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Abstract
This paper will report on a study of the 78rpm standard-play records housed in the Aoki 

collection  of the Nagoya University Library. The collection in question is comprised of 

5 traditional Japanese music records and 59 Chinese opera records purchased  in the mid-

1920s by Masaru Aoki, a renowned scholar in the fi eld of Chinese literature. In this paper, 

I will use information from the record labels, catalogs of records, and prior research to 

inventory basic information including the year of issue, genre, and record company . In 

addition, I will provide a commentary, and  discuss the value of the  collection of records 

as a material  for the study of Chinese theater.

Keywords:  78 rpm record（SP 盤レコード），old Chinese opera record（老唱片），
Chinese opera（中国演劇）

はじめに
本稿では名古屋大学附属図書館青木文庫所蔵
の SP盤レコードについて紹介する。青木文庫は、
中国文学者青木正児の旧蔵書やノート、図像資料
をおさめた特別文庫である。その内容については
目録や個別の論文を通してかなり明らかになって
きたが、当該レコードについてはその他の資料と
は別個に保管されていたこともあり、目録からも
脱落していた 1）。そこで、本稿では、目録を示し
解説を加えることで、資料の性質や内容を明らか
にすると共に、青木の研究との関わりや資料の価
値など、その意義についても検討したい。

第一部：【解説篇】
1．概要
本レコードコレクションは、SP盤レコード 64

枚が 4函に分けて収められており、 それぞれ①
「崑曲其一」②「京調 老生 老旦」③「京調（正
旦 浄）梆子 太鼓 蘇灘 小調」④「梆子 太
鼓 広調 時調 雑曲」と書かれた題簽が貼られ
ている。（そのうち函④は壊れており、元々その
中に収められていたレコードは、現在は別の函に
収められている。壊れた函④に付された題簽と別
の函の中身との間に明らかな対応関係が見られる
ので、函④の中身を別の函に移したものと考えて
よいと思われる）
ただし、本来函③に収められるべき梆子調の元
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元紅のレコード（百代 32656、32657）が、函②に
入っているなどの混乱も見られ、恐らく現在の状
態は当初の分類通りではないと思われる。
内訳は、中国の演劇・芸能 59 枚と、邦楽 5枚
となっている。
また、レコードのほかに崑曲の歌辞を書いた紙
が 4枚、東方文化学院京都研究所の原稿用紙に記
入された「研究所蔵崑曲唱片目録」も収められて
いる。

2 ．中国レコードについて
2 - 1 ．レコード会社と、録音・発行時期
中国レコードは 59 枚。会社別では、百代公司
が 46 枚で大半を占め、Victorが 10 枚、Odeon（高
亭）が 3枚である。各レコード会社ごとに、録音
時期などを紹介する。

◆百代公司
百代公司はフランス人の E. Labansatが 1908 年
にフランスのパテ兄弟社（Pathé Frères）の代理店
として、上海に設立した柏徳洋行（1910 年に百
代公司と改称 2））を始まりとする 3）。当初は蓄音
機やレコードなどの販売のみだったが、まもなく
レコードの録音製作にも乗り出す。名優の名を騙
らった贋作が横行する中、本物の名優を揃えたこ
となどが支持され、一躍中国を代表するレーベル
のひとつとなった。1917 年には中国初のレコー
ド製造工場を建て、 本格的な国産も開始している。
（それまでは中国国内で録音したものを一旦海外
に送って生産していた）
青木に所蔵されている中では、陳徳霖「祭江」

「銀空山 /趕三關」（百代 32087-90）、龔雲甫「六
殿」「張義進宝」（百代 32103-6）、譚鑫培「売馬」
（百代 32543-4）、金秀山「牧虎関 /刺王僚」（百代
32716-7）が 1908 年前後の録音で最も早い。これ
らは百代唱片の最初のシリーズでもある。 つい
で、 譚鑫培の第 2シリーズの 6枚 （百代 33147-
53）や劉鴻聲（百代 33143）などが 1910 年代初
頭に録音され、余叔岩（百代 33658-60）などの
1920 年代初頭～半ばが最も遅い時期の録音とな
る。 4）

一方、 レコード自体の発行時期について言え
ば、いずれも外側から内側への回転のダイアモン
ド針のもので、レーベルには赤色の雄鶏がプリン

トしてあるが、これらは 1921 年前後に採用され
た形式である。1920 年代末にはレーベルの下地
が青色になり赤色の雄鶏のマークが消えたので、
1921 ～ 20 年代末に発行されたものとわかる。 5）

（レーベル、巻末図 1）

◆Victor
米 Victorは百代唱片に先立つ 1904 年に孫菊仙

などのレコード録音を行っている。本録音を、中
国音像協会では、現在分かる限りでは最初の「国
産レコード」だとみなしている 6）。Victorは当初
「役挫」「勝利」と名乗り、あるいは謀得利洋行を
通じて業務展開していたために「謀得利」として
知られていたが、贋作から評判を落とし、1924 年
に 「物克多」と改め態勢の立て直しを図った。の
ち、レーベル名は 1929 年に再び「勝利」に戻し
ている。 7）なお、青木のものの中に雙處「四郎探
母」（48033_B）があるが、呉小如によると Victor

の雙處もののほとんどは贋作とのことなので、本
盤もその可能性は否定できない 8）。
西村は、Victorのレーベルデザインの変遷につ
いて詳述しているので青木のものについても同
論文に従って分類すると、レコード番号 43328・
43341・43342・43349 は広東録音を意味する青色
のウイングレーベル、43376-78・43381・48033 は
福建・広東以外のその他の地域での録音を意味す
る紫色のウイングレーベルである。48028 は赤色
の特許レーベル（英語）で、48000 番台は上述の
青・紫 2色か福建の白色というルールに反する。
初期の中国録音では赤は官話を意味していたの
で、あるいはそれにならったのかも知れない。特
許レーベルは 1908 ～ 1913 年、ウイングレーベル
は 1914 ～ 1926 年にそれぞれ用いられたので、こ
のことから大体の発行時期が絞られる。9）ただし、
48028 には「物克多唱盤」の表記がある。（その
他はいずれも「Victor」表記のみ）「物克多」への
改名は 1924 年であるから、特許レーベルが使用
された時期と矛盾が発生する。あるいは、録音は
1908 ～ 1913 年で、1924 年以降に再発行される際
に特許レーベルデザインのままだったということ
だろうか。（レーベル、巻末図 2・ 3）
なお、 青木のなかに恩曉峰 「黄金台」（48028_

A） があるが、 呉小如も恩曉峰の「物克多」もの
は見たことがない、と述べており、後述する芸術
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研究院図書館にも所蔵がないことから、比較的珍
しい盤かと思われる 10）。

◆Odeon（高亭）
Odeonはドイツ International Talking Machine Co.

のレーベルで、もともと「利喊」という名で清末
に設立され、 1925 年に「高亭」として再出発し
た 11）。鋼鉄針盤ではレーベル部分が最初は赤で、
1929 年に青になった。 青木のものはいずれも赤
である 12）。また、『申報』の 1926 年１月 27 日増
刊に翁瑞午「義妖記（断橋）」（A26013）などの発
行を知らせる記事が掲載されていることから、少
なくとも同盤については 1925 ～ 6 初頭までに録
音されたことが確認できる 13）。 項馨吾（A26016-
7）についても『上海崑劇志』などの記述からほ
ぼ同時期の録音と推測されるが、著名京班全班合
奏 （A26048-9） については確認できない。 （レー
ベル、巻末図 4）

◆小結
以上、レコード会社ごとに見てきたが、次に中国

レコード全体について簡単に情報を整理しておく。
購入時期については、青木は 1922 年に江南を

旅行し、1925 ～ 26 年にかけて文部省の在外研究
員として北京中心に長期滞在しているので、この
2回の訪中の際（あるいは 2回目のみ）に中国で
購入したと考えられる。
上述の会社ごとの検討から、中国レコードの録
音時期は、基本的に 1908 年から 1926 年の範囲で
あり、青木の第 2回目の訪中時期までに収まる。
高亭の A26048-9 のみ 1925 ～ 1929 年とまでしか
絞れないが、これも 1926 年までに録音・発行さ
れたと考えるのが自然であろう。

2 - 2 ．内訳
本項では内容について大まかに分類してみる。
分類については、各盤のレーベル部分の記述及び
「百代公司唱片総目録」における分類を基礎とし
て、中国芸術研究院の目録（後述）を参考した。
「百代公司唱片総目録」はレコード同様青木文
庫の資料のひとつで、大判片面印刷された百代公
司のレコード目録（広告）である 14）。（巻末図 5・
6）演劇・芸能の種類ごと（京劇については行当
ごと）に排列され、演唱者とその劇目・演目が記

されている。発行年などは記述が無く不明だが、
青木の百代レコードの中では、最もレコード番号
が大きい尚小雲・余叔岩（百代 33650-33660）の
み掲載されていないことから、程艶秋「蘆花河」
（百代 33628）以降、33650 以前の発行であろうか
と考えられる。ただし、欄外に「広東や潮州など
のレコードは含まれていない」、と注意書きされ
ているように文字通りに「総目録」と受け取る
のは危険であろう 15）。その一部を『中国唱片厰
庫存旧唱片模版目録』 とつきあわせた限りでは、
31000 ～ 33000 番台のレコード番号の資料に限ら
れ、 34000 番台以降のものは見られないから、遅
くとも 34000 番台以前の発行だとはいえる 16）。
また、呉小如が 10 才の時に見たという 1920 年

代に印刷された百代公司のレコード全目広告とい
うのは、あるいはこれのことかもしれない 17）。
次に、その内訳を見てみる。（単位は「枚」）

〈演 劇〉
 京 劇：22
 崑 曲：15
 その他： 8 （粤劇： 4／梆子調： 3／蘇灘： 1）
〈芸 能〉
 小 調： 7 （ 北京小調： 3／杭州小調： 1／揚

州小調：１）
 鼓 詞： 4 （大鼓調： 3 ／梅花大鼓： 1）
 その他： 5 （ 唱春調： 2／八角鼓： 1／器楽：

2）

「百代公司唱片総目録」と、芸術研究院の目録
との間での相違もあり、厳密な分類とは言えない
が、ある程度の傾向は示していよう。ついで、個
別の劇種・芸能についてその中身と、青木との関
わりを見ていく。

◆京劇
京劇について、さらに行当ごとに分類すると、

生   譚鑫培：14・余叔岩： 6・劉鴻聲： 2・雙
處： 1・恩曉峰： 1・郭仲衡： 1

旦   龔雲甫： 6・程艶秋： 6・陳徳霖： 4・尚
小雲： 2・張菊芬： 1・小子和： 1

浄  金秀山： 2・李長勝： 1
（単位は「面」）
となる。この中で目を引くのは譚鑫培の 7枚（各
両面吹き込みで 14 面）という多さである。これ
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は一人の枚数としては全体でも最も多く、譚鑫培
を好んだ様子がうかがえる。
一方で、青木の初渡中以前の 1919 年にすでに
来日公演も果たすなど人気を博していた梅蘭芳の
レコードは 1枚も入っていない。青木は以下の文
章に見られるように、あまり梅のことは評価して
いなかったようである。

北方の人の音聲は南方人に比して調子甚だ高
きなり。日本にては老人の語聲はだみ聲かす
れ聲と相場定まり居るやうなれど、此わたり
の老人の金切り聲の若やぎたるは一奇なり。
これは特別なる場合なれど、老人の金切り聲
にて中國一の名人は、當今女形の親玉陳德麟
なるべし。六十餘歲の老

ら う じ ん

頭兒が十五六の姑
むすめ

娘
のやうな澄みきつた聲を出すこと、正に北京
七不思議の一に數へてよかるべし。今の世に
時めく梅某が凸坊の玩具の笛めくピイへ聲
など聽きたくも無し。梅某が妹婿とやらの徐
某が蚯蚓聲のお伽芝居、あんなものが人氣を
呼ぶとはさてもへ馬鹿者の多き北京なるか
な。それよりも、つゝましやかな程豔秋のし
つくりした做

しぐ さ

工と、愁を含んだ嗓
の ど

子の潤ひ、
あれはきつと物になること疑ひ無し。是を史
に徵するに、女形が幅をきかす時代の演劇は
衰勢を示せるやうなり。乾隆以還、相

かげま

公流行
つて崑曲亡ぶ。今の北京の劇界は女形のみ
か、女優にうつつをぬかすたわけ者さへ多い
事へ。譚叫天逝きて天下の秋。譚派の嫡嗣
余叔岩が腹藝よりも、梅某の目玉がハオハオ
とは、さてさて胸くその惡き事かな。 18）

逆に、 本文中で肯定的に言及されている陳徳
麟・程艶秋・譚叫天（譚鑫培）・余叔岩について
はいずれも所蔵があり、青木の好みを反映してい
る様子が確認できる。

◆崑曲
崑曲については、 「百代公司唱片総目録」 掲載
の 13 枚が全て所蔵されている。 青木は崑曲を高
く評価していたが、 その様子がよく伺える。 ま
た、帰国後の昭和 3年に長澤規矩也から送られた
書簡の文中にも高亭から程艶秋の新譜が出るとい
う記述と共に、崑曲の新譜が無く淋しい、という

記述が見られ、青木・長澤が崑曲のレコードに注
目していた様子が見て取れる 19）。
また、兪粟廬のコレクション（百代 33400-1、
33403-4、33419、33454-33461）についてはこれに
関連して傅芸子の文章があるので紹介する 20）。

青木迷陽博士は吾が国の曲学を研究してすで
に深い理解に達しており、崑曲や京劇の旧い
レコードの豊富なコレクションを有してい
る。……ある日博士はその所蔵するレコード
を出して私に見せてくれた。京劇は譚鑫培な
ど、秦腔は元元紅など、極めて富んでいる。
なかでも私を最も驚かせたのは兪粟廬翁が昔
百代公司のために録音した諸片が一つ一つみ
な揃っていたことである。……翁の哲嗣の振
飛君は私と戯曲仲間であり、長らく北京に滞
在していたが、この夏故郷に帰った。私が彼
を訪ねると、彼は先君の伝を私に見せ、あわ
せてかつて刊行した『度曲一隅』一冊を贈っ
てくれた。これは粟廬翁が自ら自分の諸レ
コードの曲譜を書いたものである。私は迷陽
博士が既にそのレコードを珍重しており、物
というものは常にそれを好む人の下に聚ま
るものであるから、この本を博士に贈って
レコードと曲譜との両方が揃うことを望ん
だ。博士の門下の奥村伊九良君はこの曲譜が
流伝することを望み、 ここに影印して世に広
めた。私は、吾が国の南北曲が日に日に衰え
ていくときに、今東瀛の人士がかえってこの
ように保存しようとすることに深く感慨を覚
える。迷陽博士が所蔵する兪翁のレコードの
豊富さは、恐らく世に並ぶものはないだろ
う。 21）

『度曲一隅』及びその影印本である『兪粟廬自
書唱片曲譜』 はともに青木文庫に所蔵されてい
る。なお、『度曲一隅』には百代レコードの 13 曲
の曲譜が収録されている。

◆芸能
支那趣味の父の感化のうちに育つた私は、子
供の頃から「算命曲」と云ふ極めて初步の明
淸樂の一曲を知つてゐた。六七歲の頃私の家
では常に胡琴や月琴、琵琶などの響が滿ちて
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ゐて、折々卓を圍んで西皮や二凡の調が流れ
た。 22）

というようにもともと中国の音楽に親しみを
もっていた青木だが、『江南春』でもしばしばう
たや語り物・芝居を実見する様子が描かれてい
る。以下に一例として鼓詞を耳にする場面の描写
を引用する。

それは私が二度目に此の川筋に遊んだ折の事
である。……綠楊村にさしかゝると、低い太
鼓と齒切れのよい拍板の音に連れて、調子の
低い旋律の緩やかな一曲が流れて來た。其れ
は今迄蘇杭あたりで聞いた事の無い、如何に
も物靜かな暢りしたもので、民間生え拔きの
民謠共通の情趣を備へてゐた。私は聽耳を立
てて聞いてゐればゐる程敦朴な情趣にそゝら
れる。慥かに之は物になつてゐると思つて、
試みに骨董屋に問うて見ると「唱道情」の三
字を私の手帳に書いてくれた。敲いてゐるの
は「漁鼓」で、唱つてゐる外題は「珍珠塔」
だと云ふ事まで正確に敎へて吳れた。まあ何
と胸の躍る事だらう、其れは私の見ぬ戀に焦
るゝ幻の一つであつた。現今の道情は語り物
の一種たる「鼓兒詞」の內で、勸戒の語を寓
するものを指して云ふのであるが、其の源は
道士が衆生を普化する爲に離塵絕俗の語を綴
り唱つたものださうな。今此所に聞きつゝあ
る道情は無論第二義的のもの、卽ち鼓兒詞の
一種であらうが、其曲調のさび加減は、蘇州
や上海の書場でやってゐる鼓詞・彈詞と比較
にならぬ民謠的情調の豐かなものであつた。
私の眞に聽くを望む所のものは古典的な道士
の歌であるが、 しそれから流れ出た此の曲
に不滿は無い。 23）

青木が興趣を覚えている様子がよく伝わってく
る。また、青木には「語り物の源流」という論文
もあるように、語り物への強い関心を持っていた
が、この文章からは、実際に書場に鼓詞や弾詞を
聞きに行っていたこともわかる 24）。青木文庫所
蔵のレコードについても、同様の関心と興趣から
買いそろえたのであろう。

3. 邦楽レコードについて
邦楽レコードは 5枚。いずれも株式会社日本

蓄音機商会発行である。同株式会社は日米蓄音
機商会（明治 40 年設立）と日本蓄音機商会（明
治 43 年設立）が明治 45 年に合併し株式会社
化して成立した 25）。合併後は、ニッポノホン
（NIPPONOPHONE）というレーベル名で知られ
る。後の日本コロムビア株式会社である。
発行時期は、もっとも古い吉原〆治／小岬

（NIPPONOPHONE 1052/2075）・琴治芝加津／歌
澤土佐（同 1299/2150）が『日本蓄音機文句全集』
（大正 2年 12 月）に掲載されていることから、大
正 2年 12 月以前の発行だと知られる 26）。ただし、
倉田によればニッポノホンのレコード番号 1000
～ 1767 は明治期（42 年 9 月～ 45 年 7 月）の発売
で、 1843～2199 は大正期の発売とのことなので、
明治期に片面盤として既に発行されていた吉原〆
治「二上り新内」（同 1052）、新橋琴治・歌澤芝
加津 「住吉」 （同 1299） を大正期に入って小岬
「秋の夜」（同 2075）、歌澤土佐「宇治茶」（同
2150）と組み合わせて両面盤にして再発行したも
のと考えられる 27）。
同様に、芳村孝二郎他（同 3260-1）が『ニッポ

ノホン音譜文句全集 （増補三版）』 （大正 7年 6
月）には未掲載で 28）、『同（増補四版）』（大正 8
年 3月）に初掲載されていることから大正７～８
年初頭の発行 29）、 春風亭柳 （同 3650-1） が『同
（増補五版）』（大正 9年 7月）に初掲載されてい
ることから大正 8 ～ 9年前半の発行 30）、芳村伊
十郎他（同 4707-8）が『同（増補六版）』（大正 11
年 8 月）に初掲載されていることから大正 9～ 11
年前半の発行だとそれぞれ考えられる 31）。無論、
このことは青木が大正 11 年以前にこれらを買い
揃えたことを必ずしも意味しない。（レーベル、
巻末図 7）
青木の家庭は父親が明清楽を好むなど中国の音

楽に親しむ機会が多かったが、その一方で母親は
三味線を好むなど邦楽への素地もあった。青木の
邦楽への嗜好を物語るいくつかの記述を以下に引
用する。

さらに長じて第五高等学校に入って以後は、
浄瑠璃などの音曲をも嗜んで、やがて三味線
をも時にはみずから弄弾するほどであったと
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いう。 32）

わたくしが博士にはじめてお目にかかったの
は、ずいぶん古いことで、明治四十五年の初
夏であった。……やがて博士が出てこられて
座敷に通されると、すぐ目についたのは、書
棚にならべられている『俗曲評釈』と題する
四、五冊の書物であった。 33）

朝蘇州を立つ時からしてどうも氣持が好かつ
た。車窻から菜種や靑麥の畑を見てゐると、
何時の間にやら日本の何處かを旅行してゐる
やうな馴々しい氣持になつて了つて、鼻唄の
一つが覺えず口に出た。「……浮世を渡る風
雅者、 謠ふも舞ふも囃すのも、 獨旅寢の草
枕、……」と云ふ剽輕な漂泊的氣分と自分の
意境とがしつくりと吻合して、角兵衞獅子が
彷彿と腦裡に浮んで來る。自分は支那文學に
足を踏み入れ、今支那を知らうとして身を其
の國に置いて居ながら、矢張日本が好きだっ
た。 34）

南京で青木が口ずさんだ「角兵衞獅子」と
は、青木にも所蔵されている「越後獅子」
（NIPPONOPHONE 3260-1）の別名である。

4 . 崑曲歌辞
『玉簪記』「琴挑」・『 海記』「思凡」・『金雀記』

「喬醋」・『蝴蝶夢』「説親」の歌辞が 4枚に渡り墨
書されている。 このうち 「説親」を除く 3曲は、
「琴挑」は徐寅生・花珍珍版（百代 33236）、「思
凡／喬酷」は張五宝版（百代 32829-32830）のレ
コードの所蔵がある。

5 . 研究所蔵崑曲唱片目録
東方文化学院京都研究所（現京都大学人文科学
研究所）の原稿用紙 6枚に墨書されており、冒頭
に「研究所蔵崑曲唱片目録」とある。同研究所所
蔵の崑曲レコード目録であろう。リストは目録 2
を参照されたい。
確認できた限りでは 1930 年前後から 1930 年代
末に発行されたレコードなので、青木文庫のもの
より時期は遅れる。

第二部： 【目録篇】青木文庫所蔵SP盤レコード
目録

1 . 青木文庫所蔵SP盤レコード目録
◆凡例
収録は、函ごとに、百代、Victor、高亭、日本蓄

音機協会（日蓄）の順とする。基本的にはそれ
ぞれのレコード番号順とするが、葉長根（百代
33174）と、張少泉（百代 33502）はこの 2面で 1
枚を構成しているが、レコード番号が離れている
ので例外的に百代 33174 の次に百代 33502 を入れ
た。 また、 盤構成がわかるように、 「函番号 _順
番 a/b」というかたちで仮目録番号を附したが、上
述したとおり、本来の函の分類と現状とでは若干
の相違が生じている。本稿では現状保存を原則と
したが、将来的には再分類するべきかもしれない。
録音年代についてはわかる限りにおいて記入し

た。諸説あるものについては併記したが、その中で
信憑性の低いものについては括弧に入れるかたち
で記述した。なお、邦楽については解説篇で、録
音年代について考察したので出典表記は省略する。
劇種については、百代のものについては「百代
公司唱片総目録」により、Victor・高亭について
はレーベル情報に依った。ただし、京劇について
は「百代公司唱片総目録」では行当表記としてい
るが便宜上「京劇」に統一した。また、芸術研究
院目録と相違する場合には、芸術研究院目録での
分類を括弧に入れるかたちで併記した。
演員については原則レーベル情報に従った。芸
術研究院目録で追記している場合は括弧に入れて
追記し、「百代公司唱片総目録」と相違する場合
は備考で記した。
一部のレーベルには青木によると思われる朱筆
での書き込みがある。［朱］の略号を附して、備
考で記した。

出典略号／（百）；「百代公司唱片総目録」、
（芸）；「中国芸術院目録」、（老）；「中国京劇老唱
片」 35）、（北）；「北京志・文化芸術巻・戯劇志・曲
芸志・電影志」 36）、（上）；「上海崑劇志」 37）、（呉）；
呉小如「羅亮生先生遺作《戯曲唱片史話》訂補」、
（崑）；朱復「崑曲唱片目録」 38）、（兪）；兪冰「中
国芸術研究院收藏的京劇老唱片版本研究」 39）、
（葛）；葛涛「“百代”浮沈 ― 近代上海百代唱片
公司盛衰紀」、（徐）；徐羽中『二十世紀上半葉中
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国唱片初探』、 （大）；「京劇大典」 40）、（程）；「菊
壇経典：京劇大師程硯秋老唱片全集」 41）、（余）；

「菊壇大師：余叔岩絶版珍品」2  42）

番号 会社 レコード
番号 演員 演目 劇種 録音年代 備考

1_01_a 百代 32829 張五寶 思凡 崑腔（蘇灘） 民初（呉）1912（兪）
（1921 前後（崑））

1_01_b 百代 32830 張五寶 喬酷 崑腔（蘇灘） 民初（呉）1912（兪）
（1921 前後（崑）） ※ 1

1_02_a 百代 32881_1 張筱棣・葉菊蓀 和番＿頭段 蘇灘

1_02_b 百代 32881_2 張筱棣・葉菊蓀 和番＿二段 蘇灘

1_03_a 百代 33234 小紫鵑・花珍珍 小宴 崑腔（蘇灘）

1_03_b 百代 33235 小紫鵑 八陽 崑腔（蘇灘）

1_04_a 百代 33236_1 徐寅生 琴挑＿五段 崑腔 1921 前後（崑） ※ 2

1_04_b 百代 33236_2 花珍珍（・徐寅生） 琴挑＿六段 崑腔（蘇灘） 1921 前後（崑） ※ 3

1_05_a 百代 33237_1 徐寅生・陳鳳春 下山＿頭段 崑腔（蘇灘） 1921 前後（崑）

1_05_b 百代 33237_2 徐寅生・陳鳳春 下山＿二段 崑腔（蘇灘） 1921 前後（崑）

1_06_a 百代 33400 兪粟廬 定情 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 4

1_06_b 百代 33401 兪粟廬 八陽 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 5

1_07_a 百代 33403 兪粟廬 折書 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 6

1_07_b 百代 33404 兪粟廬 三醉 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 7

1_08_a 百代 33407 殳九組 學堂 崑曲 1921 前後（崑） ※ 8

1_08_b 百代 33408 殳九組 掃花 崑曲 1921 前後（崑） ※ 9

1_09_a 百代 33409 鈞天集 會員 投淵 崑曲 1921 前後（崑） ※ 10

1_09_b 百代 33410 殳九組 長生殿 小晏 崑曲 1921 前後（崑）

1_10_a 百代 33419 兪粟廬（・殳九組） 佳期張生 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 11

1_10_b 百代 33420 殳九組 佳期紅娘 崑曲 1921 前後（崑）

1_11_a 百代 33454 兪粟廬 亭會 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 12

1_11_b 百代 33455 兪粟廬 拾畫 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 13

1_12_a 百代 33456 兪粟廬 仙圓 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 14

1_12_b 百代 33457 兪粟廬 秋江 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 15

1_13_a 百代 33458 兪粟廬 辭朝 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 16

1_13_b 百代 33459 兪粟廬 書館 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 17

1_14_a 百代 33460 兪粟廬 賜盒 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 18

1_14_b 百代 33461 兪粟廬 哭像 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 19

2_01_a 百代 32087 陳德林 祭江＿頭段 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

2_01_b 百代 32088 陳德林 祭江＿二段 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

2_02_a 百代 32089 陳德林 銀空山 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）
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番号 会社 レコード
番号 演員 演目 劇種 録音年代 備考

2_02_b 百代 32090 陳德林 趕三關 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

2_03_a 百代 32543 譚鑫培 賣馬＿頭段 京劇 1907（徐）（老）

2_03_b 百代 32544 譚鑫培 賣馬＿二段 京劇 1907（徐）（老）

2_04_a 百代 32656_1 元元紅・小禿紅 南天門＿頭段 梆子調（河北梆子）

2_04_b 百代 32656_2 元元紅・小禿紅 南天門＿二段 梆子調（河北梆子）

2_05_a 百代 32657 元元紅 探母 梆子調（河北梆子） 清末民初（北）

2_05_b 百代 32665 元元紅 戰北原 梆子調（河北梆子） 清末民初（北）

2_06_a 百代 32716 金秀山 牧虎關 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

2_06_b 百代 32717 金秀山 刺王僚 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

2_07_a 百代 33143_1 劉鴻聲 轅門斬子＿頭段 京劇 清末（待考）（北）
-1912（呉）1912（老）

2_07_b 百代 33143_2 劉鴻聲 轅門斬子＿二段 京劇 清末（待考）（北）
-1912（呉）1912（老）

2_08_a 百代 33147 譚鑫培 戰太平 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_08_b 百代 33148 譚鑫培 慶頂珠 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_09_a 百代 33149_1 譚鑫培 托兆碰碑＿頭段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_09_b 百代 33149_2 譚鑫培 托兆碰碑＿二段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_10_a 百代 33150_1 譚鑫培 捉放曹＿頭段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_10_b 百代 33150_2 譚鑫培 捉放曹＿二段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_11_a 百代 33151_1 譚鑫培 桑園寄子＿頭段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_11_b 百代 33151_2 譚鑫培 桑園寄子＿二段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_12_a 百代 33152_1 譚鑫培 烏盆計＿頭段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_12_b 百代 33152_2 譚鑫培 烏盆計＿二段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_13_a 百代 33153_1 譚鑫培 四郎探母＿頭段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_13_b 百代 33153_2 譚鑫培 四郎探母＿二段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_14_a 百代 33658_1 余叔岩 捉放曹＿頭段 （京劇） 1921 前後（呉）
1923（徐）1925（老）20 年代（北）

2_14_b 百代 33658_2 余叔岩 捉放曹＿二段 （京劇） 1921 前後（呉）
1923（徐）1925（老）20 年代（北）

2_15_a 百代 33659 余叔岩 賣馬 （京劇） 1921（余）1921 前後（呉）
1923（徐）1925（老）20 年代（北）

2_15_b 百代 33660 余叔岩 法場換子 （京劇） 1921（余）1921 前後（呉）
1923（徐）1925（老）20 年代（北）

3_01_a 百代 32103 龔雲甫 六殿＿頭段 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

3_01_b 百代 32104 龔雲甫 六殿＿二段 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

3_02_a 百代 32105 龔雲甫 張義進寶＿頭段 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

3_02_b 百代 32106 龔雲甫 張義進寶＿二段 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

3_03_a 百代 32599_1 王寶翠 妓女自嘆＿頭段 大鼓調（天津時調）

3_03_b 百代 32599_2 王寶翠 妓女自嘆＿二段 大鼓調（天津時調）



－ 59 －

番号 会社 レコード
番号 演員 演目 劇種 録音年代 備考

3_04_a 百代 32668_1 王德山・紅菊仙 小上墳＿頭段 北京小調（京劇）

3_04_b 百代 32668_2 王德山・紅菊仙 小上墳＿二段 北京小調（京劇）

3_05_a 百代 32799_1 王少奎・水上漂 鋸大缸＿頭段 北京小調（北路梆子）

3_05_b 百代 32799_2 王少奎・水上漂 鋸大缸＿二段 北京小調（北路梆子）

3_06_a 百代 33174 葉長根（・崔昆山） 打牙牌 揚州小調 1921（葛） ※ 20

3_06_b 百代 33502 張少泉（・葉長根） 打牙牌＿二段 揚州小調 1921（葛） ※ 21

3_07_a 百代 33272 馮長報 露水夫妻 杭州小調 ※ 22

3_07_b 百代 33273 林福興・馮長報 手扶欄杆 杭州小調 ※ 22

3_08_a 百代 33323_1 丁鳳九・王少奎 瞎子逛燈＿頭段 北京小調（京劇） ※ 23

3_08_b 百代 33323_2 丁鳳九・王少奎 瞎子逛燈＿二段 北京小調（京劇） ※ 23

3_09_a 百代 33350_1 龔雲甫 行路訓子＿頭段 京劇 1912-（呉）（徐）
（1908（老）（大））

3_09_b 百代 33350_2 龔雲甫 行路訓子＿二段 京劇 1912-（呉）（徐）
（1908（老）（大））

3_10_a 百代 33354_1 劉寶泉 鬧江州＿頭段 大鼓調（京韻大鼓） 1920（老） ※ 24

3_10_b 百代 33354_2 劉寶泉 鬧江州＿二段 大鼓調（京韻大鼓） 1920（老） ※ 24

3_11_a 百代 33476 古樂講習 會會員 天門詄蕩 梆子調（民間器楽）

3_11_b 百代 33477 古樂講習 會會員 中和韶樂 梆子調（民間器楽）

3_12_a 百代 33484_1 林雍容 道情＿方卿見姑娘＿頭段 唱春調（蘇灘） 1921（葛）

3_12_b 百代 33484_2 林雍容 道情＿方卿見姑娘＿二段 唱春調（蘇灘） 1921（葛）

3_13_a 百代 33486_1 鄒劍魂 孟姜女尋 夫＿頭段 唱春調（蘇灘） 1921（葛）

3_13_a 百代 33486_2 鄒劍魂 孟姜女尋 夫＿二段 唱春調（蘇灘） 1921（葛）

3_14_a 百代 33625_1 程豔秋 罵殿＿頭段 京劇 1923（呉）（徐）（老）（程）
20 年代（北）

3_14_b 百代 33625_2 程豔秋 罵殿＿二段 京劇 1923（呉）（徐）（老）（程）
20 年代（北）

3_15_a 百代 33626 程豔秋 孔雀屏 京劇 1923（呉）（徐）（老）（程）
20 年代（北）

3_15_b 百代 33627 程豔秋 迴龍閣 京劇 1923（呉）（徐）（老）（程）
20 年代（北）

3_16_a 百代 33628_1 程豔秋 蘆花河＿頭段 京劇 1923（徐）（老）（程）20 年代（北）

3_16_b 百代 33628_2 程豔秋・郭仲衡 蘆花河＿二段 京劇 1923（徐）（老）（程）20 年代（北）

3_17_a 百代 33650 尚小雲 秦良玉 京劇 1923（老）20 年代（北）

3_17_b 百代 33651 尚小雲 御碑亭 京劇 1923（老）20 年代（北）

3_18_a Victor 48028_A 恩曉峰 黃金臺 京劇

3_18_b Victor 48028_B 李長勝・張菊芬 御菓園 京劇

3_19_a
Victor 48033_A 小子和 貴妃醉酒 京劇

3_19_b Victor 48033_B 雙處 四郎探母 京劇

4_01_a Victor 43328_A1 牡丹蘇 閻瑞生 驚夢＿第一 喉管二簧（粤劇）
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番号 会社 レコード
番号 演員 演目 劇種 録音年代 備考

4_01_b Victor 43328_B2 牡丹蘇 閻瑞生 驚夢＿第二 喉管二簧（粤劇）

4_02_a Victor 43341_A1 靚新華 風流天子＿遊驪山宮＿第
一 橫笛西皮（粤劇）

4_02_b Victor 43341_B2 靚新華 風流天子＿遊驪山宮＿第
二 橫笛二流（粤劇）

4_03_a Victor 43342_A3 靚新華 風流天子＿遊驪山宮＿第
三 橫笛二流（粤劇）

4_03_b Victor 43342_B4 靚新華 風流天子＿遊驪山宮＿第
四 橫笛細花（粤劇）

4_04_a Victor 43349_A3 牡丹蘇 名士風流＿第三 洋琴乙（粤劇）

4_04_b Victor 43349_B4 牡丹蘇 名士風流＿第四 洋琴二流（粤劇）

4_05_a Victor 43376_A 金萬昌 指日高陞 梅花大鼓

4_05_b Victor 43376_B 金萬昌 鴻雁梢書 梅花大鼓

4_06_a Victor 43377_A 何質臣 風雨歸舟 八角鼓 1924（老）

4_06_b Victor 43377_B 何質臣 秋聲賦 八角鼓 1924（老）

4_07_a Victor 43378_A1 鍾姑娘 大西廂＿第一 大鼓

4_07_b Victor 43378_B2 鍾姑娘 大西廂＿第二 大鼓

4_08_a Victor 43381_A 劉紫紅 算糧拜壽 梆子（河北梆子）

4_08_b Victor 43381_B 劉紫紅 殺廟 梆子（河北梆子）

4_09_a 高亭 A26013_a
（Tab27） 翁瑞午 義妖記＿斷橋＿頭段 崑曲 1925-6（呉）1926（徐）（上）

（1921-6 前後（崑））

4_09_b 高亭 A26013_b
（Tab28） 翁瑞午 義妖記＿斷橋＿二段 崑曲 1925-（呉）1926（徐）（上）

（1921-6 前後（崑））

4_10_a 高亭 A26016
（Tab31） 項馨吾・徐摹煙 鐵冠圖＿刺虎 崑曲 1925-（呉）1926（徐）（上）

（1921-6 前後（崑））

4_10_b 高亭 A26017
（Tab32） 項馨吾 紫釵記＿陽關 崑曲 1925-（呉）1926（上）

（1921-6 前後（崑））

4_11_a 高亭 A26048
（Tab83） 著名京班全班合奏 三六 （民間器楽） 1925-（呉）

4_11_b 高亭 A26049
（Tab84） 著名京班全班合奏 四合 （民間器楽） 1925-（呉）

4_12_a 日蓄 1052 吉原〆治 二上り
新内 小唄 1909-12

4_12_b 日蓄 2075 新橋小岬 秋の夜 小唄 1912-3 　

4_13_a 日蓄 1299 新橋琴治・歌澤芝加津 住吉 歌澤 1909-12 　

4_13_b 日蓄 2150 歌澤土佐 宇治茶 歌澤 1912-3

4_14_a 日蓄 3260 芳村孝二郎ほか 越後獅子＿濱歌 長歌 1918-9 ※ 25

4_14_b 日蓄 3261 芳村孝二郎ほか 越後獅子＿好いた水仙よ
り 長歌 1918-9 ※ 25

4_15_a 日蓄 3650 圓若改め 春風亭柳 夕ぐれ 端唄 1919-20 　

4_15_b 日蓄 3651 圓若改め 春風亭柳 吾がもの 端唄 1919-20 　

4_16_a 日蓄 4707 芳村伊十郎ほか 筑摩川＿様子得たりとよ
り 長唄 1920-2 ※ 26

4_16_b 日蓄 4708 芳村伊十郎ほか 筑摩川＿力に押されより 長唄 1920-2 ※ 26

※ 1 ；金雀記［朱］
※ 2；玉簪記［朱］、小紫鵑・花珍珍（百）

※ 3；小紫鵑・花珍珍（百）
※ 4；長生殿［朱］
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※ 5；千鍾祿［朱］
※ 6；西樓記［朱］
※ 7；邯鄲夢【北】［朱］
※ 8；牡丹亭［朱］
※ 9；邯鄲夢【北】［朱］
※ 10；雙珠記［朱］
※ 11；西廂［朱］
※ 12；紅梨記［朱］
※ 13；牡丹亭［朱］
※ 14；邯鄲【北 ?】［朱］
※ 15；玉簪記［朱］
※ 16；琵琶記［朱］
※ 17；琵琶記［朱］
※ 18；長生殿［朱］
※ 19；長生殿【北】［朱］
※ 20； 製造番号「33173」（芸）、 巴小山・陳明貴・

張少泉合唱、葉長根唱（百）

※ 21； 製造番号「33174」（芸）、 巴小山・陳明貴・
張少泉合唱、葉長根唱（百）

※ 22；馮長報・林福興・楊珊姐合唱（百）
※ 23；高玉芬・王少奎・丁鳳九合唱（百）
※ 24；劉寶「全」であろう。
※ 25； 芳村孝二郎［唄］・今藤長十郎［三味線］・

六合新三郎［囃子］
※ 26； 芳村伊十郎［唄］・杵屋栄蔵［三味線］・

杵屋栄二［上調子］・外囃子連中

2 ．研究所蔵崑曲唱片目録
◆凡例
収録は青木の原稿の記述順とする。レコード

番号と録音年代は論者が朱复目録により追記し
た 43）。なお、アスタリスク付きの記述は論者の
追記である。

会社 レコード番号 面数 演員 劇目 唱段 録音年代
蓓開 B34111Ⅰ 一 顧律玠 牧羊記 望郷 ～ 1929
百代 34655b 一 徐突之 琵琶記 書館 1935
百代 34655a 一 甘貢三 琵琶記 埽松 1935
蓓開 B34110Ⅰ 一 顧律玠・朱傳茗 連環記 梳粧（今題鳳儀亭） ～ 1929
麗歌 41006a/b 二 侯永奎 寶劍記 夜奔 1930 年代
百代 34656a/b 二 甘貢三・張善薌 浣沙記 寄子 1935
麗歌 41003a/b 二 韓世昌・白雲生 紫釵記 折柳 1930 年代
蓓開 B34101Ⅰ 二 顧律玠・朱傳茗 紫釵記 又（*折柳） ～ 1929
麗歌 41004a/b 二 韓世昌 還魂記 遊園 1930 年代
麗歌 二 韓世昌 南柯記 瑤臺
蓓開 B34111Ⅱ 一 朱傳茗 南柯記 又（*瑤臺） ～ 1929
蓓開 B34110Ⅱ 一 顧律玠・朱傳茗 獅吼記 梳粧 ～ 1929

勝利 54269a/b
54304b※ 三 韓世昌・錢某（*錢太太） 玉簪記 偸詩 1930 前後

勝利 54124b 一 陶顯庭 宵光劍 功（*臣）宴 1930 前後
勝利 54341a/b 二 韓世昌 爛柯山 痴夢 1930 前後

    ※ 54304bは韓世昌のみ

【参考】
以上では、青木文庫におけるレコードの所蔵
状況と、 その内容について明らかにした。 本項で
は、参考として、当該レコードの日中の他機関に
おける所蔵状況や、昨今の復刻版 CDにおける収
録状況を確認する。

1 . 他機関における所蔵状況について
◆日本
日本国内では、濱一衛の旧蔵資料を収めた、九

州大学附属図書館濱文庫が SP盤 66 枚・LP盤 65
枚の戯曲レコードを所蔵している。1930 年代か
ら解放後にかけてのものなので、青木文庫のもの
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より時代は下る。 44）

このほか、国立民族学博物館が、日本コロム
ビア旧蔵の外地録音資料（レコード原盤 6800 枚
及びその複製音源約 7000 曲分）を所蔵している。
当該コレクションは上海・台湾・朝鮮で録音され
たレコードにより構成されているので、すべてが
中国関係のものというわけではないが、中国の演
劇・芸能のレコードに関する日本における最大規
模の所蔵数であることは間違いあるまい。 45）

ただし、そのうち、青木所蔵資料と重なるもの
はあまり多くなく、劉鴻聲（百代 33143）・譚鑫
培（百代 33153）・程艶秋（百代 33625）の 3枚の
みである 46）。この 3枚については、日本コロム
ビアが創立 70 周年を記念して制作した『中国伝
統音楽集成：史料としての SP原盤復刻』所収の
LPレコードにも収録されている 47）。

◆中国
中国における SPレコードの所蔵状況について
はすでに尾高・田中・山内の 3氏による調査報告
がある 48）。そこで本稿では、この中でも最大級
の所蔵数をほこる中国芸術研究院図書館の所蔵状
況についてのみ調査を行った。 49）なお、3氏の調
査時点と目録の閲覧状況などに若干の相違がある
のでこちらについても記しておく。
現在、中国芸術研究院図書館の所蔵 SPレコー
ドについては、同図書館 1階検索室の PCによっ
て電子目録を検索できるようになっている。この
ほか、6階に中国芸術研究院の前身である旧音楽
研究所と旧戯曲研究所のカード目録がある。ただ
し、カード目録と電子目録とでは情報が必ずしも
完全に一致しないので、本稿ではより新しいデー
タであることが期待される電子目録の情報を優先
し、カード目録は補完的に利用した。
調査の結果、青木所蔵のうち 59 枚中 52 枚の所
蔵が確認された。欠けていたのは靚新華（Victor

43341-2）・何質臣（Victor43377）・鍾姑娘（Victor

43378）・恩曉峰／李長勝・張菊芬（Victor48028）・
小子和／雙處（Victor48033）・鈞天集会員／殳九
組（百代 33409-33410）（ただし 33409 はカード目
録にはあり）の 7枚 14 面である。

2 ．CDへの収録状況
中国では近年 SP盤レコードの復刻版 CDが多

く出されている。そもそも香港や台湾も含んだ中
華圏では以前より SP盤レコードからのコピー版
が出版されていたが、これらの復刻版により、古
い音源の入手がより容易になっている 50）。青木
の資料の内、2010 年現在入手可能なものについ
て調査した。詳細は巻末の目録を参照されたい。
ひとつ注目すべきは、中国芸術院が進めている
所蔵音像資料のデジタル化である。

（本院では）設備が次第に整備されるのに従
い、デジタル化による資料の保護活動が続々
と展開されている。2006 年からはまず 「崑曲
大典」 「京劇大典」などの重点課題に合わせ
て、録音テープ（*蝋管・オープンリール・
カセットテープなど）・ビデオテープ・旧レ
コード（*原文：老唱片）のデジタル化を開
始した。現在館藏資料のうち崑曲部分につ
いてはすでに全て完成し、京劇部分も半分
近く完成した。……デジタル化が完成した
音楽・映像資料は合計、旧レコード 800 面
強（420 枚強） 820 曲以上、 録音テープ 300
巻強、680 曲以上、ビデオテープ 380 巻にの
ぼる。……今年は引き続き旧レコード・オー
プンリール式テープ・ビデオテープの作業を
進めるほか、さらに鋼帯式テープやカセット
テープのデジタル化も進める。 51）

ここで触れている 「崑曲大典」 「京劇大典」と
は、ともに「崑曲芸術大典」「京劇芸術大典」を
正式名称とし、それぞれ脚本や曲譜などの文献資
料のほか、戯単などの図像資料、映像資料、音楽
資料を収録・出版する一大プロジェクトである。
2010 年末にも出版を予定している「崑曲芸術大
典」は 90 巻にも及び、音楽方面についていえば
館蔵の 240 時間もの音源資料の中から、兪粟廬
の 13 面など 100 時間近くを収録するというから、
青木と重複する部分についてはかなりカバーされ
ることが予想される。 52）

また、正式出版という形にならずとも、デジタ
ル化を進めることで、資料の保全と、公開のしや
すさに一定の進歩が見られることが期待される。
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番号 会社 レコード番号 演員 演目 ○ △
2_01_a 百代 32087 陳德林 祭江＿頭段 （老） （譚）
2_01_b 百代 32088 陳德林 祭江＿二段 （老） （声）
2_03_a 百代 32543 譚鑫培 賣馬＿頭段 （老） （声）（譚）
2_03_b 百代 32544 譚鑫培 賣馬＿二段 （老） （声）（譚）
2_07_a 百代 33143_1 劉鴻聲 轅門斬子＿頭段 （伝） （声）
2_07_b 百代 33143_2 劉鴻聲 轅門斬子＿二段 （伝） （声）
2_08_a 百代 33147 譚鑫培 戰太平 （老） （声）（譚）
2_08_b 百代 33148 譚鑫培 慶頂珠 （老） （声）（譚）
2_09_a 百代 33149_1 譚鑫培 托兆碰碑＿頭段 （老） （譚）
2_09_b 百代 33149_2 譚鑫培 托兆碰碑＿二段 （老） （譚）
2_10_a 百代 33150_1 譚鑫培 捉放曹＿頭段 （老） （譚）
2_10_b 百代 33150_2 譚鑫培 捉放曹＿二段 （老） （譚）
2_11_a 百代 33151_1 譚鑫培 桑園寄子＿頭段 （老） （声）（譚）
2_11_b 百代 33151_2 譚鑫培 桑園寄子＿二段 （老） （声）（譚）
2_12_a 百代 33152_1 譚鑫培 烏盆計＿頭段 （老） （譚）
2_12_b 百代 33152_2 譚鑫培 烏盆計＿二段 （老） （譚）
2_13_a 百代 33153_1 譚鑫培 四郎探母＿頭段 （伝）（老） （譚）
2_13_b 百代 33153_2 譚鑫培 四郎探母＿二段 （伝）（老） （譚）
2_14_a 百代 33658_1 余叔岩 捉放曹＿頭段 （老）
2_14_b 百代 33658_2 余叔岩 捉放曹＿二段 （老）
2_15_a 百代 33659 余叔岩 賣馬 （老）（余）
2_15_b 百代 33660 余叔岩 法場換子 （老）（余）
3_01_a 百代 32103 龔雲甫 六殿＿頭段 （老）
3_01_b 百代 32104 龔雲甫 六殿＿二段 （老）
3_09_a 百代 33350_1 龔雲甫 行路訓子＿頭段 （大） （声）
3_09_b 百代 33350_2 龔雲甫 行路訓子＿二段 （大） （声）
3_10_a 百代 33354_1 劉寶泉 鬧江州＿頭段 （劉）
3_10_b 百代 33354_2 劉寶泉 鬧江州＿二段 （劉）
3_14_a 百代 33625_1 程豔秋 罵殿＿頭段 （伝）（老）（程）
3_14_b 百代 33625_2 程豔秋 罵殿＿二段 （伝）（老）（程）
3_15_a 百代 33626 程豔秋 孔雀屏 （老）（程）
3_15_b 百代 33627 程豔秋 迴龍閣 （老）（程）
3_16_a 百代 33628_1 程豔秋 蘆花河＿頭段 （老）（程）
3_16_b 百代 33628_2 程豔秋‧郭仲衡 蘆花河＿二段 （老）（程）
3_17_a 百代 33650 尚小雲 秦良玉 （老）
3_17_b 百代 33651 尚小雲 御碑亭 （声）
3_18_a Victor 48028_A 恩曉峰 黃金臺 （老）

3 ． 青木文庫所蔵SP盤レコード目録（CD等収
録状況）

◆凡例
青木文庫所蔵 SP盤中国レコードの内、現在

CD等として入手可能な作品のリストを示す。
○の欄は当該 CDにレコード会社、録音年の情
報が明記されており、確かに青木のレコードと一
致することが確認できたもので、△はそのどちら
かが欠けているものを表す。『中国伝統音楽集成』
はそれ単体では情報が欠けているが、『日本コロ

ムビア外地録音ディスコグラフィー』上海編で確
認できたので○扱いとする。

出典略号／（大）；「京劇大典」、（程）；「菊壇経
典：京劇大師程硯秋老唱片全集」、（老）；「中国京
劇老唱片」 （余）；「菊壇大師：余叔岩絶版珍品」
2、（伝）：『中国伝統音楽集成：史料としての SP

原盤復刻』（譚）；「譚鑫培唱腔専輯」 53）、 （声）；
「中国京劇有声大考」 54）、（劉）；「鼓界大王劉宝
全」 55）
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図 1　陳徳霖「祭江」（百代 32087） 図 2　李長勝・張菊芬「御菓園」（Victor48028-B）

図 3　雙處「四郎探母」（Victor48033-B） 図 4　翁瑞午「義妖記・斷橋」（頭段）（高亭 A26013-A（Tab27））

図 5（上）・図 6（左）
百代公司唱片総目録
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