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「月度活動報告書」（２０１２年７月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

筆者の派遣受け入れ先となる中央研究院近代史研究所は、台湾の台北市南港区に位置する中央研究院

内の研究機関であり、1965 年に設立されたのち、政治・軍事・社会・経済・文化・思想面などさまざま

な分野に至るまで中国近現代史に関する研究を網羅的に実施している。同研究所の研究書の出版は約 100

点にも及び、多くの会議論文集や、『中央研究院近代史研究所集刊』『近代中国婦女史研究』など

の雑誌も刊行し、現在でも中国近現代史研究をリードしている代表的な研究機関の１つである。 

2012 年７月 24 日・25 日に、中央研究院近代史研究所と大阪市立大学都市文化研究センターとの共催

の形で、「近代東亜城市的社会群体与社会網絡」国際学術研討会が中央研究院近代史研究所档案館中型会

議室において開催された。筆者は、当会議に参加するため、当初、８月開始予定であった派遣開始時期

を早めて、７月 23日に台北入りした。 

 当会議では、中世から現代に至るまでの中国・日本・韓国における政治・経済・社会・文化の諸相を、

８つのテーマ別パネルに分類し、それらの各パネルでは、２日間にわたって活発な議論が行われた。日

本語報告は約 30分（通訳付き）、中国語報告は約 15分で行われ、各パネルの報告者（各２～３人）が報

告した後、司会者のコメントや質疑応答がなされた。筆者は、第２パネルの「商人群体与商業網絡（１）」

において、「宋代都市における魚食文化と魚行・魚商」と題する報告を行い、いわゆる「商業革命」と

称されるほど、経済・商業の発達した宋代の両都開封および臨安の魚食文化の発展や、それを支えた魚

商や魚行の形態に関する考察を行った。 

 各パネルではいずれも積極的に質疑応答がなされたが、おおむね時間内に終わるように、司会者の配

慮がなされていた。また、２日間とも、朝９時より夕方 18時までシンポジウムは行われたが、各パネル

終了後にそれぞれ 20分の休憩時間があり、各種の軽食や飲み物が用意されており、パネルでの緊張感を

和らげるのに大いに役立った。 

 当会議終了後、故宮博物院、国立歴史博物館、龍山寺、傅斯年図書館（中央研究院内）の参観を行う

一方で、伝統的な中国食文化の形態の一端を残存しつつ、現在の台湾における食文化隆盛の象徴ともい

える永康街、饒河街夜市、華西街夜市、梧州街夜市、師大夜市の現地調査を実施した。 

 

 

中央研究院近代史研究所 

 

「近代東亜城市的社会群体与社会網絡」 

国際学術研討会

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82
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「月度活動報告書」（２０１２年８月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

８月３日（当初２日の予定であったが、台風のため順延）から 13日までの一旦帰国ののち、筆者は 14日に再

び台湾入りした。15日に近代史研究所に赴き、受け入れ教員である 

巫仁恕先生と事務員の林さんから近代史研究所に関する説明を受けた。翌 16 日、巫先生を通じて、近代史研究

所所長の黄克武先生に挨拶に伺ったところ、黄先生は、時折、日本語をまじえつつ、非常にフレンドリーに対応

して下さった。 

近代史研究所の研究室は、二人部屋であるが、かなり大きめの部屋で、窓からの眺めも良く、非常に快適であ

る。また、研究員証があれば、24時間いつでも研究室や３階にあるコンピューター室を使用できる。コンピュー

ター室のパソコンは中央研究院の各種データベースに直結しているため、非常に便利である。 

このように近代史研究所の恵まれた研究環境にも慣れる一方で、筆者は、台湾南部にあ 

る高雄の高雄會展中心で開催された「會動的清明上河圖」の展覧会と、高雄駅から徒歩 10 

分ほどのところに位置する六合観光夜市の現地調査を実施した。 

「會動的清明上河圖」に関しては、当然のことながら、絵画である「清明上河図」が、一定の時間帯で静止し

た空間が描かれているのに対して、昼から夜へと北宋の都開封における一日の様子を動的に再現した点に大きな

魅力がある。特に夜市に関心を持つ筆者にとっては、「會動的清明上河圖」が創作した世界であるとはいえ、同

じく創作物である「清明上河図」の夜市内の情景を見ることができたことは大きな収穫となった。同展覧会のも

うひとつの大きな特色は、「清明上河図」を語る上で必要不可欠であり、それぞれ構図の異なる三種の張択端本、

明の仇英本、清院本が同時に展示され、かつそれらがいずれも撮影可能であったことである。これらは、現在各

種の印刷物によって現物を見ることはできるが、複製とはいえ、３つの絵画を同時に展覧、撮影できることに大

きな意義があると思われる。なお、明の仇英本は、明代の有名な画家仇英が蘇州を描いたものとされ、日本では、

仇英の祖本を模写したものと考えられる仇英本が大倉集古館に所蔵されている。当館では基本的に撮影不可であ

り、そもそも展示することも稀であるが、最近、伊原弘編『「「清明上河図」と徽宗の時代』（勉誠出版、2012年）

のなかで、その画像が掲載されている。 

一方、六合観光夜市は、国際的にも有名で毎晩多くの観光客でにぎわっている。この夜市は、1950年に現在の

高雄市新興区大港埔近くの空き地に屋台がまばらに登場したのがその始まりである。その後屋台は急速に増大し、

「小吃」文化で有名な大港埔夜市となり、やがて現在の六合観光夜市へと発展をとげた。現在の六合観光夜市も、

娯楽や生活雑貨の屋台もあるとはいえ、まさに現在の台湾南部における「小吃」文化の象徴といえるものである。

こうした夜市の形態は、都市の発展と有機的に連関しており、そこに都市文化成熟の一面を垣間見ることができ

るとともに、台湾や中国、ひいては日本においても、古今を通じて、庶民の食文化を象徴するものであったこと

が看取できる。 

 

近代史研究所の研究室内           「會動的清明上河図」の会場風景
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「月度活動報告書」（２０１２年９月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

 

 中央研究院は、人文社会科学組・数理科学組・生命科学組と３つに大別され、３１の研究所が

それぞれに属している。各研究所には、豊富な蔵書を収蔵している付属図書館がそれぞれ併設さ

れている。筆者が利用するのは、近代史研究所付属郭廷以図書館、歴史語言研究所付属傅斯年図

書館、中国文哲研究所付属中国文哲研究所図書館、民族学研究所付属民族学研究所、人文社会科

学研究中心付属人文社会科学研究中心図書館の５つの図書館である。これらの図書館に関する詳

しい説明は、また機会があれば、今後、順次行いたいと思うが、ここでは、これらの図書館が、

いずれも、中文・日文・英文その他の言語の蔵書を幅広く網羅的に蒐集していることを紹介して

おきたい。特に驚いたのは、日文書ならびに日文雑誌の豊富さである。専門書であれば、かなり

古い本であっても、上記５つの図書館のどこかで手にすることができる（もちろん重複して収蔵

している場合もある）。一方、雑誌に関しても、主要雑誌ならびに一部の大学紀要レベルが網羅

されており、日本の一部大学よりもはるかに恵まれているといえる。筆者のような訪問学人は、

３ヶ月、合計５０冊もの本をこれらの図書館から借り出すことが可能である。また、各図書館・

研究所においては、ＰＤＦ送信用のコピー機があるため、コピーしなくても、データを自分のア

ドレスに送り、パソコンにストックすることが可能であり、非常に便利である。コピーに関して

も、図書館で３００元のコピーカードを購入すると、約４５０元分がついてくるというかなりお

得なシステムである。 

 今月は、これらの図書館において、必要な資料・論文のコピーを積極的に行うとともに、昨年、 

『高知女子大学文化論叢』第 12 号に上梓した「『夷堅志』明州関連記事訳注稿（上）」の続編の

訳注作業にとりかかっており、すでに書き下し・翻訳・語釈作業を終えた。あとは、誤り部分の

チェックと、補足部分の調査を残すばかりである。 

また、９月２５日に歴史語言研究所において開催された笠井直美氏（名古屋大学）の研究報告

「呉郡宝翰楼初探」を拝聴した。まだ中間報告とのことであったが、明末から清代にかけて、多

くの白話小説を刊行した蘇州の書肆宝翰楼の刊本を綿密に調査されており、氏の研究に対する姿

勢に改めて敬服した。今後も、各研究会に積極的に参加していきたいと考えている。
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「月度活動報告書」（２０１２年１０月度） 

 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

 

 今月も、先月紹介した近代史研究所付属郭廷以図書館、歴史語言研究所付属傅斯年図書館、中

国文哲研究所付属中国文哲研究所図書館、民族学研究所付属民族学研究所、人文社会科学研究中

心付属人文社会科学研究中心図書館の５つの図書館のほか、人文社会科学聯合図書館を加えた６

つの図書館、特に歴史語言研究所付属傅斯年図書館、中国文哲研究所付属中国文哲研究所図書館

を中心に活用して、積極的に資料の蒐集を行っている。 

 また、先月おおむね書き終えた「『夷堅志』明州関連記事訳注稿」の見直し・訂正作業をすすめ

るとともに、１２月に報告予定である、九州史学会および関西比較中世都市研究会での研究報告

の報告要旨をそれぞれ書き上げて提出した。前者は、昨年１１月、広州の中山大学で開催された

「十至十三世紀中国的政治與社會學術研討會曁嶺南宋史研究會第二屆年會」で報告したものに加

筆・修正を行うものである。後者は、「唐宋代の夜市」と題して、唐代後半期から次第に登場し、

宋代に繁栄したとされる夜市を検討する予定である。 

１０月２２日には、知人である静宜大学の曾煥棋副教授からのお招きをいただき、台中にある

静宜大学大学日本語文学系の学生約 100 名に対して、講演「日本の食文化と中国・台湾」を行っ

た。筆者の専門である中国食文化史から派生して、中国から伝わってきた食文化が日本でどのよ

うに変容し、それがいまどのような形で中国や台湾に影響を与えているのかということについて

解説を行った。学生たちにより興味を持ってもらうために、パワーポイントを使用して、さまざ

まな日本の食文化をビジュアルな形で説明したが、多くの学生は関心をもって聞いてくれている

様子であった。このような貴重な機会を与えていただいた曾煥棋副教授に感謝の意を表したい。 

こうして研究・教育活動をすすめる一方で、巫仁恕先生よりご紹介いただき、歴史語言研究所

の博士候選人の徐力恆氏（オックスフォード大学東方文化研究所）、同訪問学人である呉秀華氏（オ

ックスフォード大学美術史系博士班）とも会食をして、さまざまな意見交流を行った。ご紹介い

ただいた巫先生に感謝申し上げるとともに、今後もこうした研究者間交流を可能な限り活発に行

っていきたいと考えている。 
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「日本の食文化と中国・台湾」講演会の様子（於:静宜大学大学日本語文学系教室） 

 

 
筆者・講演会ポスター前にて  
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「月度活動報告書」（２０１２年１１月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

 今月は、先月に引き続いて、中央研究院内の付属図書館にある『太平広記』の諸版本の調

査を実施した。特に傅斯年図書館には、明の嘉靖・隆慶間に談愷によって校刊されたいわ

ゆる談刻本と称される刊本のほか、清の道光 26（1846）年に刊行されたいわゆる三譲睦記

本、民国期出版の上海進歩書局石印本、民国 13（1924）年・15（1926）年に刊行された掃

葉山房本などの版本が所蔵されている。それらを一部は善本や重要古籍として、申請をし

た上で、借り出すことが可能である。これらの版本調査をすすめるとともに、中央研究院

全図書館所蔵の『太平広記』諸版本の系統図作成を行った。 

こうした版本調査をすすめるとともに、１２月報告予定の唐宋代の夜市や肉食の性差に

関する資料調査・レジュメ作成も行った。自業自得とはいえ、いくつかの研究報告を抱え、 

１０月に引き続き、朝８時頃に研究室に向かい、帰宅は連日夜の２３～３時、ときには徹

夜も行ったが、研究室にこもりきりで研究に集中できる環境にあるので、日本での生活と

比べると、格段に楽なものである。また、夜中まで研究室で研究に没頭していても、ふと 

近くにある研究所の研究室の明かりがついているのを見ると、こちらも大いに励まされ、 

そうした刺激を与えてくれる顔も知らない研究者に感謝の念を抱くこともしばしばである。 

そうこうして、何とか高知県立大学での特別講義原稿、九州史学会の報告レジュメ、関西

比較中世都市研究会報告レジュメを作成することができた。 

 自身の研究活動に忙しく、研究会は、今月は、１２月８日に近代史研究所檔案館大型會

議室で行われた同研究所副研究員の張哲嘉先生の研究報告「『重訂解體新書』譯詞的改訂與

方法」を拝聴するにとどまった。ただ同報告は、筆者の専門分野とはまったく異なる分野

ではあるが、日本の江戸時代における東アジア解剖学の訳語研究の様相や、解剖学言語を

現代用語と比較対照をしつつ明らかにし、また杉田玄白の漢文力に関する言及もあり、緻

密な考証と多角的視点による研究報告であり、非常に興味深い報告であった。 

 一方、中央研究院内にある学術活動中心で毎週月（初級編）・火曜日（中級編）におこな

われる中国語にも積極的に参加しており、中国語能力も一歩一歩、少しずつ向上しており、

自身の研究とともに中国語能力も今後さらに高めていきたいと思っている。 

 また、歴史語言研究所に訪問学人として一ヶ月滞在している上海・復旦大学文史研究院

副研究員の朱溢先生と、同研究所に同じく訪問学人として所属している立命館大学の 

松本保宣先生、東北大学の高橋睦美先生、京都大学博士課程の野口優氏とともに会食し、

いろいろと意見交換を行った。



 2012 年 12 月度活動報告書(塩卓悟） 

7 

「月度活動報告書」（２０１２年１２月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

 今月は１～１１日まで一旦帰国し、高知県立大学での特別講義「日本の食文化と中国・

台湾」を行うとともに、「唐宋代の夜市」（関西比較中世都市研究会、・於大阪）、「中央研究

院所蔵の『太平広記』の諸版本――傅斯年図書館を中心に――」（第２回「海域交流と中国

古典小説」研究会・於広島）、「唐宋代の肉食における性差」（平成 24年度九州史学会大会・

於福岡）の研究報告を行った。さらに、広島市立中央図書館浅野文庫において、『太平広記』

の明・許自昌刊本、九州大学中央図書館において、『太平広記』清・黄晟刊本の調査、なら

びに同大学文系図書館において『談愷本太平広記』の調査・資料蒐集を実施した。 

 高知県立大学での特別講義は、10 月に静宜大学（台中）で行った内容であったが、感想

文をみると、台湾と日本の学生との意識の相違も発見できて、大いに勉強になった。関西

比較中世都市研究会においては、西洋史など異分野の先生・院生諸氏から非常に有益なご

意見をいただき、今後の研究に大きなヒントを得ることができた。第２回「海域交流と中

国古典小説」研究会は、筆者が研究分担者として所属している科学研究費のメンバーで構

成されているため、気兼ねなく議論をすることができるとともに、本来、歴史畑である筆

者にとって、畑違いの文学系の報告を聞くことができる、非常に得難く刺激のある研究会

である。今回も、自身の報告のみならず、勝山稔先生（東北大学）・林雅清先生（京都文教

短期大学）の報告を拝聴し、非常に有益であった。また、九州史学会大会においては、筆

者の拙い報告に対して、川本芳昭先生（九州大学）、畑地正憲先生、滝野正二郎先生（山口

大学）から貴重なご指摘を賜った。 

 如上の特別講義および研究報告の機会を与えていただいた高西成介先生（高知県立大学）、 

仁木宏先生（大阪市立大学）・山崎覚士先生（佛教大学）、川本芳昭先生ならびに各研究会

において貴重なご意見を賜った諸先生方、また、史料の閲覧にあたってお世話になった浅

野文庫・九州大学図書館の館員の方々に感謝の意を表したい。 

 また、先月までに書き上げた「『夷堅志』明州関連記事訳注稿」の書き直し・補訂作業を

行い、原稿を提出するとともに、2013 年２月開催の「海域交流與日中文學」國際學術研討

會の原稿を作成中である。 

 なお、今月は、中央研究院近代史研究所所長の黄克武先生の研究報告「科舉・宗教與迷

信的再思考：靈學與近代中國的知識轉型」を拝聴した。当報告は、清末民国初の中国にお

ける知識人たちの霊学に対する解釈および科学・宗教・迷信に関する議論を検討すること

によって、近代中国知識人の思考様式の変容を検討したものであった。「霊学」という一見

怪しげに思えるテーマをとりあげつつも、緻密な考証によって論を積み上げていく手法は、

『太平広記』や『夷堅志』といった怪異譚を史料として引用することの多い筆者にとって

は、内容的にも非常に興味深く、かつ学ぶところの多い報告であった。 

１２月２３・２４日には、日本の中国史研究会・国立政治大学人文中心・国立政治大学

歴史学系の共催によって国立政治大学で開催された、「唐宋變革課題國際學術研討會」にも

参加したが、２日間にわたって、日本人研究者８名、台湾人研究者５名によって、唐宋期

を中心に政治・経済・社会・思想史面からの多角的な報告がなされ、それぞれに活発な討

論が行われた。紙幅の都合上、詳細は割愛するが、最近、唐宋史関連文献よりも、東洋・

西洋の食文化・中国文学・民俗学・文化人類学関連の文献を読むことが多い筆者にとって

は、ひさびさに大いに啓発され、収穫の多い学会であった。当会への参加をご快諾いただ

いた渡辺信一郎先生（京都府立大学）をはじめとする中国史研究会の諸先生方ならびに、

当会の運営をされた王徳権先生（政治大学）、大会事務局の方々に厚く感謝の意を表したい。  
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九州史学会での研究報告 

 

 

「唐宋変革課題国際学術研討会」（於 国立政治大学）



2013 年 1 月度活動報告書(塩卓悟） 

9 

「月度活動報告書」（２０１３年１月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

 新年を迎え、はやいもので、台湾に来てからすでに半年になろうとしている。その割に、

きちんと成果をあげているのかと内心忸怩たる思いがあるものの、本年は、第一に、いま

まで調査や研究報告をしていながら、まだ原稿化されていないものを順次公刊していく、

第二に、博士論文の修正・補筆を行ってまとめなおす、第三に、台湾における『太平広記』

版本の調査を継続的に実施することを根幹に据えつつ、研究に取り組む所存である。  

 今月は、２月２日台北で開催予定の、科学研究費公開研究会である「海域交流與日中文

學」國際學術研討會の会議原稿執筆と、その会議論文集の編集作業に追われた。日本・台

湾・中国人研究者の原稿の体裁を整えることは意外と骨の折れる作業であったが、いずれ

もご力作を送っていただいた方々に失礼のないようにと、奮起して仕上げることができた。 

台北の研究会には、１月１０日歴史語言研究所で開催された段志強氏（復旦大学歴史学

系博士）の研究報告「東南海疆與西北絶域道咸變局下的顧祠會祭」に参加した。同報告は、 

清朝末期である１９世紀の道光・咸豊期における顧炎武を祭った顧祠會祭を、当時の政治・

文化状況やそれに参加した士大夫たちの構成などから分析したものであった。 

 また、現在、多分野にわたって活躍しながらも、中国関係にも造詣が深く、好著『二つ

の故宮博物院』（新潮社、2011年）や『謎の名画・清明上河図』（勉誠出版、2011年）の著

者としても名高い野嶋剛氏（朝日新聞社国際編集部次長）とも会食し、最近、氏が関心を

寄せておられる内藤湖南に関することや、現在の東アジア情勢に至るまで、さまざまな意

見交換をすることができ、非常に有意義であった。 

 ようやく編集作業を終えた、１月２６日から２９日に、調査のため一旦帰国して、第 145

回宋代史談話会（於大阪市立大学）に出席して、豊田裕章先生（京都大学人文科学研究所

共同研究員）の「中国における都城の概念の変化と日本の宮都」および高西成介先生（高

知県立大学准教授）の「唐代致富譚再考――『続玄怪録』と致富譚」の２つの研究報告

を拝聴した。前者は、郭を都城に包括する思想が唐代の中国に確立し、それが日本の平

城京にもたらされたという、日中両国における都城概念の歴史的展開を、郭の存在を手

掛かりに論じたものであり、一方、後者は、「杜子春」にみられる致富譚を、彼の出自・

出典・都市に関する資料などの面から考察したものであり、ともに、大変興味深い報告

であった。その後、関西大学図書館、国立公文書館で資料の蒐集・調査をしたあと、台

湾に戻った。
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「月度活動報告書」（２０１３年２月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

 ２月２日に開催された、科学研究費公開研究会である「海域交流與日中文學」國際學術

研討會（於 台北市電腦公會聯誼中心 505號）において、「尾張藩における『太平広記』の

受容――蓬左文庫所蔵本を中心に――」と題する研究報告を行った（写真①）。なお、同会

議室の利用にあたって、ご尽力いただいた東福旅行社社長劉錦紋氏と靜宜大學の曾煥棋副

教授に厚く御礼申し上げたい。 

 同報告は、名古屋市蓬左文庫所蔵の『太平広記』明・許自昌刊本（20冊本）が、林羅山

のすすめにより、徳川義直によって購入されたことや、江戸時代における尾張藩の『太平

広記』版本の収集・受容状況を考察するとともに、同書にみられる書き入れの状況から、

尾張藩の読者（藩主・儒者）たちが、『太平広記』から、仏教、道教、鬼・妖怪・冥界とい

った怪異の世界、立身出世、運命、予言、婚姻、芸術、医術、科挙などの多岐にわたる分

野の知識を吸収し、同書を百科事典として活用していたことを明らかにした。 

 今月は、書評と、12月に第２回「海域交流と中国古典小説」研究会で報告した内容に関

する執筆活動に追われており、春節休みもあり、中国語や研究会活動は停滞した。ただ、

松本保宣先生（立命館大学）のご紹介により、宋代兵制史の研究者である齋藤忠和先生（立

命館慶祥高校）とお会いして、有意義な意見交換ができた。こうした貴重な機会を与えて

いただいた松本先生に感謝申し上げたい。 

 ２月 10日から 14日までは春節により官公庁や多くの店などが休業となり、24日は元宵

節であった。これらの行事は、いずれも現在筆者が研究を進めているテーマとも密接な関

係があるため、９日の除夕（大晦日）に饒河街や士林夜市を訪れたが、除夕ということも

あって、多くの店舗が店を閉めており、閑散とした様相であった（写真②）。12 日には、

龍山寺周辺の夜市を訪れたが、日本の初詣を彷彿とさせるような、普段とは比較にならな

いほどの多くの人々が龍山寺に参詣し、夜市を満喫する姿がみられた（写真③）。 

唐宋代に盛んになる元宵節の観灯行事は、現在台湾の各地で行われている。筆者は、24

日に、台湾でも有名な新竹の元宵節である「台湾ランタンフェスティバル」にでかけた。

当フェスティバルでは、台湾・日本の歌手や団体が多く参加し、ステージ上でパフォーマ

ンスをみせる一方で、数多くの臨時の屋台街（食べ物屋）が建ち並び、さまざまな人形や

ランタンが爛々と輝き（写真④）、多くの見物客の目を愉しませていた。さらに、フェステ

ィバルのフィナーレで盛大な花火が打ち上げられた。 

以上のように、従来、『東京夢華録』などの史料上のみでしか知らなかった年末年始、元

宵節の様相を、本場の中国ではなく台湾であるものの、体感できたことは大きな収穫であ

った。 
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① 「海域交流與日中文學」國際學術研討會での研究報告 

 

 
② 除夕（大晦日）の饒河街夜市 
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③ 春節の艋舺（モンガ）夜市 

 

 

④ 新竹の元宵節
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「月度活動報告書」（２０１３年３月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

今月は、一時帰国や、あいつぐ台湾への来客があり、何かとあわただしい月であったが、

執筆方面では、先月からとりかかっていた、中林広一氏の『中国日常食史の研究』（汲古書

院）の書評執筆を何とか終えて、投稿した。同書は、従来の中国食文化史・農業史研究に

一石を投じる秀作であり、筆者も大きく刺激を受け、啓発されるところの多い書であった。 

また、ようやくできあがってきた「『夷堅志』明州関連記事訳注稿」（中）（『高知県立大

学文化論叢』創刊号）の校正を行い、若干の手直しをして提出した。あとは刊行を待つば

かりである。来月以降、最終稿に向けて、継続して訳注作業を実施する予定である。 

さらに、12 月に第２回「海域交流と中国古典小説」研究会（於 広島）で報告した内容

の、中央研究院附属図書館における『太平広記』諸版本の所蔵傾向と版本系統を考察した

「中央研究院附属図書館所蔵の『太平広記』の諸版本――傅斯年図書館を中心に――」の

執筆を終えて、現在、投稿中である。その一方で、唐宋代の夜市に関する文献蒐集も継続

的に実施している。 

 ３月 12・13 日の両日は、国立故宮博物院図書文献館において、明、嘉靖 45（1566）年

談愷校刊本および明の隆慶年間活字本の調査を行った。同図書文献館は、パスポートがあれ

ば、簡単に閲覧も許可され、館員の方々もみなさん非常に親切である。筆者は今後のことも

あり、同館の閲覧証拠を作成した。閲覧証作成には、身分証明書と、写真２枚が必要である。 

同館の談刻本および隆慶活字本は、傅斯年図書館にそのマイクロフィルムが存在するが、

実物を調査することにより、マイクロでは窺えない新たな知見を見出すことができた。ただ

し時間の制約もあり、両書の調査がすべて終了した訳ではなく、また、同文献館には、談刻

本・隆慶活字本のほか、明・万暦年間に許自昌が校刊した許刻本なども所蔵されていること

からも、４月に再び調査を実施する予定である。 

 こうして執筆・調査活動を行う一方で、少しずつではあるが、博士論文の体裁の手直し

を進めつつある。来月以降も、表記の統一、重複箇所の割愛など継続的に実施する予定で

ある。また、一々お名前を列挙しないが、台湾を訪問された多くの方々と交流し、さまざ

まな議論ができたことや貴重なご示教をいただいたことが今月の大きな収穫であった。
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故宮博物院図書文献館外観 

 

 
故宮博物院図書文献館玄関
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「月度活動報告書」（２０１３年４月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

 今月はやや体調を崩して家で休養した日も多かったため、全体的にやや停滞気味の一月

であったが、原稿面では、『東方』の書評および、『中国学研究論集』の「中央研究院附属

図書館所蔵の『太平広記』の諸版本――傅斯年図書館を中心に――」の校正作業を行うと

ともに、唐宋時代の夜市および故宮博物院蔵『太平広記』に関する論文の資料蒐集および

構想を練っているところである。 

 調査面では、第一に、先月から引き続いての故宮博物院図書文献館における『太平広記』

版本の調査、第二に、台湾および日本での唐宋代の夜市に関連する諸文献の蒐集、第三に、

基隆の実地調査を行った。 

故宮博物院図書文献館に関しては、先月の活動報告書においても少し紹介したが、若干

補足をしておきたい。中央研究院から同図書館までは、620 路もしくは 645 路のバスで外

雙渓下車（所要時間 40～50分）、そこから進行方向に直進して至善路を右折して道沿いに

歩いていくと、左側に故宮の玄関口がみえる。バス停から図書館までの所要時間は約 10

分弱である。乗り換えも不要なので、中央研究院からだと非常に便利なルートである。こ

のルートを使い、今月もたびたび同図書館に通った。明・嘉靖 45（1566）年談愷校刊本、

明・隆慶年間活字本の見直しを含め、明・万暦年間許自昌校刊本の調査を行ったが、許自昌

校刊本の調査は、継続中であり、５月には、同館が保存する善本『太平広記』文淵閣四庫全

書の調査も行う予定である。 

基隆ではまず駅から徒歩１分の場所に位置する陽明海洋文化芸術館を見学した。同博物館

は基隆十大建築の一つで、元来、日本統治時代の 1915 年に日本郵船会社の建物として建築

されたものである（写真①）。ちょうど同館では中国古代・中世のさまざまな船の小形模型

の展示を行っていた。そのあと、日暮れまで多少時間もあったため、アヘン戦争の際に高台

に築かれた砲台のある海門天険も見学し、夕方になって、基隆駅から徒歩 10 分ほどの場所

に位置する基隆廟口夜市の調査を実施した（写真②）。同夜市は、台北の士林夜市や高雄の

六合夜市ほどの規模には及ばないものの、台湾でもかなり有名であり、港町基隆の性格を物

語るように、さまざまな海鮮料理の屋台が乱立する魅力的な夜市であり、日曜日の夜という

こともあり、多くの人々でにぎわっていた。 

今月は、いままで自分の体力を過信しすぎていたことに気づかされた。やはり、適度な休

息をとることも必要だと改めて感じた。来月以降は、体調管理をしっかりと行いつつ、地道

に研究を進めていくつもりである。 
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写真① 陽明海洋文化芸術館 

 

 

 
写真② 基隆廟口夜市 
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「月度活動報告書」（２０１３年５月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

 学会・研究会関係では、５月３・４日に東呉大学で開催された「第九屆史學與文獻學國際

學術研討會從社會到政治－再現中國近世歷史」（写真①）に参加した。同会議では、初日

に陶晉生先生による講演「關於宋代對遼金外交的一個看法」が行われ、その後、台湾・中

国・日本・韓国・アメリカの研究者 21名にもおよぶ報告が行われた。主持人の発言時間は

３分、各報告時間は 15分、評議人のコメントは８分であった。同会議の報告は数多く、紙

幅の都合上、すべてを紹介することはできないが、筆者が特に関心を持ったのは、 

劉靜貞「從列女傳到婦人部――女性在中國歴史書寫傳統中的位置――」および王章偉「妖

與靈――宋代邪神信仰初探」の二報告であった。ただ、劉報告は、未完成とのことであり、

今後の研究の進展が待たれる。一方、王報告は、史料を博捜するだけではなく、中国・台

湾、さらには日本やアメリカの研究も丹念に渉猟し、宋代の殺人祭鬼などの邪神信仰を考

察した非常に興味深いものであった。また、当会議のあと、会議に報告者として参加され

ていた森正夫（名古屋大学）・濱島敦俊（曁南國際大學）両先生から貴重なお話をうかがう

ことができたことも大きな収穫であった。なお、同会議参加については、山口智哉先生（台

北大學）よりいろいろとご示教を得た。謝意を表したい。 

 また、５月９日に近代史研究所檔案館で開催された王正華「城市與視覺商品：清代初中

期蘇州版畫的商業傾向」を拝聴した。同報告は、筆者が修士論文および最初の論文で宋代

蘇州の商品経済に関する検討を行ったことがあり、また、筆者の最近の関心分野でもある、

明清出版文化および日中文化交流の視点が多く組み込まれていたため、非常に興味深く、

収穫の多い報告であった。 

 調査面では、故宮博物院図書文献館に所蔵されている、清・楊守敬旧蔵本である、『太平

広記』の明・万暦年間許自昌校刊本の版本調査および、同本にみられる印記を手掛かりに、

その所蔵系統を鋭意、調査中である。また、唐宋代の長安・開封・臨安の食文化に関する諸

文献の蒐集を行っている。 

原稿面では、執筆した、『東方』の書評「中国の民衆は何を食べてきたのか？――中林広

一『中国日常食史の研究』――」および、『中国学研究論集』の「中央研究院附属図書館所

蔵の『太平広記』の諸版本――傅斯年図書館を中心に――」の原稿が公刊されたほか、上

述の調査に関する論考を執筆中である。 

なお、今月は、近代史研究所の他の訪問學人や博士後研究員、博士培育人などの若手研

究者との交流も増えた。専攻する時代・分野は違うが、彼らとのさまざまな意見・情報交

換は筆者にとって大きな刺激となっている。今後も積極的に彼らとの交流を深め、学ぶべ

き点は見習っていきたい。 
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写真① 第九屆史學與文獻學國際學術研討會（東呉大学） 
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「月度活動報告書」（２０１３年６月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

 

 研究方面においては、故宮博物院が所蔵する清・楊守敬旧蔵『太平広記』明許自昌刊本の版

式・所蔵系統・受容の形態などに関する論考を執筆した。同論考において、同版本が葉敬池に

よる許自昌刊本の後印本であることや、楊守敬以前の日本における同本の所蔵系統、書き入れ

からみられる同本の受容傾向などを明らかにした。 

原稿執筆の過程で、数日間にわたって、台湾国家図書館善本書室（写真①・②）が所蔵する

２種類の『太平広記』明許自昌刊本（40 冊本・52 冊本）の調査を行った。52 冊本にはマイク

ロフィルムがあり、同館使用のコピーカードを利用してマイクロから印刷すると、１枚１元と

いうきわめて良心的な値段である。中央研究院の傅斯年図書館も同様であり、大部の印刷を行

う者にとっては大いに助かる。マイクロ資料に関しては、依頼してからすぐに閲覧することが

できた。一方、40 冊本の閲覧にあたっては、申請書のほかに、申請理由となる論文の概容の提

出を求められた。結局、私の場合、当日の許可はおりず、その翌日に閲覧することができた。

この点は、比較的柔軟な故宮博物院図書文献館に対して、やや厳格な印象を受けた。ただし、

善本書室の館員の方々は、中央研究院附属図書館、故宮博物院図書文献館の館員の方々同様、

非常に親切で、私のさまざまな質問にも丁寧に回答してくれたほか、いろいろな気遣いをして

いただいた。今回の調査でご協力をいただいた館員の方々に感謝申し上げたい。なお、当善本

書室に展示されている南宋・理宗年間の館閣写本『宋太宗実録』存 12 巻ほか、宋・元・明刊本

や旧鈔本は、まさに一見の価値がある。 

 また、原稿執筆にあたって、新潟大学附属図書館、東奥義塾高等学校図書室、大東文化大学

図書館、大阪市立大学学術情報文化センターに、資料の提供などで非常にお世話になった、ご

協力をいただいた諸機関の関係者各位に深謝したい。 

 なお、今月は、Michael Chang (George Mason University)“Xiong Cilü's Concept of 'Civil 

Rule' at the Early Kangxi Court, 1670-1671”および郭公民（湖州師範學院文學院）「藝

術破壞——城市公共藝術中作為否定性接受反應的公眾破壞行為」の２本の研究報告を拝聴し

た。 

 調査・研究に時間を取られていたため、ながらく停滞していた中国語のほうにも、今月は意

欲的に取り組みはじめた。中央研究院の研究活動中心で行われる週三回の中国語の授業にも出

席する一方で、近代史研究所の訪問学人たちとの親交も深めつつ、中国語の練習をしている（写

真③）。ただ、６月末で訪問学人のメンバーも随分といれかわって顔ぶれが一新し、研究・調査

でやらなければならないことが山積しているため、今後も継続的にできるかどうかは微妙だが、

出来うる限り中国語学習にも力を入れていきたいと考えている。 
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①国家図書館      ②国家図書館善本書室 

 

 

 

 

 
 

③他の訪問学人たちと



2013 年 7 月度活動報告書(塩卓悟) 

 

21 

「月度活動報告書」（２０１３年７月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

 

 はやいもので、今月で台湾に滞在して一年になるため、近代史研究所に滞在期間延長の

申請を行ったところ、来年３月までの延長申請が認められたため、移民署での居留証更新

も非常にスムーズに行うことができた。唐宋史専門の筆者に対して、いろいろとお気遣い

いただき、延長をご快諾いただいた近代史研究所所長の黄克武先生、また、申請に当たっ

て、いろいろとお骨折りいただいた巫仁恕先生にまず感謝申し上げたい。 

 研究面においては、いままで資料の蒐集につとめてきた、唐宋代における夜市に関する

執筆およびそのさらなる資料蒐集に明け暮れた。その内容に関しては、また原稿の公刊決

定後に改めて紹介することにしたい。 

 学会・研究会では、魏舒歌（世新大学）「橋梁還是鴻溝：中国三十年代租界区的英文報刊」

および、Tobie Meyer-Fong（米：Johns Hopkins University）「美国学界適研究太平天国

的新視野」「戦争的終結――十九世紀中国内戦的暴力・社区與記念」などの研究報告を拝聴

した。 

 また、文学研究の立場から宋代科挙を研究しており、『北宋科挙考試与文学』（上海古

籍出版社）の著者としても名高い林岩副教授（華中師範大学文学院）や、唐宋文学研究者

として、『南宋初期的文化重組与文学新変――鼓浪学術書系、古典文学新視野』（厦門大

学出版社）および『歴代文苑伝箋証』（鳳凰出版社）の作者として知られている銭建状副

教授（厦門大学）、元朝史研究者の薛磊副教授（南開大学）と面識を得て、日中の中国学

研究の情報交換を行い、現在の中国における宋代文学および元朝史研究の状況を知ること

ができたのは非常に有意義であった。 

ところで、以前紹介した通り、中央研究院の各附属図書館には、台湾のみならず、中国・

日本・アメリカ・韓国など、網羅的に資料を蒐集しており、非常に素晴らしいものである

が、さすがに日本の大学紀要・研究論文集は少ない。受け入れの諾否はわからないものの、

日本の各研究機関は、日本における中国史（あるいは台湾史）研究を紹介するためにも、

積極的に雑誌を寄贈すべきではないかと筆者は考える。 

なお、以前、中国での学会に参加したときにも感じたが、台湾に来てから、台湾と中国、

アメリカなどとの交流の活発化を見るにつけ、日本における研究の海外（台湾だけではな

く）発信の必要性を改めて強く認識させられている。そのためには、自らの語学能力を磨

く必要もあるため、調査・研究に時間を取られつつも、可能な限り、中央研究院の研究活

動中心で行われる週三回の中国語の授業に出席し、中国語学習にも力を入れている。なか

なか上達しない自分の語学力の欠如に恥じ入るばかりだが、「継続は力なり」で、継続して

取り組むつもりである。
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「月度活動報告書」（２０１３年８月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

 

 今月は、研究面においては、いままで資料の蒐集につとめてきた、唐宋代における夜市

に関する執筆および、現在、故宮博物院に所蔵されている清・楊守敬旧蔵『太平広記』に

関する原稿の加筆・修正に追われた。 

 また、８月 20～31日まで、日本に帰国して、 

 

①大東文化大学図書館所蔵の『太平広記』明・許自昌刊本および清・嘉慶元年重刻本 

②新潟大学附属中央図書館佐野文庫所蔵の明・許自昌刊本 

③京都大学人文科学研究所所蔵の明・許自昌刊本 

④国立公文書館所蔵の林羅山旧蔵許自昌刊本・紅葉山文庫旧蔵許自昌刊本・高野山釈 

  迦門院旧蔵許自昌刊本・浅草文庫旧蔵許自昌刊本の４種類の許自昌刊本ならびに、 

清・嘉慶重刻本、北平文友堂影印本 

⑤東洋文庫所蔵の明・許自昌刊本 

 

以上の版本の調査を行った。①・②および③の北平文友堂影印本に関しては、今回がは

じめての調査であったが、日本や台湾の他の許自昌刊本にみられない封面が、大東文化大

学所蔵本および新潟大学附属図書館佐野文庫所蔵本に残っていたことを確認できたととも

に、前者の封面に明の葉敬池の名前がみられる一方、後者の封面には葉敬池の名前が見ら

れないということを発見できたことは、大きな収穫であり、これらをふまえた上で、清・

楊守敬旧蔵『太平広記』に関する原稿の加筆・修正をおこなっている。 

８月 26～28日まで静岡・伊東市の山喜旅館で開催された宋代史研究会に参加した。今回

の宋代史研究会には、台湾の黄寛重先生（長庚大学）をはじめとして、６名の先生方が参

加されたこともあり、久しぶりに参加者が約 50 名にもおよぶ盛大な会となった。26 日夕

方には、５名の研究者によるプレゼンテーションが行われ、27日には、日本・台湾人研究

者９名による研究報告、さらに 28日には、宮澤知之先生（佛教大学）による宋元明経済史

に関するコメントもあり、かなりタイトなスケジュールであったが、まず、プレゼンテー

ションという企画の斬新性に啓発を受けた。また、近年、当会への日本人研究者の参加者

（筆者も含めて）が少なくなりつつあることや、国際的な学際交流が急速に進展しつつあ

る昨今の情勢を鑑みれば、今回、このように多くの日本人研究者と台湾人研究者が一堂に

会したことは、日本の宋代史研究および宋代史研究会の存在を海外にアピールすることに

もつながるため、非常に意義のある研究会であったと考える。今後は、中国の研究者にも

積極的に参加していただければ、さらに活性化されるのではないかと思われる。 

末尾ではあるが、このような多くの参会者が集った会をつつがなく運営・進行された、

当会の幹事であった早稲田大学の近藤一成先生をはじめとする諸先生方、院生諸氏に感謝

申し上げたい。 
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「月度活動報告書」（２０１３年９月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

 

 筆者が研究分担者として参加している平成 23～25年度文部科学省科学研究費補助金・基

盤研究Ｂ「海域交流をｷｰﾜｰﾄﾞとした中国通俗文芸の学際的研究」の研究メンバーが台北に

集まり、９月６日に台北凱撒大飯店香港庁において第３回「海域交流と中国古典小説」研

究会（in台北）を実施した（写真）。本年２月にも一度研究会を実施しているため、今回

が２度目の台湾開催である。筆者は、台湾故宮博物院図書文献舘に所蔵されている『太平

広記』明許自昌刊本に関する研究報告「楊守敬旧蔵葉敬池刊『太平広記』について」を行

った。研究会終了後、今後の科研費の問題に関する打ち合わせを行い、翌日には、午前中

に台湾大学図書館、午後から国家図書館をまわり、善本室やその他で資料蒐集を各自行っ

た。今回の研究会には、研究代表者の高西成介先生（高知県立大学）をはじめ、川島優子 

先生（広島大学）、森中美樹先生（安田女子大学）、井上浩一先生（東北大学）、林雅清

先生（京都文教短期大学）の科研費メンバーのほか、公務のため不参加となった勝山稔先

生（東北大学）の論文による誌上参加、さらに市瀬信子先生（福山平成大学）に講演をし

ていただいた。皆様ご多忙のなかにも拘わらず、台北までご参会いただき、ご論考をお送

りいただいたことに心より感謝申し上げたい。 

 ９月 16日に歴史語言研究所において開催された、宋代法制史研究者として名高い柳立言

先生の研究報告「從《宋大詔令集》看北宋統治者心目中的重要問題」を拝聴した。同報告

は、『宋大詔令集』に見られる法令から、太祖や太宗がいかなる問題に対して関心を持って

いたのかを考察したものであった。氏の豊かな学識と綿密な考証に基づく重厚な研究スタ

イルを感じさせる報告であり、学ぶところの多い報告であった。ただ、１時間という報告

時間もあり、今回の報告では対象が太祖・太宗朝にとどまり、真宗朝以降における北宋統

治者の問題意識がどのように変容していったのかという問題については論じられなかった

点が残念である。しかし、レジュメには真宗朝以降の題目もあったことから（「以下不報告」

とあり）、今後、それらの問題に言及されるのを俟ちたい。 

 原稿に関しては、上記の研究会で報告した「楊守敬旧蔵葉敬池刊『太平広記』について」

の原稿に加筆・修正をかさね、何とか書き上げるとともに、唐宋代における夜市に関する

論文も鋭意執筆中である。 
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第３回「海域交流と中国古典小説」研究会（in台北）
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「月度活動報告書」（２０１３年１０月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

 今月は、これまで調査・執筆してきながら、他の原稿の執筆などと並行しながら行って

いたため、なかなか進捗しなかった唐宋代の夜市に関する原稿執筆に明け暮れ、何度か研

究所に泊まり込んで執筆を行った。この１年余り酷使し続けたパソコンの具合が悪くなり、

データが一部消失するなどしたが、何とか書き上げることができた。当論文は、台湾に来

てから、各地の夜市の隆盛をみて、宋代の民衆たちが食文化を享受する空間であった夜市

の繁栄がどこからきたのか、という着想に基づいたものである。 

 調査・資料蒐集面においては、唐宋代における飲食文化の空間である茶店・茶肆に関す

る従来所有していた資料を整理するとともに、新たな資料を蒐集している。また、台湾師

範大学図書館において、厳一萍氏による『太平広記校勘記』（芸文印書館、1970 年）の資

料蒐集を行うとともに、台湾大学図書館での調査を行った（写真①参照）。台湾大学図書館

には、『太平広記』の乾隆二十年黄晟校刊本六十四冊、嘉慶元年重刻本三十冊、康煕七年孫

潜朱校本四十八冊などが所蔵されている。嘉慶元年重刻本三十冊、康煕七年孫潜朱校本四

十八冊は龔藹人の烏石山房の旧蔵書であり、乾隆二十年黄晟校刊本六十四冊は、久保文庫

旧蔵本である。中でも、孫潜朱校本は、談愷刻本をもとに孫潜が朱筆で校訂を行い、現在

台湾大学図書館のみにしか所蔵されておらず、『太平広記』版本の中でもきわめて貴重な存

在である。今月は、マイクロフィルムで、孫潜校本の一部の調査を行った。ただし、孫潜

校本を含めて、台湾大学図書館での調査を継続的に実施する必要がある。 

一方、雑誌『中国飲食文化』を発行していることでも有名な、台湾の財團法人中華飲食

文化基金會圖書館（写真②・③参照）において中国飲食文化史関係の資料蒐集を実施した。

同図書館は、日本・中国・台湾などの著書・各種雑誌・論文などを非常に網羅的に蒐集し

ており、中国のみならず、日本・台湾などの東アジアの飲食文化を研究する者にとっては、

必ず一度は訪問すべき場所であると思われる。『太平広記』の版本調査に忙殺されていたや、

中央研究院各附属圖書館・台湾大學圖書館・國家圖書館などで大方の資料が賄えたことも

あり、これまで足を運ぶ機会がなかったが、台湾での残りの滞在期間において、今後も是

非訪れる必要があると考えている。 

 研究報告としては、10月 17日に開催された呉啟訥（近代史研究所助研究員）「鼓吹革命

與爭取正統――以《義勇軍進行曲》和《三大紀律八項注意》――」（近代史研究所檔案館一

樓中型會議室）を拝聴した。当報告は、近代史の分野とはいえ、国家権力・イデオロギー・

歌謡・映像などの相互の関連と、国家権力によって音楽や映像が利用されることの状況を

丹念に考察した点などが、筆者にとって非常に興味深く感じた。 

如上のような状況の下、11月の２つの講演準備、「『夷堅志』明州関連記事訳注稿」（下）

の原稿作成、日本における中国飲食文化史研究の整理・執筆、12月７日に高知で予定され

ている科学研究費研究会の報告準備などを進めている。
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台湾大学図書館 

 

財團法人中華飲食文化基金會圖書館・外観 

 

財團法人中華飲食文化基金會圖書館・内部
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「月度活動報告書」（２０１３年１１月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

11月 20日に、「日本の茶文化と台湾・中国」（於 靜宜大學日本語文學系）、22日に「唐

宋時期的夜市」（於 曁南國際大學歴史學系）と題する２つの講演を行った。前者は、日本

文化に関心を持っている受講生が多いため、唐宋時代における茶文化の発展や、その茶文

化の日本への将来および日本における発展の様相、さらに、現在の日本の茶文化と台湾・

中国の茶文化との交流の様相を紹介した（写真①・②）。同大学では、昨年の 11月に続い

ての２回目の講演となり、このような貴重な機会を与えていただいた曾煥棋先生（靜宜大

學）に感謝申し上げたい。 

後者は、中国における夜市の起源とその発展について考察したものであり、その内容は

別途論文に譲りたい（写真③）。招待していただいた呉雅婷先生（曁南國際大學）と、当日、

多忙の中、通訳の任を引き受けていただいた山口智哉先生（台北大學）に、改めて御礼申

し上げたい。また、呉先生は、多忙の中にも拘わらず、23日には、筆者の無理なお願いを

聞き届けていただき、酒造地として名高い埔里の酒廠や、1930年に勃発した霧社事件で有

名な霧社の地も案内していただいた。感謝にたえない。 

 研究報告としては、11 月 14 日に開催された張寧先生（近代史研究所副研究員）の報告

「看與被看――跑馬及通商口岸文化」（近代史研究所檔案館一樓中型會議室）を拝聴した。

当報告は、イギリスから伝来した競馬の受容を通して、中国近代の通商口岸における都市

の発展と娯楽との関連性を考察した非常に興味深いものであった。中央研究院にきてから、

他の分野・時代の報告を聞く機会が増えたが、従来の歴史学の枠組みとはまったく異質の

斬新な視点にもとづく研究が多く、非常に学ぶところが多い。 

また、11月 29・30日に中央研究院人文社會科學研究中心主催で開催された学会「第 14

屆中琉歴史關係國際學術會議萬國津梁――東亞海域史中的琉球」に参加した。会議の主催

者である朱德蘭先生（人文社會科學研究中心）、突然の参加にも拘わらず、いろいろとご高

配を賜った劉序楓先生（人文社會科學研究中心）、会議への出席を勧めていただいた曾煥棋

先生、ならびに門外漢の筆者をあたたかく迎えて頂いた当会に参加された諸先生方に感謝

の意を表したい。 

 原稿面では、唐宋代の夜市に関する原稿の手直しも終わり、『夷堅志』明州関連記事訳注

稿」（下）の原稿をおおむね書き上げることができた。その一方で、12月７日に高知で行

われる 2013年度「海域交流をキーワードとした中国通俗文芸の学際的研究」第２回公開研

究会科学研究費研究会の報告準備などを進めている。 
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①日本の茶文化と台湾・中国」（於静宜大学）講演風景 

 

 
②「日本の茶文化と台湾・中国」講演後 
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③曁南國際大學での講演後
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「月度活動報告書」（２０１３年１２月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

 

12月６日の高知県立大学文化学部「中国文化論」特別講義「中国の宗教と文化」におけ

るゲストスピーカーとしてのコメント（写真）、７日に開催された 2013年度「海域交流を

キーワードとした中国通俗文芸の学際的研究」第２回公開研究会科学研究費研究会（於 高

知県立大学永国寺キャンパス）での研究報告「近世・近代東アジアにおける『太平広記』

の流伝――台湾所蔵本を手掛かりに――」を行った。同報告は、故宮博物院図書文献館、

国家図書館善本室、中央研究院傅斯年図書館、台湾大学図書館などに所蔵されている『太

平広記』の明清刊本の蔵書印を手掛かりに、それらの刊本が中国・日本・台湾などの東ア

ジアにおいてどのように流伝してきたのかを考察したものである。 

なお、筆者が日本に帰国した 12月６～８日には、日本学術振興会「頭脳循環を加速する

若手研究者戦略的海外派遣プログラム」総括シンポジウム「東アジア都市における集団と

ネットワーク－伝統都市から近現代都市への文化的転回－」・大阪市立大学文学部創設 60

周年記念シンポジウムが開催されており、是非とも参加したかったが、諸般の事情により

参加できなかったのが心残りである。 

今月は多くの研究会が実施されたこともあり、洪秋芬（近代史研究所助理研究員）「戰時

體制下台灣婦女『出頭天』」（12月 12日・近代史研究所檔案館一樓中型會議室）、王国斌（カ

リフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）教授）「中國和歐州之政治經濟的工業化（西元

1750至 2000年）」（12月 13日・近代史研究所檔案館一樓中型會議室）、中島楽章（九州大

学准教授）「明代朝貢貿易體系的構造與變化」（12 月 24 日・人文社会科学研究中心Ｂ202

會議室）、陳儀深（近代史研究所副研究員）「一九七一年中華民國政府對『釣魚台列嶼』政

策之形成」（12月 26日・近代史研究所檔案館一樓中型會議室）、高津孝（鹿児島大学教授）

「琉球の出版文化」（12月 27日・歴史語言研究所研究大樓２Ｆ會議室）などの研究報告を

拝聴した。いずれも興味深かったが、特に印象に残ったのが、洪先生と高津先生の報告で

あった。 



2013 年 12 月度活動報告書(塩卓悟)  

 

31 

洪先生の報告では、日本統治時代を台湾女性が従来の封建的な束縛から抜け出す一つの

契機と捉えており、近年、台湾において日本統治時代が見直されている風潮の一端を感じ

ることが出来た。また、高津先生の報告は、最近、近世・近代東アジアにおける『太平広

記』版本受容の研究を行っている筆者にとって、琉球の出版文化の重要性を再認識できた

興味深いものであった。 

 原稿面では、『夷堅志』明州関連記事訳注稿」（下）の原稿を書き上げることができた。 

 

 

「中国の宗教と文化」於 高知県立大学
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「月度活動報告書」（２０１４年１月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

 

今月の研究報告としては、岩間一弘（千葉商科大学）「“中国趣味”的大衆化――日本

游客的上海印象変化和上海的旅游城市化」（１月 10日・近代史研究所研究大樓１Ｆ會議室）

を拝聴した。同報告は、1920～30 年代および 1970～80 年代を中心に、日本国内における

中国趣味の流行によって、日本人の上海に対するイメージや、上海の持つ旅行・観光都市

的性格の変容を、衣服・食文化などを中心に論じたものであり、非常に興味深く、大いに

啓発を受けた。 

また、１月 23～27日に一旦帰国。所用のため、途中参加となったが、第 164回宋代史

談話会に参加し、豊島悠果（神田外国語大学）「遣金高麗使節の使行」、中林広一（立教

大学）「河を遡る昆布 ―近代中国における昆布利用とその背景」の両報告を拝聴した。

豊島報告は、金へと派遣された高麗使節の状況を丹念に明らかにしたものであった。筆者

は、金の高麗使節に対する接待のありように関心を持った。一方、中林報告は、近代中国

における昆布の消費に着目したものであった。従来、あまりとりあげられることのなかっ

たテーマでもあり、近代中国において昆布需要が拡大していった背景を、諸史料を駆使し

つつ明らかにした点は、大いに勉強になった。 

 １月 20～22日にかけて、山口智哉先生（台北大学）とともに、花蓮の調査にでかけた。

花蓮は台湾の米の産地としても知られており、また、花蓮市内から北へ 15ｋｍのところに

位置する有名な観光スポットである七星潭付近の七星柴魚博物館（鰹節博物館）（写真①）

も参観した。花蓮は、日本統治時代に鰹節産業が発達したが、近年では、急速に衰退して

いる。当博物館は鰹節の製造過程をはじめとする展示がされており、往時の鰹節産業の発

展ぶりが窺える興味深い展示内容であった。さらに、台湾を代表する景勝地の一つである

太魯閣国家公園に赴いた。同渓谷の中心である天祥には、第５代台湾総督佐久間佐馬太を

祀った佐久間神社の跡地に、現在、文天祥の銅像および、彼の「正気歌」が刻まれた石碑

が設置されている文天祥公園がある（写真②）。ただし、多くの観光客は他所を回るのに忙

しく、この銅像を参観する人もあまり多くないようである。 

 また、1917年に日本人初の移民村であった花蓮県吉安郷に建てられた真言宗本願寺吉野

布教所を、市の史跡に指定し、修復・公開している吉安慶修院も訪れた。 

 原稿では、『夷堅志』明州関連記事訳注稿」（下）の原稿の訂正も終えるとともに、共著

者である高西成介先生（高知県立大学）との原稿の相互チェックも行い、ようやく原稿を

提出することができた。
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①七星柴魚博物館 

 

 
②文天祥像（文天祥公園）
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「月度活動報告書」（２０１４年２月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

１月 30日から２月４日までが春節ということもあり、今月は近代史研究所の新年会など

各種晩餐への参加、帰国準備などの諸事が多く、何かとあわただしい月であった。 

研究面においては、蓬左文庫所蔵の『太平広記』および『夷堅志』から、江戸時代の尾

張藩における唐宋文言小説の受容の様相を考察した原稿の校正原稿を提出し、故宮博物院

所蔵の『太平広記』楊守敬旧蔵本から、明・許自昌刊本の刷りの種類や刊行時期、および

同本の現在に至るまでの流伝の過程を考察した原稿の修正やそれに関する来月の講演資料

の作成を行った。また、従来の日本における飲食文化史研究の整理に関する原稿を執筆し

ているため、中央研究院附属の各図書館や中華飲食文化基金會図書館などでそれらの資料

蒐集ならびに原稿執筆を行うとともに、唐宋代の夜市に関する原稿の修正などを行ってお

り、今月は非常に多忙を極めたため、学会や研究会に参加することができなかった。 

調査としては、昨年の元宵節には新竹に赴いたため、今月も元宵節の現地調査をしなけ

ればと思いながらも、原稿に追われて果たすことができなかった。ただ、月末に、豆腐で

有名な深坑（台北）にある老街や、元宵節の天灯祭で有名な平渓の老街の調査に赴いたの

みである。元宵節には天灯祭を見るために非常に多くの人々で賑わう平渓も、平日であっ

たため、観光客も少なく、逆にゆっくりと見て回ることができたのが幸いだった。 

はやいもので、筆者の台湾滞在期間も残り１月足らずとなった。本当にここまであっと

いう間であった。来月も、残り少なくなった日々のなか、帰国準備、原稿執筆、講演など

で多忙になると思われるが、国家図書館・故宮博物院図書館・台湾大学図書館などの調査

も何とかがんばって最後までやりとげたいと考えている。 
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①巫仁恕先生と筆者（近代史研究所新年会にて） 

 

 
②平渓の老街
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「月度活動報告書」（２０１４年３月度） 

塩 卓悟（「頭脳循環派遣」研究員） 

 

今月は、３月７日に「近世・近代東亞《太平廣記》的流傳――以國立故宮博物院

館藏楊守敬舊藏本為中心――」（清華大学人文社会学院Ｄ３０２研討室）の講演

を行った（写真参照）。講演内容は、台湾故宮博物院所蔵の楊守敬旧蔵本の版本

形態や来歴について考察したものであったが、講演終了後、さまざまな角度から

質問がなされ、筆者にとっても大いに勉強になった。当講演実施にあたって尽力

をしていただき、講演終了後も新竹市内観光案内をしていただいた謝佳螢さん

（清華大学碩士）ならびに当日通訳をしていただいた山口智哉先生（台北大学）

に感謝申し上げたい。  

原稿では、唐宋代の夜市に関する原稿修正を終えるとともに、「楊守敬旧蔵葉敬

池刊『太平広記』について」の最終校を済ませ、高西成介先生（高知県立大学）との共訳

「『夷堅志』明州関連記事訳注稿」（下）の校正を終えて提出した。当訳注は今月中に発

行される予定である。 

また、３月 12日に清華大学で開催された平田茂樹先生の講演「宋代政治史研究的新視野

──以科挙社会的“人際綱絡”為線索」を拝聴した。 

近代史研究所の研究室の鍵を返還した３月 14日には、巫仁恕先生や、劉序楓先生（人文

社会研究所）、廖肇亨先生（文哲研究所）、大澤顕浩先生（学習院大学）が送別会を開い

てくださった。ご多忙の折にも拘わらず、ご参会くださった先生方に感謝申し上げたい。 

今回の１年８か月の間におよぶ台湾・中央研究院での生活は、学生時代から学費・生活

費捻出のため仕事に追われてきた筆者にとっては、学術振興会研究員の３年間以来の研究

に没頭できた非常に貴重な時間であった。また、多くの方々と知り合う機会が得られたこ

とも、大きな財産になった。 

今回の頭脳循環プロジェクトで、筆者を派遣していただいた平田茂樹先生をはじめとす

る大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センターの諸先生方，海外滞在の筆者の頭

脳循環プロジェクトに関する煩瑣な事務作業を処理していただいた研究支援課の峯つばさ

さん、石田育子さん、頭脳循環事務局の尾崎敬子さんに厚く御礼申し上げたい。また、今

回の筆者の台湾在住期間において、招待人である巫仁恕先生、筆者の受け入れ機関であっ

た近代史研究所の諸先生方、事務員の方々、そのほかにも、実に多くの方々のお世話にな

った。紙幅の都合上、皆様のお名前をすべて列挙することはできないが、末尾ながら、 

各位に心より感謝申し上げたい。 
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