収録の版本の 2 種類がある。

稿本には、字句や文・記事の挿入や削除の跡が多く残ってい

るほか、後の『読曲叢刊』で削られている個所にはたいてい何

らかの印が付けられている。

中華民国初年に董康によって刊行された『読曲叢刊』本は

『劇説』唯一の刊本で、巻首に「引用書目」を置くなど、全体

の体裁がよく整っている。

現代の排印本としては、『中国古典文学参考資料小叢書』本

と、『中国古典戯曲論著集成』本がある。前者は『読曲叢刊』

本を底本とし、原典との異同を注しているが網羅的ではない。

『中国古典戯曲論著集成』本は、『読曲叢刊』本を底本として稿

本と校勘している。校注には、稿本との異同のほか、原典に基

づいて本文を改めた個所についても注記されている。

これらのうち、現在、定本となっているのは『中国古典戯曲

論著集成』本であるが、それでもすべての記事について引用元

に当たっているわけではなく、校訂が完全とは言いがたい。

かかる見地から、中国都市芸能研究会では、2001 年より有

志 [2]による『劇説』の読書会を開き、本文を原典にあたって



[3]	 『劇説』原文には各記事の題
が付されていない。このため、
参照・引用の便を考慮して、
校訂作業時に記事の通番を付
した。なお、現在の通番は一
部に問題があるため、校訂本
刊行時に新たにつけ直す予定
である。
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校訂するとともに注釈を補い、また日本語に翻訳する作業を進

め、その結果を本誌上で随時公表してきた。本輯掲載分をもっ

て『劇説』および『花部農譚』の校訳は一通り完了し、今後、

全体を整理・見直しの上、単行本として刊行する計画である。

本稿では、前後 16 年に及ぶ『劇説』の校訂・訳注作業を通

じて見いだされた新たな発見と、『劇説』の引用書をめぐる問

題、また版本・排印本の信頼性などについて取りまとめ、いさ

さか考察を加えて報告するものである。

2. 戯曲史上の新たな発見

2.1 王仝高の劇作について

巻三第 141 条 [3]の前半は、清の毛奇齢の「擬元両劇序」を

引用している。「擬元両劇序」は王仝高の戯曲に寄せた序文で

ある。

蕭山王叔盧，曾譜唐人事，擬元詞兩劇，一傷蓮勺棄故劍、

一慨武成主者並不識司空世族，皆有為而發，原非汎汎。

（蕭山の王仝高は、かつて唐詩の故事を戯曲にしたて、元雑劇に似

せた二つの劇を作った。一つは、蓮勺でもとの妻を捨てたことを

傷む故事で、もう一つは武成主が司空の氏族を見いだせなかった

ことを嘆く故事である。いずれもなかなかのできばえで、決して

平凡なものではない。）

王仝高の戯曲については、民国『蕭山県志稿』巻十六「王仝

高伝」にも見える。

著有《野寺飛磚》・《旗亭畫壁》傳奇二種。（著に『野寺飛

磚』・『旗亭画壁』の二つの伝奇がある。）

『蕭山県志稿』はこれらを「伝奇」であるとしているが、



[4]	 「所作本事有异，或为多种，

待考。」（p.449）

[5]	 原文：「貞元中。進士独孤遐

叔。家于長安崇賢里。新娶白

氏女。家貧下第。將游劍南。

与其妻訣曰。遲可周歲歸矣。

遐叔至蜀。羈栖不偶。逾二年

乃歸。至鄠縣西。去城尚百里。

歸心迫速。取是夕及家。趨斜

徑疾行。人畜既殆。至金光門

五六里。天已暝。絕無逆旅。

唯路隅有佛堂。遐叔止焉。時

近清明。月色如晝。系驢于庭

外。入空堂中。有桃杏十餘株。

夜深。施衾幬于西窗下。偃

臥。方思明晨到家。因吟舊詩

曰。近家心轉切。不敢問來人。

至夜分不寐。忽聞墻外有十餘

人相呼声。若里胥田叟。將有

供待迎接。須臾。有夫役數人。

各持畚鍤箕帚。于庭中糞除訖。

復去。有頃。又持牀席牙盤蠟

炬之類。及酒具樂器。闐咽而

至。遐叔意謂貴族賞會。深慮

為其斥逐。乃潛伏屏氣。于佛

民国『蕭山県志稿』
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「伝奇」という語は狭い意味では南戯系の長編戯曲を指すも

のの、広く戯曲、さらにはフィクション文学の意味でも用い

られるので、これが雑劇を指すと考えても問題ない。

『蕭山県志稿』に『野寺飛磚』・『旗亭画壁』が見えること

については杜桂萍 2004 が既に指摘しているが、「擬元両劇」

との関係については「作品の物語が異なっており、あるいは

多くの種類があったか。待考」[4]としている。『野寺飛磚』・

『旗亭画壁』が「擬元両劇」に当たるのかは、それぞれの戯

曲が演じていた物語について詳細に検討する必要があろう。

『野寺飛磚』は唐の薛漁思の伝奇「独孤遐叔」に取材した

ものと思われる。『太平広記』巻二百八十一所収テキストに

従い、以下にその全訳を掲げる [5]。

貞元年間のこと、進士の独孤遐叔は長安の崇賢里に居を

構えていた。白氏の娘を娶ったばかりだったが、家が

貧しく科挙に落第したので、四川に旅することになっ

た。妻に別れを告げて言った。「遅くとも一年で帰れる

だろう。」遐叔は四川に到着したが、旅暮らしが上手く

いかず、二年してようやく帰ることができた。鄠県の西

に至り、長安までまだ百里あったが、帰心は矢のごと

く、夜には家に着けるだろうと、近道を急いだが、人も

驢馬も疲れ果ててしまった。金光門まで五・六里のとこ

ろで、日は沈んでしまい、旅籠も絶えて無く、道ばたに

寺があるばかりだったので、遐叔はそこに泊まることに

した。このときは清明節に近く、月明かりは昼のようで

あった。驢馬を庭の外に繋ぎ、がらんとした本殿に入っ

た。桃や杏が十数本植わっていた。夜も更けて、西の窓

の下に寝床をしつらえて横になったが、翌朝には家に着

くのだと思い、古い詩を吟じた。「家近く心は転
うた

た切な

り。敢えて来人を問わず。」夜半になっても眠れなかっ



堂梁上伺之。輔陳既畢。復有

公子女郎共十數輩。青衣黃頭

亦十數人。步月徐來。言笑宴

宴。遂于筵中間坐。獻酬縱横。

履舄交錯。中有一女郎。憂傷

摧悴。側身下坐。風韻若似遐

叔之妻。窺之大驚。即下屋

袱。稍于暗處。迫而察焉。乃

真是妻也。方見一少年。擧杯

瞩之曰。一人向隅。滿坐不樂。

小人竊不自量。願聞金玉之

聲。其妻冤抑悲愁。若無所控

訴。而强置于坐也。遂擧金爵。

收泣而歌曰。今夕何夕。存耶

沒耶。良人去兮天之涯。園樹

傷心兮三見花。滿座傾聽。諸

女郎轉面揮涕。一人曰。良人

非遠。何天涯之謂乎。少年相

顧大笑。遐叔驚憤久之。計無

所出。乃就階陛間。捫一大磚。

向坐飛擊。磚纔至地。悄然一

無所有。遐叔悵然悲惋。謂其

妻死矣。速駕而歸。前望其家。

歩歩凄咽。比平明。至其所居。

使蒼頭先入。家人並無恙。遐

叔乃驚愕。疾走入門。青衣報

娘子夢魘方寤。遐叔至寢。妻

臥猶未興。良久乃曰。向夢與

姑妹之黨。相与翫月。出金光

門外。向一野寺。忽為凶暴者

數十輩。脅與雜坐飲酒。又說

夢中聚會言語。與遐叔所見並

同。又云。方飲次。忽見大磚

飛墜。因遂驚魘殆絕。纔寤而

君至。豈幽憤之所感耶。」
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た。突然、塀の外で十数人が呼び合う声が聞こえてき

て、あたかも顔役や年老いた百姓が、お出迎えをするか

のようであった。まもなく、数人の下役がそれぞれ箒や

ちりとりを手に中庭を掃き清めて、また立ち去っていっ

た。しばらくすると、また椅子や卓・蠟燭の類と酒器

や楽器を持って、賑々しくやってきた。遐叔は貴族の宴

席であると思い、追い払われるのを心配して、こっそり

と息をひそめて本堂の梁に登って様子を窺った。支度が

終わると、若君や女郎が十数人、侍女や童も十数人、月

明かりにゆるゆると歩いてきて、楽しげに言葉を交わし

て笑っていた。宴席に着くと、気ままに杯を交わし、男

女入り乱れて無礼講となった。そのうちの一人の女郎が、

憔悴しきった様子で、そっぽを向いて座っていたが、雰

囲気が妻に似ていたので、のぞき見ていた遐叔は仰天し

た。そこで天井から下りると、暗がりに隠れて近づい

て様子を見たところ、本当に妻であった。すると一人の

若者が、彼女を見ながら杯を挙げて言った。「一人であ

ちらを向いていては、満座が白けよう。不躾ながら、美

声をお聞かせ願いたい。」妻は鬱々した悲しみを訴える

すべもなく、無理に宴席に座らされているようであった。

酒杯を挙げると、涙を収めて歌った。「今夕は何れの夕

か。存
あ

りや没
な

しや。良人は去りて天の涯。園樹に心を傷

め三たび花を見る。」満座、耳をそばだて、女郎どもは

顔を覆って涙を拭った。一人が言った。「旦那は遠くは

ないだろうに、なぜ『天の涯』などと言うのか。」若者

と見合わせて大笑いした。遐叔はしばらく驚き憤ってい

たが良い方法が思いつかず、階の間で大きな煉瓦を手に

取ると、座に向かって投げつけた。煉瓦が地面に触れる

と、さっとすべてが消え失せた。遐叔は妻が死んだのだ

と思って、呆然と悲しんだ。急いで家に向かったが、家
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が目に入ると、むせび泣きながら歩んだ。夜明け頃に家

に到着し、まず下男に入って行かせたところ、家人はみ

な恙なかった。遐叔は仰天して、急いで門を入ると、下

女が奥方様がお目覚めになりましたと知らせた。遐叔が

寝所に行くと、妻は横になっていてまだ覚めやらぬよう

すであったが、しばらくして言った。「先ほど夢のなか

で伯母さま方と月を愛でて、金光門の外の荒寺に参りま

したところ、数十人の乱暴者に脅されて、一緒に酒を飲

まされました。」また、夢の宴席でのやりとりについて

話したが、遐叔が見たのと全く同じであった。また言っ

た。「お酒を飲もうとしたところに大きな煉瓦が落ちて

きたので、吃驚して悪夢から醒めましたところ、あなた

がお戻りになりました。つのる思いが感じあったのであ

りましょうか。」

『醒世恒言』の「独孤生帰途鬧夢」もこの物語を扱っている。

一方、「旗亭画壁」は、薛用弱『集異記』に見える、王之渙

らの有名な故事を指すものと思われる。以下、概略を掲げる。

開元年間のこと、詩人の王昌齢・高適・王之渙はある雪

の日に旗亭で酒を酌み交わした。そこに梨園の伶官たち

がやってきて宴会を開いた。三人は伶官が誰の詩を歌う

かを競い合う。一人目が王昌齢、二人目が高適、三人目

が王昌齢を歌ったところで、王之渙は最も美しい妓女

が自分の詩を歌うだろうと語るが、果たしてその通りに

なった。

翻って「擬元両劇序」について考えたい。毛奇齢の文辞はい

ささか凝りすぎており解釈が難しいが、両劇のうち「傷蓮勺棄

故剣」が『野寺飛磚』に相当するものと思われる。



[6]	 原文：「既壯，為取暴室嗇夫

許廣漢女，曾孫因依倚廣漢兄

弟及祖母家史氏。受詩於東海

澓中翁，高材好學，然亦喜游

俠，鬬雞走馬，具知閭里奸邪，

吏治得失。數上下諸陵，周徧

三輔，常困於蓮勺鹵中。尤樂

杜、鄠之間，率常在下杜。　 

如淳曰：為人所困辱也。	蓮

勺縣有鹽池，縱廣十餘里，其

鄉人名為鹵中。」

[7]	 原文：「上乃詔求微時故劍，

大臣知指，白立許倢伃為皇

后。」
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「傷蓮勺棄故剣」は、『漢書』に見える宣帝の故事をふまえ

ている。まず「蓮勺」は、民間で育った宣帝の若かりし頃の逸

話に登場する地名である。巻八「宣帝紀」に以下のように見え

る [6]。

青年になると、暴室嗇夫である許広漢の娘を娶り、広漢

の兄弟および祖母の家である史氏に頼った。東海の澓中

翁に詩を学び、才能溢れ学問を好んだが、また遊俠や闘

鶏・競馬を好み、民間の悪事や、官吏の統治の得失を詳

らかに知った。たびたび諸々の陵墓に上り、都の周辺に

あまねく足を運び、しばしば蓮勺の鹵中で難儀に陥った。

如淳の注：人に辱められたことをいう。蓮勺県に塩池が

あり、縦横十余里、地元の人は鹵中と呼んだ。

暴室嗇夫は官職名であり、また蓮勺県は現在の陝西省渭南市

にあたる。

また「故剣」は、宣帝が当時権勢を振るっていた霍氏の圧力

をはねのけて、苦楽をともにした糟糠の妻・許平君を皇后に立

てた『漢書』巻九十七上「許皇后伝」の逸話をふまえる [7]。

陛下はしかし詔して身分が低かった時の故剣を求め、大

臣はその意図を察して、許倢伃を皇后に立てるように

言った。

「擬元両劇序」は「曾譜唐人事」としながら、漢の故事を引

いているために読むものの混乱を誘うが、これは長安の近郊で

宣帝が難儀をした「蓮勺」、古くからの愛妻たる「故剣」、それ

らによって、長安の近郊の荒寺で難儀をし、離ればなれの妻と

再会する「独孤遐叔」の物語を比喩的に表現したものと理解さ

れよう。



[8]	 本誌二二頁参照。

[9]	 p.106。

[10]	 p.79。
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これに対して、「擬元詞両劇」の「慨武成主者並不識司空世

族」がいかなる故事をふまえたものか、筆者は浅学にして詳ら

かにしえない。ただ、「並不識」からは才能を見出しうるか否

かが問題となっていることが伺え、王之渙らの故事の主題と対

応していると見ることも可能であろう。

以上から、さらなる検証が必要ではあるものの、毛奇齢が

序を寄せた王仝高の「擬元詞両劇」とは、すなわち『野寺飛

磚』・『旗亭画壁』のことであると見做して問題なかろう。

2.2 清代花部『賽琵琶』について

清代花部の演目『賽琵琶』は、科挙に及第して妻子を捨てた

陳世美の物語を扱う。その内容については、焦循『花部農譚』

第 7 条に詳しい [8]。その概要は以下の通りである。

陳世美は科挙に及第し、妻子の存在を隠して郡馬に迎え

られる。その元の妻は都に陳世美を尋ねるが、突き放さ

れる。それを知った王丞相が妻をとりなすが陳世美は頑

として認めず、刺客を送る。妻は三官廟に逃れ、神より

兵法を授けられ、西夏討伐に功を立てる。都に戻った妻

は陳世美を裁くことになり、その罪を数えたてる。

陳世美の物語を扱ったものとしては、明の小説『百家公案』

に見えるのが最も古く、包拯が罪を裁く。京劇では『鍘美案』

が知られ、捨てられた妻の名を秦香蓮とし、また陳世美は郡馬

ではなく駙馬になっており、やはり包拯が陳世美を死罪に処す

る。ところが『花部農譚』は包拯の登場に言及しておらず、こ

れをもとに阿部泰記 2004 は『賽琵琶』が包公案ではなかった

としており [9]、陳濤 2011 も「第三章“包公戏”剧目考」で、

秦腔『秦香蓮』や京劇『鍘美案』を取り上げながら『賽琵琶』

に言及していない [10]。

さて、『劇説』の稿本には、後の『読曲叢刊』本に採用され
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なかった条が幾つか残っているほか、焦循が一度書いた文

を消した推敲の跡もある。『中国古典戯曲論著集成』の校

注は前者については記述しているが、後者には言及してい

ない。

『劇説』巻二第 98 条は『王翛然殺狗勧夫』を扱ってい

る。王翛然すなわち王翛は金代の人物で、包拯に勝る名

判官として人口に膾炙し、いくつかの戯曲の題材となっ

た。稿本ではこの記事の初めの部分に以下の一文があるが、

『読曲叢刊』本では削除されており、『中国古典戯曲論著集

成』本の校注でも言及されていない。

村劇中有《賽琵琶》者，王翛然與包拯並見一劇中，

非也。（村芝居に『賽琵琶』というものがあり、王翛然と包
『劇説』稿本巻二第 98条

拯が同じ劇に同時に登場しているが、誤りである。）

稿本で括弧のような印が付されているのは、削除の指示であ

ると思われる。

「村劇」は花部を指すと考えて問題ない。つまり、清代中期

の花部で演じられた『賽琵琶』がやはり包公案であったことが

わかる。そもそも、『花部農譚』第 7 条は王丞相、すなわち王

延齢の登場に言及している。王延齢は架空の人物で、通俗物語

中では包拯の恩師とされているのだから、彼が登場しながら包

拯が登場しないのは、むしろ不自然である。

この一文が削除された原因は幾つか考えられる。まず、元雑

劇『王翛然断殺狗勧夫』（一名『楊氏女殺狗勧夫』）を扱った記事

に、王翛然という共通点があるとはいえ、清代の花部の劇目を

引くのはいささか唐突である、と判断した可能性がある。しか

し『劇説』には数ヶ所、花部の劇目への言及が見られるので、

花部であることが削除の理由であるとは考えにくい。

ともなれば、この一文に誤りがあったために削除したことに

▼



[11]	『読曲叢刊』の刊行にあたっ
て董康が誤りに気づいて稿本
に削除指示を書き込んだ可能
性も否定できない。稿本と
『読曲叢刊』本の関係や、董
康が『劇説』を刊行した経緯
については、今後、検討する
必要があろう。
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なろう。その場合、包拯と王翛然が同時に登場する、という

のが間違いで、『賽琵琶』にはどちらか一方しか登場していな

かったことになるが、王翛然を扱う記事から削除していること

からして、誤りがあったのは王翛然の方だと考えるのが自然で

ある。推測するに、焦循は『賽琵琶』の王丞相を王延齢ではな

く王翛然と誤認しており、その誤りに気づいたためにこの一文

を削除したのではなかろうか [11]。

いずれにせよ『劇説』稿本の抹消された一文は、清代花部の

『賽琵琶』も小説や伝統劇と同様に包公案故事であったことを

示すものであり、秦香蓮故事や包公案故事の変遷を考察する上

での新たな材料となろう。

2. 『劇説』の引用文献をめぐって

2.1 「引用書目」

『劇説』稿本は各条の冒頭に執筆者名と引用元である文献名

を掲げているが、『読曲叢刊』本はそれらを削除するかわりに

冒頭に「引用書目」を置いている。「引用書目」は全部で 167

の文献を掲げており、焦循の博覧強記を窺わせる。

しかし、それら引用文献を実際に確認していくと、さまざま

な蔵書目録や『中国基本古籍庫』などの大規模古典文献データ

ベースを検索しても発見できない文献や、当該文献の原文に引

用記事が見あたらない例などが多々見受けられる。

2.2 引用文献と禁書

清代は歴代王朝の中でも言論統制が厳しかったことで知られ

るが、『劇説』で存在が確認できない引用書には、清代の禁書

が典拠となっているものが多数、見受けられる。

巻二第 88 条および巻二第 94 条は『芳畬詩話』を引くが、こ

の書名は『劇説』以外の資料には見られない。当該部分は、実

際には銭謙益『列朝詩集小伝』の記事を引いている。また巻二

第 96 条・巻三第 127 条・巻四第 181 条は『蝸亭雑訂』を引く



[12]	 第九葉。
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が、これらも実際には『列朝詩集小伝』の引用である。

よく知られるように、銭謙益は乾隆帝によって弐臣として批

判され、その著作は禁書となり『四庫全書』にも一切収録され

ていない。そのため、禁書からの引用であることを隠蔽するた

めにことさらに書名を改めたか、あるいは禁書が書名を変えて

密かに流通していたものに拠ったかしたものであろう。

明の沈徳符の『万暦野獲編』は多くの詞曲・小説関連の記

事を収録することで知られるが、乾隆四十七（1782）年勅撰の

『全毀書目』に掲載されている [12]。このため、『劇説』は『万

暦野獲編』からの直接の引用も避けている。

巻一第 34 条は『蝸亭雑訂』を引くが、実際には『万暦野獲

編』巻二十五「弦索入曲」・「南北散套」から取っている。巻二

第 88 条の『蝸亭雑訂』の後半部分および第 92 条は、同巻二十

五「梁伯竜伝奇」の引用である。また、巻五第 210 条の『蝸亭

雑訂』も『万暦野獲編』巻二十五「填詞名手」の節略である。

『蝸亭雑訂』を『劇説』巻首の引用書目は徐又陵の撰とする。

徐又陵とは徐石麒のことである。明末清初の人で、籍貫は湖北

だが代々揚州に居住した。戯曲に詳しく『珊瑚鞭』伝奇・『坦

庵四種』雑劇などを著している。『蝸亭雑訂』が実在の文献で

あるのか否かは現時点で確認できていないが、同じ揚州の人で

あるから、焦循が徐石麒の子孫や旧蔵書と接触していた可能性

はある。いずれにせよ『劇説』は同書の名前を、禁書『列朝詩

集小伝』・『万暦野獲編』引用の隠れ蓑として利用している。

このほか、巻二第 96 条の『貫余斎筆記』も『万暦野獲編』

の引用である。巻二第 110 条の前半部分、巻六第 290 条も同様

だが、これらは引用文献名を掲げていない。

2.3 『堅瓠集』からの引用

『劇説』の原典が確認できない引用書には、清の褚人穫『堅

瓠集』からの孫引きが目立つ。

『堅瓠集』は褚人穫が編した筆記小説集である。褚人穫、字
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は稼軒、また学稼、号は石農、没世農夫。蘇州府長洲県の人。

沈宗敬の「堅瓠己集序」から康熙三十三（1694）年に還暦で

あったことが知られ、逆算すると崇禎八（1635）年生というこ

とになる。没年は未詳。著書に『読史隨筆』・『鼎甲考』・『聖賢

群輔録』・『続蟹譜』などがあり、また『隋唐演義』の作者とし

ても知られる。

康熙二十九（1690）年序を持つ首集にはじまり、以下、二集

～十集（以上十巻は甲集～癸集とも称される）、さらに続集・広集・

秘集・補集、そして康熙四十二（1703）年序を持つ余集に至る

まで、足かけ 14 年間にわたって刊行を重ね、記事数は合計

4,000 を超える。その内容は、人物の伝記・逸話、小咄の類で

あり、経学や歴史への言及はほとんどない。

『堅瓠集』には戯曲・演劇関係の記事も豊富に収録されてい

る。その中には、曲牌名を綴って作られた詩詞といった言葉遊

びの類も見られるが、『劇説』が専ら引用しているのは、戯曲

の創作・上演・受容に関連する記事である。

『堅瓠集』に見える未確認文献

『劇説』の未確認引用書には、『堅瓠集』を踏襲したとおぼ

しきものが幾つか見られる。以下、『劇説』の未確認引用書名

と『堅瓠集』の巻・記事名を列挙する。

•	 巻二第 71 条：『真細録』…『堅瓠四集』巻二「琵琶記

弁」

•	 巻二第 71 条：『大圜索隠』…『堅瓠四集』巻二「琵琶記

弁」

　『劇説』は「《毛德音評琵琶記》引《大圜索隱》」

（『毛徳音評琵琶記』が引く『大圜索隠』）としているが、

『毛徳音評琵琶記』にそのような引用は見えず、『堅

瓠集』からの孫引きである蓋然性が高い。

•	 巻二第 74 条：『南窓閑筆』…『堅瓠四集』巻二「孫汝
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権」

•	 巻三第 106 条：『聞見巵言』…『堅瓠三集』巻二「馮千

秋」

•	 巻三第 119 条：『亦巣偶記』…『堅瓠九集』巻二「張元

鑑」

　亦巣は清の朱陖の別号である。

•	 巻六第 256 条：『極斎雑録』…『堅瓠補集』巻四「殺秦

檜」

•	 巻六第 284 条：『亦巣偶記』…『堅瓠四集』巻二「俏冤

家」

『堅瓠集』が原典であるもの

他の文献に見られないことから、『堅瓠集』が原典であると

思われる記事も見られる。

•	 巻三第 121 条：『堅瓠続集』巻六「鷺曰舂鋤」

•	 巻六第 246 条：『堅瓠八集』巻三「瞽識王教師」

•	 巻六第 256 条：『堅瓠八集』巻四「改任福州」

書き換え・節略の踏襲

『劇説』では、原文を節略して引用した条が幾つか見えるが、

以下の 2 条は、『堅瓠集』が節略で引用したものをそのまま踏

襲している。

•	 巻二第 89 条：『尭山堂外紀』…『堅瓠二集』巻二「呂文

穆」

　『堅瓠集』の節略をそのまま踏襲している。

•	 巻四第 146 条：『湖海搜奇』…『堅瓠広集』巻五「柳鸞

英」

　『劇説』の字句には、『湖海搜奇』原文といくつかの

異同が見られるが、『堅瓠集』所引の『湖海搜奇』
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とほぼ一致する。

孫引きに起因する誤り

『堅瓠集』から孫引きしたことによって生じたと思われる誤

りも数ヶ所見られた。

巻二第 86 条は、『還魂記』に感動して湯顕祖を慕った女子の

逸話を扱っている。この条は、以下のように始まっている。

《黎瀟雲語》云：「內江一女子、自矜才色、不輕許人……

（『黎瀟雲語』にいう。「内江のある女は、自分の才色を鼻にかけ、

なかなか嫁ごうとしなかった……）

『劇説』は冒頭の「黎瀟雲語」を書名として扱い、巻首の引

用書目にも立てている。しかし『黎瀟雲語』なる書物は、いか

なる所蔵目録や索引にも収録されていない。

しかるにこの記事は、元をただすと清の尤侗『艮斎雑説』巻

五に見えるものである。その冒頭は以下に作る。

臨川黎瀟雲語予。（臨川の黎瀟雲が私に語った。）

一見して「黎瀟雲」が人名であることがわかる。黎瀟雲、諱

は騫、字は子鴻、江西省清江の人。康熙十八（1679）年に博学

宏詞に挙げられている。尤侗も同年の博学宏詞であるので、両

者には明確な接点がある。

いずれにせよ、このように出典を誤っていることから、焦循

が『艮斎雑説』を見ておらず、孫引きにあたって読み誤ったこ

とは明らかである。そしてこの条は『堅瓠余集』巻二に「内江

女子」として収録されており、そこでは冒頭を以下のように作

る。

臨川黎瀟雲語尤悔翁云。（臨川の黎瀟雲が尤侗に語った。）
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『艮斎雑説』の「予」を「尤悔翁」（悔翁は尤侗の別号）とい

う具体的人名に置き換え、「云」を補っている。これを訓読す

れば「臨川の黎瀟雲が尤悔翁に語りて云はく」となるが、焦循

は「臨川」と「尤悔翁」を抄写の際に書き落としたか、あるい

は一見して「尤悔翁云はく」と読んでしまい、溯って前の部分

を書名であると解釈したのであろう。すなわち、この条の引用

の誤りについても、「云」字が補われた『堅瓠集』からの孫引

きに起因するものと推測される。なお、『中国古典戯曲論著集

成』本ではこの誤りが正されていない。

巻三第 113 条は『桐下聴然』を引いている。その引用個所の

冒頭は以下のようになっている。

華學士鴻山察，艤舟吳門……（華学士鴻山察が舟を呉門につ

けたところ……）

『中国古典戯曲論著集成』本は『桐下聴然』に基づいて

「察」を「嘗」に改め、「華學士鴻山，嘗艤舟吳門」と断句して

いる。

華学士とは明の華察のことである。字は子潜、号は鴻山、無

錫の人で、嘉靖五（1522）年の進士である。つまり「察」は諱

を補ったもので、この部分は「華学士、号は鴻山、諱は察」と

いう意味である。ともなれば、『劇説』原文のままでも意味は

通るのであり、『中国古典戯曲論著集成』本のように改める必

要はない。

この逸話も『堅瓠四集』巻四に「唐六如」の題で引かれてお

り、そこでは「華学士鴻山察」に作っている。つまりこの条も

『劇説』が『堅瓠集』から孫引きしたものと考えられる。

巻六第 264 条は、五通神に呼ばれて農村で上演した役者た

ちの話を扱い、『西橋野記』に見えるとする。まずこの書名は

『西樵野記』の誤りである。さらに、『西樵野記』にこの記事は
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見えない。

この記事は、『堅瓠九集』巻一「鬼観戯」に見えるが、その

直前に『西樵野記』から引用した一節がある。すなわち、『劇

説』が『堅瓠集』から引用する際、誤って『西樵野記』の書名

を残してしまったものと考えられる。

隠された『堅瓠集』

以上のように『劇説』は多くの記事を『堅瓠集』に取材して

いるが、巻六第 246 条・第 256 条のような『堅瓠集』が初出の

記事も含めて、引用の事実には全く言及していない。これは

『列朝詩集小伝』や『万暦野獲編』と同様の扱いであり、焦循

には『堅瓠集』を直接に引用するのがはばかられる理由があっ

たものと思われる。

しかし、褚人穫の著作では『隋唐演義』が洋務運動の際に丁

日昌によって禁書に指定されているものの、嘉慶年間の時点で

褚人穫が問題視されたり『堅瓠集』が禁書に指定されたりした

という資料は管見の限りでは見あたらない。あるいは、何らか

の人脈・地縁上の問題があったのだろうか。その解明は、今後

の課題としたい。

2.4 引用文献に関する誤り

この他の『劇説』「引用書目」における問題点を以下に列挙

する。

孫引きと思われるもの

•	 巻五第 230 条：『江湖紀聞』

　記事は『江湖紀聞』に見あたらず、清の翟灝『通俗

編』巻三十七「何立至酆都」からの孫引きであると

思われる。

•	 同上：『邱氏遺珠』

　この文献は目録類に見あたらない。これも『通俗

編』からの孫引きであると思われる。

•	 巻六第 244 条：『蛾術堂閑筆』



[13]	『淮海英霊集』丙集一巻。
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　この文献は目録類に見あたらない。清の鮑倚雲『退

余叢話』巻一が引く『玉几詩話』からの孫引きであ

ると思われる。

引用文献名の誤りと思われるもの

•	 巻五第 211 条：『南音三籟』

　実際には明・王驥徳『曲律』巻二「論須識字第十

二」に見える。

•	 巻六第 251 条：『西陂類稿』

　『西陂類稿』には当該記事が見えず、同じ清の宋犖

の『国初三家文鈔』に収める『侯朝宗文鈔』からの

引用であると思われる。

•	 巻六第 279 条：『丹鉛録』

　実際には明・顧起元『客座贅語』巻六「髯仙秋碧聯

句」に見える。

•	 巻六第 252 条：『菊叢新話』

　『劇説』は『菊荘新話』に作る。

•	 巻六第 267 条：『瑯嬛記』

　『劇説』は『嫏嬛記』に作る。

引用元とされる文献に記事が見あたらないもの

•	 巻二第 103 条：『茶余客話』

•	 巻四第 157 条：『曠園雑志』

•	 巻六第 291 条：『曠園雑志』

引用元の文献が見つからないもの

•	 巻二第 97 条：『西閣偶談』：

　稿本では「喬鐸不離西閣偶談云」に作り、『読曲叢

刊』本「引用書目」では喬鐸の撰とする。喬鐸、字

は元渓、号は斯斎、江蘇宝応（現在の揚州市宝応県）

の人。雍正年間に夔州知府を務め、画に優れたとい

う [13]。また、杜甫の詩に「不離西閣二首」があり、

西閣とは杜甫が夔州を訪れた際に寓居したところで



[14]	『杜詩詳注』巻之十八「夜宿
西閣暁呈元二十一曹長」顧宸
注参照。
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ある [14]。ともなれば、夔州（現在の重慶市奉節）知府

を務めた喬鐸に『不離西閣偶談』あるいは『西閣偶

談』という著作があっても不思議はないし、揚州と

いう地縁によって焦循がそれを目にしていた可能性

もある。

•	 巻三第 124 条：『越巣小識』

•	 巻四第 169 条：『台閣名言』

これらの文献については引き続き調査の必要がある。また

『劇説』を研究資料として用いる際には、かかる資料の信頼性

の問題がある点に十分留意する必要がある。

3. 『劇説』本文の問題点

3.1 本文の誤り

校訂作業を通じて、『劇説』本文の字句の誤りも多数見つ

かっている。我々の校訂・訳注作業では、『読曲叢刊』本を底

本とし、稿本と『中国古典戯曲論著集成』本を参照した。その

過程で見出された底本『読曲叢刊』本の誤りをまとめたのが右

表である。

表の「『劇説』テキスト」には『読曲叢刊』本と同様の誤り

が見られた『劇説』のテキストを示す。稿本を「稿」、『読曲叢

刊』本を「読」、『中国古典戯曲論著集成』本を「論」、3 種す

べてが誤っている場合は「全」とした。なお『中国古典戯曲論

著集成』本のみが誤っている個所については、別途、次章で

取り上げる。また、『劇説』諸本には清代の避諱による書き換

え、例えば「玄」→「元」、「丘」→「邱」などが多数見られる

が、それらについては挙げていない。

3.2 巻三第 141 条

右表に掲げた異同個所のうち、同条は前半部で前に取り上げ

た毛奇齢「擬元両劇序」を引いたあと、続けて毛奇齢の「何孝
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『 劇 説 』
テキスト 誤 正 訂正根拠

巻一第 16 条 全 南渡稍見淨、丑之目 南渡稍見淨、旦之目 『荘嶽委談』
巻一第 18 条 全 蘭香亭 香蘭亭 『宋史新編』
巻一第 20 条 全 杜祁公 杜岐公 『麈史』
巻一第 38 条 全 漢郊社志 漢郊祀志 『荘嶽委談』
巻一第 39 条 全 玉照宮 玉熙宮 『西河詩話』
巻一第 48 条 全 翠紅鄉兒女兩團員 翠紅鄉兒女兩團圓 『元曲選』
巻一第 53 条 全 孤和法曲 狐和法曲 『武林旧事』
巻一第 64 条 全 陳越 陳鉞 『明史紀事本末』
巻二第 71 条 読 明櫟社 明州櫟社 稿本・『留青日札』
巻二第 74 条 読　論 升菴集 升菴外集 稿本・『升庵外集』
巻二第 79 条 読　論 黃允何其愚 王允何其愚 稿本・『荘嶽委談』
巻二第 80 条 全 未為兇報 未為凶暴 『洛陽伽藍記』
巻二第 96 条 読 亦作寓公慕公狹邪 亦作寓公慕狹邪 稿本・『万暦野獲編』
巻三第 116 条 全 盧楠字次楩 盧柟字次楩 各種人名辞典
巻三第 130 条 読　論 奏本 秦本 稿本・『綴白裘』
巻三第 141 条 読　論 長山當玹家 長山富玹家 稿本・「何孝子伝」

読　論 福建福建衛。 福建福寧衛。 稿本・「何孝子伝」
巻三第 142 条 読　論 奮是出門 奮足出門 稿本・『鮚埼亭集外編』

読 不忍復奉尋親之曲 不忍復奏尋親之曲 稿本・『鮚埼亭集外編』
巻四第 148 条 全 弟之子澤 弟之子繹 『冬夜牋記』
巻四第 154 条 全 張國壽者 張國籌者 『池北偶談』

読 眼中不得 不得眼中 稿本・『池北偶談』
巻四第 161 条 読　論 一為至情者 一為情至者 稿本・『鴛鴦棒』
巻四第 170 条 全 陳罷齊 陳羆齋 『伝奇彙考標目』
巻四第 171 条 全 錢御史石城 錢御史石臣 『浙江通志』・『洛陽県志』
巻四第 173 条 読　論 今黔峽間 今黚峽間 稿本・『白茅堂集』
巻四第 178 条 全 山東沾化人 山東霑化人 各種地名辞典
巻四第 179 条 全 為吳觀察道夫之後 為吳觀察道父之後 『虞初新志』・『宋史』
巻五第 200 条 全 鄭庭玉 鄭廷玉 『録鬼簿』

全 夫容作裙衩 芙蓉作裙衩 『曲律』・『李商隠詩歌集解』
全 露裙衩 露裙靫 『全明散曲』
全 以齣作齝 以齝作齣 『曲律』・『桜桃夢・凡例』

巻五第 227 条 全 大行山 太行山 『宣和遺事』
全 淮陽 淮揚 『宣和遺事』
全 金人犯泲南府 金人犯濟南府 『宋史』

巻五第 233 条 読 狂鼓吏 狂鼓史 稿本・『四声猿』
巻五第 234 条 全 本吉州永新縣■家女也 本吉州永新縣樂家女也 『楽府雑録』
巻五第 242 条 稿　読 六變例也 亦變例也 『雨村詩話』

巻五第 243 条 読　論
借賈島以發二十餘年公車之

苦

借賈島以發舒二十餘年公車

之苦

稿本・「外舅広西按察使六
桐葉公改葬墓誌銘」

巻六第 245 条 読　論 陸次云輅 陸次公輅 稿本・『漁洋詩話』
全 玉茗又聞 玉茗又開 『漁洋詩話』
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子伝」を引いているが、二個所の字句・解釈に問題がある（右

表には掲載していない）。

何孝子こと何競は浙江蕭山の人である。明の弘治年間、父の

何舜賓が鄒魯に謀殺された仇を討ち、孝子として称えられた人

物である。

鄒魯は何舜賓を無実の罪に陥れて流刑に処すると、その家族

を次々と捕らえた。そのため、何競は母を背負い、妻の手を引

いて逃亡する。それに続いて以下のように記される。

達其女兄夫福建僉事県長山富玹家。

にわかには意味が取りにくい。『読曲叢刊』本は「富」を

「當」に作っており、さらに『中国古典戯曲論著集成』本は

「山當玹」に傍線を施し、人名として扱っている。

この部分、実際には「富玹」が人名である。『蕭山県志稿』

巻十五の伝によれば、富玹、字は友柏、浙江蕭山の人。成化

十七（1481）年の進士で福建按察司僉事を務めた。また「長山」

は浙江省蕭山県内の地名である。すなわち、この個所の字句を

『読曲叢刊』本が改めたのは誤りであり、「姉の夫で福建僉事を

つとめた長山の富玹の家に達した」という意味になる。

また何競は仇討ちを遂げたあと、三年間の配軍に処せられる。

戍孝子福建福寧衛。（孝子を福建の福寧衛への配軍に処した。）

『読曲叢刊』本は「寧」を「建」に作っているが、福寧は現

巻六第 251 条 全 諸名士共為檄檄大鋮罪 諸名士共為檄於大鋮罪 「侯朝宗本伝」
巻六第 258 条 全 嘉靖己丑 嘉靖乙丑 『宦遊紀聞』
巻六第 264 条 読　論 或無領 或無頷 稿本
巻六第 276 条 全 姚壯若 姚北若 『板橋雑記』李金堂校注
巻六第 280 条 全 謝憲使朝鮮 謝憲使朝宣 『真珠船』
巻六第 284 条 全 因思薰豬兒價輕 因思薰豬耳價輕 『堅瓠集』
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在の福建省寧徳市霞浦県にあたる実在の地名であるので、誤り

である。

これらは、稿本では正確に抄写されていたものが、『読曲叢

刊』本の段階で原典を参照することなく憶測で手が入れられた

ために、かえって誤ってしまったと思われる例である。前掲表

『読曲叢刊』本巻四第 153条

『中国古典戯曲論著集成』本 p.155

▼

▼

からわかるように、同様の例は多い。

3.3 その他の問題

巻五第 237 条は、『読曲叢刊』本では一つの記事だ

が、もともと稿本では二つの記事に分かれていた。一

つは周樹の『馮驩市議』雑劇を読んだ龔鼎孽の消渇が

治った話、一つは阮大鋮が『賜恩環』伝奇で周延儒を

もてなして取りなしを依頼した話であり、エピソード

の主題には関連がないし、人物・戯曲作品・引用文献

なども同じでない。『読曲叢刊』本刊行の際に、誤っ

て合併させてしまったものと思われる。

4. 『劇説』の排印本をめぐって

4.1 『中国古典戯曲論著集成』本について

現在、一般に『劇説』の定本として扱われる『中国

古典戯曲論著集成』本であるが、前掲の表以外にもい

くつかの誤りが見られる。

巻四第 153 条は、わずか 12 字の短い記事である。

興化李吉四名棟、有《犢鼻褌》曲。（興化の李吉

四、諱を棟というものに、『犢鼻褌』曲がある。）

この条を『中国古典戯曲論著集成』本は落している

（p.155）。特に校注も付されていないので、単純なミス

であると思われる。

この他の字句の誤りについて、次ページに表に掲げ
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4.2 『歴代曲話彙編』本について

兪為民・孫蓉蓉編になる『歴代曲話彙編』は、副題で「新編

中国古典戯曲論著集成」を称しており、唐宋元編 1 冊、明代編

3 冊、清代編 5 冊、近代編 3 冊からなる。唐宋元編は 2006 年、

その他は 2009 年に黄山書社より発売された。『中国古典戯曲論

著集成』が再版されない中にあって、古典戯曲関連論著をまと

まって入手できるようになった、という意味で、同シリーズの

刊行は歓迎される。

『歴代曲話彙編』は清代編第二冊に『劇説』を収録しており、

誤 正
巻一第 48 条 李太白匹配金線記 李太白匹配金錢記

是蕭德祥作 為蕭德祥作 ◯
巻二第 101 条 財凡若干雨 財凡若干兩

巻三第 133 条 授偽朝典例 援偽朝典例 ◯
巻三第 136 条 盧王廟 盧生廟 ◯
巻四第 154 条 太原萬修伯曰 太原萬伯修曰 ◯
巻五第 228 条 工人下專指毛延壽 工人不專指毛延壽

巻六第 290 条 諸公子獄始全解 諸公子獄始漸解 ◯
巻六第 301 条 仙子供奉 仙才供奉 ◯

る。字句の誤りの他に、引用範囲の誤り、

断句の誤り、固有名詞の誤りなどもある

が、割愛する。

前表に示した『読曲叢刊』本の誤り

が修正されていない個所を合わせると、

『中国古典戯曲論著集成』本の誤りはか

なりの数に上り、校訂の質は高いとは言

いがたい。

『読曲叢刊』本が底本であるとしている。しかし、『歴代

曲話彙編』本は、実際には『中国古典戯曲論著集成』本

を底本としている。このため、巻四第 153 条は『歴代曲

話彙編』本（p.407）でも脱落しているし（左図参照）、上

表の『中国古典戯曲論著集成』本の誤りのうち、「◯」

を付けたものは『歴代曲話彙編』本でも踏襲されている。

『中国古典戯曲論著集成』本の一見しておかしな個所や

固有名詞の明らかな間違いこそ校正されているが、その

ままでも意味の通じるところは軒並みそのままである。

以上から、『歴代曲話彙編』本は実際には『中国古典

戯曲論著集成』本を底本としており、『読曲叢刊』本を

ほとんど見ていないことは明白である。『中国古典戯曲

論著集成』本が『読曲叢刊』本を底本としているので、

『歴代曲話彙編』本 p.407

▼



[15]	 漢字文献情報処理研究会第
十九回大会（2016 年 12 月 11 日、

於東京大学本郷キャンパス経済学

研究科学術交流棟）の「座談会
『情報時代における日本中国
学の可能性』」における小島
浩之氏の問題提起「テキス
ト・クリティークにおけるデ
ジタル情報の活用」も、同様
の主旨のものであった。	
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それをそのまま踏襲して書いたのであろうが、研究資料として

の信頼性を大きく損なうやり方であり、いささか杜撰に過ぎる。

想像するに、比較的規模の大きな叢書の刊行という業績作り

を急ぐ余り、肝心な収録文献の校訂をなおざりにしたまま、先

行する排印本を寄せ集める形で編纂したのではあるまいか。こ

れは、近年の中国の人文学界で顕著な業績偏重、基礎的な校

訂・翻刻作業の軽視という風潮の一つの表れであるともいえる。

おわりに

以上のように、『劇説』の校訂・訳注作業を通じて見出され

た問題に関連して、二つの新たな発見があり、また引用文献処

理における特色、版本・排印本の信頼性などが明らかになった。

はじめにも触れたように、今後、我々の読書会の成果を整理・

刊行する予定であるが、そのことは『劇説』の信頼性の高い底

本を提供し、中国古典戯曲研究のバイブルたる『劇説』の有用

性をさらに高めることになるものと確信している。

ところで、昨今の大規模古典文献データベースの構築やオン

ラインリソースの充実によって、『劇説』の引用文献や作品・

人物などの調査は格段に効率が高まっている。ネット上で閲覧

できる版本が増えたし、人名辞典や伝記索引の類に収録されな

い人物について、『四庫全書』や『中国基本古籍庫』などの検

索を通じて出身地を特定し、中国国家図書館の数字方志を閲覧

して地方志に収録された伝を参照して詳細な情報を得る、とい

うようなことも可能になった。こうした状況にあって、『中国

古典戯曲論著集成』に限らず、20 世紀後半に出版され底本と

して使われている多くの校訂本は、見直されるべき時期にさし

かかっているのであろう [15]。

本稿は中国都市芸能研究会有志の長年に亘る読書会の成果の

上に立つものであり、本文の字句の異同や引用文献の確認など

は読書会メンバーそれぞれの調査によるものである。ゆえに本
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稿は、読書会全メンバーの共有の成果でもあることを、末筆な

がら書き添えておく。

参考文献一覧

『劇説』テキスト

稿本，『続修四庫全書』所収中国国家図書館所蔵鈔本影印

『読曲叢刊』本，『叢書集成三編』所収影印本

『中国文学参考資料小叢書』本，1957，古典文学出版社

『中国古典戯曲論著集成』第八冊，1960，中国戯曲研究院編，中国戯劇出

版社

『歴代曲話彙編』本，兪為民・孫蓉蓉編，2009，黄山書社

版本

『太平広記』，李昉輯，1961，中華書局排印本

『杜詩詳注』，杜甫撰，仇兆鰲注，1979，中華書局排印本

『堅瓠集』，褚人獲撰，『続修四庫全書』景上海図書館所蔵清康熙刊本

『淮海英靈集』，阮元輯，『続修四庫全書』景嘉慶三年小瑯嬛僊館刊本

『全毁書目』，姚観元輯，『続修四庫全書』景民国十年杭州抱経堂書局排印

本

『蕭山県誌稿』，中国国家図書館数字方志所収民国二十四年鉛印本

論著

阿部泰記，2004，『包公伝説の形勢と展開』，汲古書院

陳濤，2011，《包公戏研究》，人民出版社

杜桂萍，2004，《清初杂剧研究》，人民文学出版社
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北米における近代中国関係資料 
調査報告

戸部　健

はじめに

2015 年 9 月 1 日から 2016 年 8 月 31 日までの一年間、筆者

は、カナダ・アルバータ州エドモントンにあるアルバータ大学

文学部歴史古典学科（Department	of	History	and	Classic,	Faculty	of	

Arts,	University	of	Alberta）にて在外研修を行った。受け入れて

下さったのは同学科のライアン・ダンチ（Ryan	Dunch）先生で、

近代中国のキリスト教史研究の分野で著名な方である [1]。在

外研修先での筆者の主な活動は、大学の図書館で資料を収集す

ることと、ダンチ先生のゼミに参加することだったが、その合

間にアメリカ合衆国（以下、合衆国）でも資料調査を行った。周

知のように、北米には近代中国史関係の資料が多く保存されて

いる。ただ、日本から遠く費用もかかるため、これまで筆者は

それらを十分に利用することができなかった。そこでこの機会

を利用して関心のある資料を網羅的に収集しようと考えた。

調査では主に次のような分野の資料を重点的に集めた。①

近代北京・天津におけるキリスト教青年会（YMCA）関係資料、

②近代中国および台湾における皮影戯関係資料、③近代におけ

る中国茶および日本茶のアメリカ輸出に関する資料。いずれも

筆者が参加している科研費プロジェクトに関わるものである。

とりわけ力を入れたのが①に関する調査で、かなりの量の資

料を写真データなどのかたちで入手することができた。②の結

果はそれに劣るが、これまで日本や中国であまり知られていな

かった資料の発見もあった [2]。今後それらを利用した成果を

＊	 本稿は日本学術振興会科学研
究費補助金「近現代中華圏の
伝統芸能と地域社会～台湾の
皮影戯・京劇・説唱を中心
に」（平成 27 ～ 30 年度、基盤研

究 (B)、課題番号：15H03195、研究

代表者：氷上正）による成果の
一部である。

[1]	 代表的な著作に以下があ
る。Ryan	 Dunch,	 Fuzhou 
Protestants and the Making of 
a Modern China, 1857-1927,	
Yale	University	Press,	2001.

[2]	 ③についてはロンドンでの調
査で比較的大きな成果があっ
た。詳しくは以下を参照のこ
と。拙稿「戦前期北米の東ア
ジア茶専門貿易業者の経営状
況―ロンドン市文書館所蔵
アーウィン商会関係資料に
ついて―」『アジア研究』（静

岡大学人文社会科学部アジア研究

センター）第 12 号、2017 年 3
月刊行予定。



[3]	 本書のように、中国キリスト
教史関係の工具書には、宗教
史以外の研究者にも役に立つ
ものが多い。詳しくは以下を
参照のこと。倉田明子・魏郁
欣「中国キリスト教史基礎文
献・所蔵機関案内」『歴史評
論』765 号、2014 年。
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順次出していきたいと考えている。

アメリカでの資料調査に関心を持つ中国研究者も多いと思い、

以下では今回の資料調査で依拠した主な工具書やウェブサイト

の情報や、実際に訪問した図書館・文書館の利用方法などにつ

いて紹介する。その上で、本誌読者の関心を想定して、上記②

の成果について最後に簡単に述べる。

1. 資料調査に有用な工具書・ウェブサイト

① 工具書

•	 Chengzhi	Wang（ 王 成 志 ）	,	Su	Chen（ 陳 粛 ）,	Archival 

Resources of Republican China in North America,	Columbia	

University	Press,	2015.

中国名は『北美民国研究档案資源指要』といい、北米の文書

館に保存されている中国関係のコレクションのうち、注目すべ

き 329 のコレクションについて詳しく説明している。英・中二

言語で書かれている。

•	 Xiaoxin	Wu,	Christianity in China: A Scholars' Guide to 

Resources in the Libraries and Archives of the United States,	

Second	Edition,	Routledge,	2009.

中国キリスト教史に関する資料の合衆国での所蔵状況につい

て指南したものだが、大変網羅的であり、キリスト教史以外の

研究者にとっても利用価値が高い [3]。

•	 Endymion	Wilkinson,	Chinese History: A New Manual,	

Fourth	Edition,	Harvard	University	Asia	Center	for	the	

Harvard-Yenching	Institute,	2015.

『中国歴史新手冊』という書名でも知られる中国史研究入門。

1,135 頁からなる重厚なもので、古代から近代までの中国史を

研究する上で有用な基本書籍、工具書、資料集、データベース

などの情報を取り上げる。本書は第四版で、第一版は 1998 年

に刊行されている。

Archival Resources of Republican China in 
North America

Christianity in China
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② ウェブサイト

•	 ArchiveGrid	（https://beta.worldcat.org/archivegrid/）

北米などの千を超える所蔵機関に保存されている資料コレク

ションを横断検索することができる。特定の人物や団体などに

関するもので、各地に散在している資料をまとめて探すのに大

変便利である。また、ひとまず関心のあるキーワードで検索し

てみるだけでも意外な発見に結びつく可能性がある。

•	 各図書館・文書館のウェブサイトに掲載されている手引

き（Finding	Aid）

北米の図書館・文書館は、所蔵する文書コレクションについ

てかなり詳細な手引きを作成しており、それらの多くはウェブ

サイト上で公開されている。事前に目を通し、必要な資料を

メールなどで請求しておけば、現地での時間をより有効に使う

ことができる。

2. 筆者が訪問した合衆国の図書館・文書館

合衆国の図書館・文書館の利用方法は当然のことながらそれ

ぞれ異なる。各館のウェブサイトなどで調べる必要があるが、

分かりづらいことも多く、結構難儀である。ただ、次の点につ

いてはおおよそどの館でも共通しているように思える。

•	 利用手続きの際に必要なのは基本的にパスポートのみ

だが、施設によってはセカンド・フォト ID（住所がロー

マ字で印字してあり、顔写真のついたもの）の提示が求められ

る。その場合、筆者は国際免許証を提示した。

•	 デジタルカメラを使用した写真撮影はほとんどの施設で

可能である。ただし、撮影方法については施設によって

独自の作法がある。

•	 多くの施設でゲスト ID を利用して Wi-Fi に接続できる。

施設によっては閲覧証の ID とパスワードを使ってオン

Chinese History: A New Manual



[4]	 以下のサイトにも詳しいの
で参照のこと。「米国議会図
書館の入館手続きと閲覧」
（「アーカイヴ情報あれこれ」九州

大学附属図書館ウェブサイト内に

ある三輪宗弘氏のブログ、http://

guides.lib.kyushu-u.ac.jp/content.

php?pid=419486&sid=3429252）

米国議会図書館
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ライン・データベースにログインできるところもある。

以下、筆者が訪問した所蔵機関について簡単に紹介する。

① 米国議会図書館（Library of Congress）[4]

所蔵する中国関係資料：三千万冊以上の蔵書量を誇るため、

中国関係の資料も多く所蔵している。とりわけ中国近代

史関係で有用なのが、第二次大戦後に接収された満鉄関

係資料である。その多くはマイクロフィルム（『満鉄刊行

資料』）のかたちで日本の国立国会図書館でも見ることが

できるが、マイクロフィルム化されていない資料も依然

としてある。

場所：101	Independence	Ave,	SE,	Washington,	DC	20540	

（地下鉄ブルーライン・オレンジラインのキャピタル・サウス

（Capital	South）駅下車、北に徒歩約 5 分、合衆国議会裏手）

利用方法：議会図書館はジェファソン館（Thomas	Jefferson	

Building）、マディソン館（James	Madison	Memorial	Building）、

アダムス館（John	Adams	Building）の 3 棟で構成されてい

る。まずマディソン館の LM140 室で入館証を作る。こ

の際パスポートが必要となる。なお、入館証は二年間

有効だが、その ID で期限内に限り Hathitrust	Digital	

Library（後述）にログインできる。

資料の閲覧：中国史に関する資料は主

にジェファソン館の大閲覧室（Main	

Reading	Room）かアジア資料閲覧室

（Asian	Reading	Room）で閲覧するこ

とになる。大閲覧室で閲覧する書籍

についてはオンラインで出庫申請が

できるが、アジア資料閲覧室で閲覧

するものに関しては閲覧室備付の申

請書で取り寄せる。



[5]	 イエンチン図書館について
は、以下も参照のこと。「ハー
バード大学	ハーバード・イェ
ンチン図書館―第 1 期―」
（「在外日本古典籍研究会ウェブサ

イ ト 」http://www.jlgweb.org.uk/

ojamasg/details/harvard2.html）。
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資料のスキャン・撮影：それぞれの閲覧室にはオーバー

ヘッド式のスキャナが備え付けてある。自身の USB メ

モリを機械に挿入し、スキャンする。写真撮影の可否に

ついては不明である。

オンライン・データベースの利用：館内では Wi-Fi に接続

できるが、その回線を通して議会図書館が契約している

オンライン・データベースを利用することができる。英

語圏や中国語圏のものなど膨大な量のデータベースを

使うことができるが、一部のサイト（「大成老旧刊全文数拠

庫」など）については読み込み速度が異常に遅い時があ

る。

② ハーバード大学イエンチン図書館（Yenching Library）・ホー

トン図書館（Horton Library）[5]

所蔵する中国関係資料：（A）イエンチン図書館：アメリカ

の中国研究のハブだけあり、相当な蔵書量を誇る。日

本語の研究書もかなりの数集めている。皮影戯に関し

ては「皮影戯劇本 118 種」（北京の皮影戯班で使用された

もの、後述）という資料が目を引く。（B）ホートン図書

館：プロテスタント・ミッションとして中国などで活躍

し、YMCA とも関係があったアメリカン・ボード（The	

American	Board	of	Commissioners	 for	Foreign	Missions）の文

書資料が保存されている。同ミッションの中国関係文書

のうち、1920 年以前のものについては一部がマイクロ

フィルム化されて日本でも同志社大学図書館などで見る

ことができるが、それ以外のものについてはここでない

と見ることができない。

場 所：Harvard	University,	Cambridge,	MA	02138（ ボ

ストン地下鉄レッドラインのハーバード・スクエア（Harvard	

Square）駅で下車。徒歩数分。図書館によって異なる）

利用方法：文書など特蔵資料を閲覧する予定がある場合は、



[6]	 https://aeon.hul.harvard.edu
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事前にウェブ上 [6]で特蔵資料請求アカウント（Special	

Collections	Request	Account）	を作成し、閲覧希望資料をリ

クエストしておく。合わせて特蔵資料閲覧証（Harvard	

College	Library	Special	Collections	Card）も申請しておく。

大学に着いたらワイドナー記念図書館（Widener	Library、

大学のメイン図書館）の図書館利用特権案内所（Library	

Privileges	Office）にて図書館閲覧証（Visiting	Researcher	

Card）を発行してもらう。また、特蔵資料を閲覧する場

合は特蔵資料閲覧証も発行してもらう。

資料の閲覧：（A）イエンチン図書館：入館には閲覧証が必

要となる。書庫の書籍やマイクロフィルムは自由に利用

できるが、外部倉庫に保管されているものは申請して取

り寄せてもらう必要がある。なお、筆者が訪問した際は

日本語ができる係員が勤務していた。（B）ホートン図書

館：荷物をロッカーに預けて閲覧室に入り、カウンター

で利用者登録をする。その際事前にオンラインで特蔵資

料をリクエストしている旨を係員に伝える。

資料のスキャン・撮影：（A）イエンチン図書館：オーバー

ヘッド式のスキャナが備え付けられているほか、大学

が発行する IC カード（Crimson	Cash、イエンチン図書館で

も入手できる）を利用して印刷もできる。（B）ホートン図

書館：スキャナは備え付けられていない。デジタルカメ

ラでの撮影は可能である。ただしシャッター音とフラッ

シュはオフにしなければならない（これは他の所蔵機関で

の撮影でも同様）。

③ イエール大学バイネッキ貴重書マニュスクリプト図書館

（Beinecke Rare Book and Manuscript Library）・ 神 学 校 図 書 館

（Divinity Library）

所蔵する中国関係資料：プロテスタント・ミッションに関

する資料を多く保有している。いわゆる個人資料も多く



[7]	 Austin	O.	Long	Papers,	1918-
1929,	Record	Group	No.	146.

[8]	 http://guides.library.yale.
edu/spec ia l co l l ec t i ons/
speccoll-register
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受け入れており、天津 YMCA の幹事として五

四運動期に中国に滞在したオースティン・ロン

グの書簡資料（日記調で綴られている）[7]は筆者

にとっては極めて有用であった。

場 所：Yale	University,	New	Haven,	CT	06511

（アムトラックなどのニュー・ヘイブン・ユニオン駅か

ら大学バスで約 10 分）

利用方法：特蔵資料を見る場合は、事前にイエー

ル大学図書館ウェブサイトに掲載されている案

内 [8]を参照して特蔵資料閲覧のためのアカウ

ントを作成し、閲覧希望資料をリクエストして

おく。現地に着いたらスターリング記念図書館

（Sterling	Memorial	Library、大学のメイン図書館）	の

利用者特権案内所（Privileges	Office）にて閲覧証（Stacks	

Pass）を発行してもらう。発行にはパスポートのほかに

本務校の職員証などが必要となる。

資料の閲覧：事前の申請に基づいて資料を閲覧することが

できる。なお、神学校図書館では閲覧の際に閲覧証のほ

かにパスポートも必要になるので注意が必要である。

資料のスキャン・撮影：いずれの図書館にもオーバーヘッ

ド式のスキャナは備え付けられていない。他方、神学校

図書館にはコピー機が置いてあったように記憶している。

写真撮影は自由に行うことができる。

オンライン・データベースの利用：大学の Wi-Fi を通して、

イエール大学が契約しているオンライン・データベース

を利用できる。なお、神学校図書館所蔵の文書の一部は

Digital	Collections としてすでに公開されている（後述）。

中国関係の資料も多数含まれ、大変有用である。

④ コ ロ ン ビ ア 大 学 ユ ニ オ ン 神 学 院 バ ー ク 図 書 館（Burke 

イエール大学神学校図書館
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Library, Union Theological Seminary）

所蔵する中国関係資料：キリスト教研究のハブとして世界

的に有名なため、中国のキリスト教関係の資料も多く所

蔵している。そのほか、今回の調査では時間の関係で訪

問できなかったが、同大学のティーチャーズ・カレッジ

の図書館にも中国関係の資料が多く残されている。

場所：3041	Broadway,	New	York,	NY	10027（地下鉄 1・2・

3 号線の 116 ストリート・コロンビア大学駅（116	St-	Columbia	

University）で下車。徒歩 5 分）

利用方法：何らかの特権（ニューヨーク大学の学生身分を持つ

など）を有しない学外者がコロンビア大学の図書館に入

館するには、以下のような手順を踏む必要がある。①

42 丁目・5 番街（42nd	St-5th	Ave）にあるニューヨーク公

共図書館（New	York	Public	Library）のシュワルツマン図

書館（Stephen	A.	Schwarzman	Building）の児童書閲覧室で

臨時利用証を作り（無料）、その身分を利用して 2 階の

閲覧室で係員に紹介状（METRO	Card）を書いてもらう。

②コロンビア大学バトラー図書館（Butler	Library、

大学のメイン図書館）で各図書館専用の臨時閲覧証

を発行してもらう。③各図書館に入館する。なお、

ニューヨーク公共図書館の臨時利用証の有効期限

は非常に短いが（筆者の場合は 1 週間程度）、そのア

カウントを利用して、同館が契約しているオンラ

イン・データベースを館外利用することができる。

資料の閲覧：書庫に入って、資料を自由に閲覧する

ことができる。

資料のスキャン・撮影：スキャナは配備されていな

かったように記憶している。写真撮影は自由に行

うことができた。

オンライン・データベースの利用：臨時閲覧証では

コロンビア大学ユニオン神学院バーク図書館



[9]	 https://raccess.rockarch.org

[10]	 http://dimes.rockarch.org/
xtf/search
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学内のオンライン・データベースに入ることができない。

Wi-Fi にはゲストとして接続できる。

⑤ ロ ッ ク フ ェ ラ ー・ ア ー カ イ ヴ・ セ ン タ ー（Rockefeller 

Archive Center）

所蔵する中国関係資料：ロックフェラー財団が深く関わっ

た美国中華医学基金会（China	Medical	Board）や北京協和

医科学院（Peking	Union	Medical	College）、そして郷村建設

運動などに関する文書資料などが保存されている。

場 所：15	Dayton	Avenue,	Sleepy	Hollow,	New	York	

10591（ニューヨーク・マンハッタンのグランド・セントラル駅

からメトロ・ノース・ハドソン・ラインで一時間ほど行ったタ

リータウン駅（Tarrytown）で下車。そこからタクシーで約 10 分。

事前にアーカイヴ・センターに送迎のお願いをしておくと、バン

が迎えに来てくれる。ただし、送迎時間は朝と夕のみなので、タ

クシーを使わないかぎり、朝から晩までアーカイヴ・センターに

いなければならないことになる）。

利用方法：事前にアーカイヴ・センターのウェブサイ	

ト [9]で会員登録をし、それとは別に館内資料検索サイ

ト（DIMES）[10]で閲覧資料の予約をする。そしてセン

ターにメールを出し、アポイントメントを申請する。す

ると先方から返信が来るので、セ

ンターを訪問する日時や送迎の希

望などを伝える。当日は閲覧室に

入る前にアーキヴィストから資料

の扱いについて簡単なレクチャー

を受ける。

資料の閲覧：2 階の閲覧室を利用す

る。10 名ほどしか利用できない

狭い部屋である。部屋に入ってし

ばらくすると申請した資料をアー

ロックフェラー・アーカイヴ・センター



[11]	 拙 稿「YMCA ア ー カ イ ヴ
ズ（ミネソタ大学）所蔵中国
YMCA 関係史料について」
『史学』第 84 巻第 1・2・3・
4 号、2015 年。
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キヴィストが運んできてくれる。疲れたら 1 階のダイニ

ングで一休みできる。そこにはコーヒーやクッキーがあ

らかじめ用意されている。また、場合によっては昼食会

形式のランチが振る舞われることもある。ただ、基本的

に昼食を持参することを強く勧める。付近に昼食を購入

できるお店がないからである。

資料のスキャン・撮影：スキャナは設置されていない。デ

ジタルカメラでの写真撮影は自由に行うことができる。

オンライン・データベースの利用：センターで契約してい

るデータベースはないようである。ただ、センターが所

蔵する資料の一部はデジタル化されて DIMES で公開さ

れている。館内では無料で Wi-Fi を利用できる。

	これらのほかにミネソタ大学カウツ・ファミリー・YMCA

アーカイヴズ（Kautz	Family	YMCA	Archives）も訪問したが、そ

ちらについてはすでに別稿 [11]で紹介しているので、ここでは

省略する。

3. 中国史研究に有用な英語圏のオンライン・デー
タベース

一部の大学図書館では、臨時閲覧証の利用者でも、大学が契

約するオンライン・データベースにログインできると上で述べ

た。ここではそうしたデータベースのうち、近代中国史を研究

する際に有用と思われるものをいくつか紹介する。そのほとん

どが導入に多額の費用を要する有料データベースだが、筆者が

滞在したアルバータ大学をはじめ、中国研究が盛んな大学の多

くで基本的なインフラとして活用されているようである。日本、

中国、台湾、香港の大学のなかにもそれらの供用を始めている

ところがあるが、その数は現時点で多くない。他方で、オープ

ン利用が可能なデジタル・ライブラリーやデジタル・アーカイ
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ヴズも充実してきており、それらを横断検索できるサイトなど

も登場してきている。

① China: Trade, Politics and Culture 1793-1980（http://www.

amdigital.co.uk/m-products/product/china-trade-politics-and-

culture-1793-1980/）

有料データベース。ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院

図書館や大英図書館をはじめ、ケンブリッジ大学、デューク大

学、イエール大学神学校などの図書館、チャーチ・ミッショナ

リー・ソサイエティーなどの文書館が所有する中国関係の欧

文書籍・雑誌・文書など約 1,000 種のデータが収録されており、

それらの全文一致検索ができる。雑誌記事などを収集する際に

便利である。

② C h i n a :  C u l t u r e  a n d  S o c i e t y （ h t t p : / / w w w .

chinacultureandsociety.amdigital.co.uk/）

有料データベース。コーネル大学図書館に所蔵されている

東アジア関係のパンフレット資料である Charles	W.	Wason	

Collection をデジタル化したもの。言語や文学、娯楽、纏足、

アヘン、哲学、宗教、国際関係など様々なトピックに関する資

料が含まれている。

③ China, America and the Pacific（http://www.amdigital.co.uk/

m-products/product/china-america-and-the-pacific/）

有料データベース。18 世紀から 20 世紀にかけて中国・アメ

リカ・太平洋地域のあいだで交わされた文化・経済活動に関す

る資料を収めている。アメリカの大学図書館に所蔵されている

欧文資料が主となる。

④ Nineteenth Century Collections Online（http://www.gale.

com/primary-sources/nineteenth-century-collections-online/）

有料データベース。19 世紀（一部 20 世紀初頭も含む）に刊行さ

れた欧文書籍や雑誌、パンフレットなどのデータを検索できる。

中国関係の資料も豊富にある。一部の資料に関しては英語版の
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ほかに中国語版も収録されている。例えば中国 YMCA の機関

誌である China’s Young Men に関してはその中国語版『青年』も

収めている。

⑤ Yale University Library,  Divinity Library,  Digital 

Collections（http://web.library.yale.edu/divinity/digital-

collections）

無料のデジタル・アーカイヴズ。イエール大学神学図書館所

蔵の宣教師関係資料の一部をデジタル化して公開している。中

国に関しては各ミッションの年次報告や、ミッション学校など

を映した写真が豊富に掲載されている。

⑥ Hathitrust Digital Library（https://www.hathitrust.org/）

2008 年にカリフォルニア大学などが中心になって設立した

電子図書館。Google	Books や Internet	Archive などによって

データ化されたものをはじめ、大量の書籍データを閲覧できる。

ログインしない状態でも一部の書籍をダウンロードすることが

できるが、その真価はログインすることでこそ発揮される。上

述したように、米国議会図書館で閲覧証を作ると、その ID で

Hathitrust に入ることができる。その際は、トップページ右上

の「Log	 in」をクリック→「Choose	your	partner	 institution」

から「Library	of	Congress」を選択し「Continue」をクリック

→必要情報を入力すると認証手続き完了となる。

⑦ Digital Public Library of America（https://dp.la/）

Internet	Archive や Hathitrust（一部）を含む、アメリカの

各所蔵機関のデジタル・ライブラリーやデジタル・アーカイヴ

ズを横断検索できるサイトで、2013 年に誕生した。もちろん

遺漏もあるが、新たな発見も多い。

4. 北米に保存されている皮影戯関係資料について

最後に、北米に保存されている皮影戯関係資料のうち注目す



[12]	 Fan	 Pen	 Li	 Chen,	 Chinese 
Shadow Theatre: History, Popular 
Religion, and Women Warriors,	
McGill-Queen’s	University	
Press,	2007,	pp.229 ～ 230.	な
お、ハーバード大学イエンチ
ン図書館の館長をつとめた呉
文津の著述をまとめた『美国
東亜図書館発展史及其他』
（聯経出版、2016 年）の 173 頁
には、ハーバード大学教授の
方志彤がこれらの劇本を購入
したと書かれているが、方志
彤の英語名は Achilles	Chih-
t'ung	Fang である。それ以
外に Else	M.	Fang という英
語名があったかについては現
時点でよく分からない。
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べきものを二つ紹介する。

① ハーバード大学イエンチン図書館所蔵「皮影戯劇本 118

種」

清末民国期に北京で上演されていたと思われる皮影戯の劇

本コレクション（24 冊）。これまで英語圏以外ではその存在が

あまり知られていなかったように思われる。陳凡平氏（ニュー

ヨーク州立大学オルバニー校）の著書によると、Else	M.	Fang（詳

細不明）によって 1930 年代に北京で入手されたものだという。

また、Fang はリタイアした芸人が持っていたコレクション（5

つの劇団によって上演された 118 の劇目について筆記された 24 冊の資料）

を購入したようで、それらはその他の資料（数冊のノートと、18

種の劇本の写し）とともにのちにハーバード大学イエンチン図書

館によって獲得されたとのことである [12]。各冊の内容は以下

の通りである。

v.1.	 收威 ,	洛園 ,	失釵 ,	雙鎖山 ,	殺四門 ,	放腳 ,	探

窰 ,	天仙送子（以上錫慶班）

v.2.	 竹林計 ,	五雷轄 ,	闖山 ,	小姑賢 ,	殺四門

v.3.	 打灶 ,	高老莊 ,	放腳（以上裕慶班）

v.4.	 罵閻 ,	雙冠 ,	金山寺 ,	獻瑞 ,	慶夀 ,	送子 ,	賜福

v.5.	 借傘 ,	火熖山 ,	芭蕉扇 ,	棋盤會 ,	闖山 ,	聽琴 ,	

倒庭門（以上錫慶班）

v.6.	 抱妝盒 ,	走鼓氈綿 ,	寫狀 ,	打灶王 ,	要嫁妝 ,	罵

閻（以上永順和）

v.7.	 雄黃陣 ,	偷蘿蔔 ,	偷蔓菁 ,	盗靈芝草 ,	送傘 ,	遊

西湖

v.8.	 送子 ,	夜宿花亭 ,	姐妹爭夫 ,	小姑賢 ,	斬竇娥 ,	

碰城（以上喜慶班）

v.9.	 拋彩球 ,	打金枝 ,	七子八婿 ,	探病 ,	趕妓 ,	借

衣 ,	合鉢（缺）,	兩怕 ,	祭塔
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v.10.	無底洞 ,	盗靈芝 ,	馬鞍山 ,	謀館

v.11.	顯魂 ,	百草山 ,	爬柳樹 ,	殺四門（以上永順和記）

v.12.	當皮箱 ,	殺嫂 ,	送米 ,	打口袋

v.13.	開謗 ,	官誥 ,	扒柳樹 ,	無底洞

v.14.	大封官 ,	胡廷亭搬兵（六月雪後部）

v.15.	收周德威 ,	打虎 ,	打瓜精

v.16.	拋藍 ,	打圍 ,	搬母 ,	審桑氏 ,	祭石人

v.17.	五雷霞 ,	回違 ,	抱妝盒 ,	壹匹布

v.18.	報喜 ,	洞房 ,	雪梅教子 ,	三娘教子 ,	小龍門 ,	百

草山 ,	跳神

v.19.	長坂坡

v.20.	盜靈芝 ,	雄黃陣 ,	寫狀 ,	打灶 ,	掃雪

v.21.	別窰 ,	稍書 ,	借䯼髻

v.22.	先生推磨 ,	母女頂嘴 ,	小罵城 ,	搧墳 ,	三疑 ,	三

怕

v.23.	借䯼髻（坐樓）,	拷玉 ,	小上墳 ,	打棗 ,	棋盤會 ,	

闖山（以上吉順班）

v.24.	雙鎖山

② イ ン デ ィ ア ナ 大 学 伝 統 音 楽 ア ー カ イ ヴ ズ（Archives of 

Traditional Music）所蔵ラウファー・コレクション

20 世紀初頭に人類学者のベルトルト・ラウファー（Berthold	

Laufer）によって中国で収集された資料の多くが現在ニュー

ヨークのアメリカ自然史博物館（American	Museum	of	Natural	

History）に所蔵されていることは、以前からよく知られている。

コレクションには皮影戯の人形なども多く含まれており、これ

までも注目されてきた。ただ、彼が上海と北京で採録した音声

資料が、インディアナ大学伝統音楽アーカイヴズに保存されて

いることはあまり知られていなかったのではなかろうか（ただ

し、所蔵権はアメリカ自然史博物館のままである可能性が高い）。China,	

Shanghai	and	Peking,	1901-1902 というタイトルが付けられた
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その音声資料群には、皮影戯関係の録音もいくつか散見される。

インディアナ大学伝統音楽アーカイヴズにコンタクトを取った

ところ、二種類の資料目録（同アーカイヴズで作成されたものとア

メリカ自然史博物館で作成されたもの）を送って下さった。それら

の目録に掲載された音声資料のうち皮影戯に関するものと思わ

れるのは以下の四点である。

＊ 133 ～ 137　Shadow	Play	金山寺　（北京）

161 ～ 170　Drama 夜宿花亭（Shadow	Play）　（上海）

＊ 171 ～ 178　Drama 大補缸	Shadow	Play　（上海）

228 ～ 255　Shadow	Play　（北京）

	 ＊：アメリカ自然史博物館の目録のみに記載があるもの

これらは現存する皮影戯関係の音声資料としてはおそらく最

も古いものであり、極めて貴重であると考える。

おわりに

以上、筆者が北米での資料調査で得た知識の一端を紹介した。

もちろん、ここで取り上げたもの以外にも近代中国史関係の資

料を所蔵する施設は北米各地に多数存在する。個々の研究者が

自らの関心に基づいて資料を探索するなかで、これまで日本や

中国であまり知られていなかった資料を発見することがあるか

もしれない。その過程で本稿が何らかの役に立てれば望外の喜

びである。ただし、情勢は刻々と変化する。そのため、本稿で

取り上げた各所蔵機関を訪問する際は、各館のウェブサイトも

あわせて確認されることを強く勧める。
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「近現代中華圏の伝統芸能と地域社会」

2016 年度現地調査の概要

氷上　正・佐藤　仁史・千田　大介・

二階堂　善弘・山下　一夫

はじめに

中国都市芸能研究会では、2015 年度より科学研究費補助金

（基盤研究 (B)）「近現代中華圏の伝統芸能と地域社会～台湾の皮

影戯・京劇・説唱を中心に」（研究課題番号：15H03195、研究代表

者：氷上正）の助成を受けて、台湾を中心に広く中華圏の皮影

戯・京劇・説唱などの伝統芸能と、それらを取り巻く地域社会

を考究するプロジェクトを立ち上げた。

研究 2 年目となる平成 28 年度は、夏期に台湾において現地

調査を行った。前年度の予備調査を受け、高雄では市政府直轄

の博物館である皮影戯館に所蔵される文献資料調査や永興楽皮

影劇団でのインタビュー、台北では相声関連の調査・資料収集、

宗教行事調査などを行った。

10 月には、平成 29 年夏開催の「いいだ人形劇フェスタ

2017」に参加予定の永興楽皮影劇団の来日予備公演に同行し、

上演状況の調査を行ったほか、比較検討のため長野県飯田にお

いて人形浄瑠璃および人形劇の予備調査も実施した。

11 月には、香港・広東の現地調査を実施した。潮州韓山師

範学院に鄭守治氏を訪問し、現地研究協力者として今後の研究

への協力を依頼、ご快諾いただくとともに、氏がこれまで収集

した関連資料をご提供いただいた。香港においては太平清醮と

そこで上演される木偶劇について調査を行った。

また、いずれの地域においても、上演活動と密接な関わりを

持つ寺廟について現地調査を実施した。
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1. 夏期台湾現地調査

9/1	 	 千田・山下　終日：羽田空港より空路、台

北松山空港へ。台北より陸路、高雄

へ。

	 	 氷上　終日：羽田空港より空路、台北松山

空港へ。

9/2	 	 千田・山下　終日：高雄市内にて資料収集。

	 	 氷上　終日：偶戯博物館見学、および大稲

埕戯苑にて調査。

9/3	 	 千田・山下　終日：嶺南科技大学の邱一峰

氏と合流、高雄市内にて打合せ。
上：台北曲芸団説唱相声のポスター

中：高雄市立皮影戯館　下：永興楽皮影劇団・張歳氏	 	 氷上　終日：大稲埕戯苑およ

び芸術資料館にて調査。

9/4	 	 千田・山下　午前：邱一峰氏

とともに高雄市立皮影

戯館を訪問、花堂翔氏

の案内で所蔵資料を調

査。

	 	 	 午後：高雄市弥陀区の

永興楽皮影劇団を訪問、

皮影戯『西遊記』上演

見学（主演：張新国、副

演：張信鴻、絃：張英嬌、

羅鼓：張歳）、およびイ

ンタビュー。

	 	 氷上　終日：大稲埕戯苑およ

び卡美地喜劇倶楽部に

て調査。

9/5	 	 千田・山下　終日：高雄市立
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皮影戯館にて資料調査。

	 	 氷上　終日：芸術資料館にて資料調査。

9/6	 	 千田・山下　終日：高雄文化中心および高

雄市立歴史博物館を見学。

	 	 氷上　終日：歴史博物館にて資料調査。

9/7	 	 千田　終日：高雄市内にて資料収集。

	 	 山下　終日：高雄師範大学を訪問。

	 	 氷上　終日：台湾博物館および台北探索館

にて芸能関連資料調査。

9/8	 	 千田・山下　午前・午後：高雄市内にて資

料調査。

	 	 二階堂　午後：関西国際空港より空路、高

雄へ。

	 	 千田・二階堂・山下　夜：研究打合せ。

	 	 氷上　終日：台北松山空港よ

り空路、帰国。

9/9	 	 千田・山下　午前：陸路、高

雄から台北へ移動。

	 	 二階堂　終日：東港にて王爺

廟として有名な東隆宮

を調査。

9/10	 千田・山下　終日：古亭長慶

廟廟会を調査。

※古亭長慶廟は福徳正神を祀っ

た廟で、毎年農暦の八月十

日・十一日に廟会を行う。

	 	 二階堂　終日：岡山にて、高

雄市立皮影戯館・寿天

宮を調査、高雄市内に

て三鳳宮を調査。

上：コメディ喜劇倶楽部のコント

中：高雄市立歴史博物館
下：古亭長慶廟廟会
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9/11	 千田・山下　終日：台北市内

にて資料収集。

	 	 二階堂　終日：屏東にて慈

鳳宮（媽祖廟）・聖帝廟

（関帝廟）・屏東孔子廟

を調査。

9/12	 千田　終日：台北市内にて資

料収集。

	 	 山下　終日：淡江大学を訪問。

	 	 二階堂　午前：屏東にて玉皇

宮・都城隍廟等を調査。

	 	 	 午後：鳳山にて、城隍

廟等を調査。

9/13	 千田・山下　午前：台北偶戯

館および台北歴史博物

館を見学。

	 	 	 午後：台北市内にて資

料収集。

	 	 二階堂　終日：高雄国際空港

より空路、帰国。

9/14	 千田　終日：台北市内にて資

料収集。

	 	 山下　終日：大竜峒保安宮礼

斗法会の調査。

※大竜峒保安宮は保生大帝を

祀った廟で、毎年農暦の八月

十日から十六日にかけて礼斗

法会を行う。

9/15	 千田・山下　終日：台北松山

空港より空路、帰国。

上：屏東・東隆宮

中：高雄・三鳳宮
下：屏東・慈鳳宮
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上：台北偶戯館

2. 高雄永興楽皮影劇団訪日公演
同行調査

10/27	千田・山下　午前：永興楽皮

影劇団（以下「劇団」）

の早稲田大学演劇博物

館訪問に同行。

	 	 	 午後：東京より陸路、

長野県飯田市へ。市内

の川本喜八郎人形博物

館にて、劇団とともに

現地スタッフと打合せ。

10/28	千田・山下　午前：劇団とと

もに今田人形の館を訪

問。

	 	 	 午後：劇団とともに竹

田扇之助記念国際糸操

り人形館・黒田人形舞

台・黒田人形浄瑠璃伝

承館を訪問。

	 	 	 夜：川本喜八郎人形博

物館にて劇団による影

絵人形劇『サンドバッ

グをめぐる三つの物

語』と『西遊記・火焰

山』（主演：張新国、副

演：張信鴻、花堂翔、施

郁芬）上演。終了後、

ワークショップ開催。

10/29	千田・山下　終日：陸路、東

中：今田人形の館にて
下：黒田人形舞台
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京へ移動。

3. 秋期香港・潮州現地調査

11/10	千田　終日　空路にて東京羽

田空港より香港に移動。

11/11	千田　終日　香港市内にて資

料収集。

11/12	千田　終日：香港市内にて資

料収集。

	 	 山下　終日：羽田空港より空

路、香港へ。

	 	 千田・山下・佐藤　現地調査

に関する打合せ・意見

交換（佐藤は香港にて在

外研究中）。

11/13	千田・山下　終日：香港国際

空港より空路、広東省

潮州へ。

	 	 佐藤　終日：陸路、広東省潮

州へ。

11/14	山下・佐藤　終日：韓山師範

学院の鄭守治氏を訪問。

	 	 千田	 終日：体調不良のため

休養。

11/15	千田・山下・佐藤　終日：鄭

守治氏とともに潮州市

内の寺廟および伝統演

劇関連施設を調査、開

元寺・饒宗頤学術館・

媽祖廟・謝氏世族宗

韓山師範学院

潮州天后廟

潮州開元寺

上演後のワークショップ
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祠・外江梨園公所を見

学。

11/16	千田・山下・佐藤　終日：陸

路、広東省潮州から香

港に移動。

11/17	千田　終日：体調不良のため

休養。

	 	 山下・佐藤　終日：屯門郷忠

義堂太平清醮を調査、

華山伝統木偶粤劇団に

よる『双竜丹鳳』上演

を観賞し、あわせて団

長の陳錦濤氏にインタ

ビューを行う。

※屯門郷忠義堂は屯子圍陶氏の

祠堂で、太平清醮は十年に一

度行われる醮。

11/18	千田・山下　終日：香港市内

にて資料収集。

11/19	千田・山下　終日：黄大仙廟

の調査、資料収集。

11/20	千田　終日：香港市内にて資

料収集。

	 	 山下　終日：香港国際空港よ

り空路、帰国。

11/21	千田　終日：香港国際空港よ

り空路、帰国。

潮州謝氏宗廟

潮州外江梨園公所

屯門郷忠義堂太平清醮

華山伝統木偶粤劇団
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中国都市芸能研究会 2016 年度活動記録
2016 年 5 月 8 日

2016 年度春季大会

会場：慶應義塾大学日吉キャンパス　来往舎小会

議室

内容：

•	 各種議事

•	 佐藤仁史（一橋大学）「芸能からみる近現代中

国地域社会史――最近の宣巻調査を踏まえ

て」

※共催：日本学術振興会科学研究費基盤研

究（B）「近現代中華圏の伝統芸能と地						

域社会～台湾の皮影戯・京劇・説唱を中

心に」

2016 年 7 月 24 日

台湾プロジェクト 2016 年度夏期研究集会・講演会

会場：慶應義塾大学日吉キャンパス　来往舎中会

議室

内容：

•	 2016 年度夏期・秋期の現地調査計画につい

て

•	 講演：志賀市子（茨城キリスト教大学）「陸豊の

調査について」

2016 年 8 月 29 日

サーバ更新に伴いWebサイトリニューアル

2016 年 9 月 1 ～ 15 日

台湾プロジェクト 2016 年度夏期台湾現地調査

•	 参加者：氷上・二階堂・千田・山下

2016 年 10 月 27 ～ 29 日

台湾プロジェクト高雄永興楽皮影劇団訪日公演同行調査

•	 参加者：千田・山下

2016 年 11 月 10 ～ 21 日

台湾プロジェクト 2016 年度秋期香港・潮州現地調査

•	 参加者：千田・山下・佐藤

2017 年 1 月 28 日
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内容：

•	 各種議事

•	 戸部健（静岡大学）「北米における近代中国関

係史料調査報告」

•	 氷上正（慶應義塾大学）「台湾相声の歩み」

※共催：日本学術振興会科学研究費基盤研

究（B）「近現代中華圏の伝統芸能と地						

域社会～台湾の皮影戯・京劇・説唱を中

心に」
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