
51澁澤　尚 : ロバート・ハンス・ファン・ヒューリック『ディー判事もの』の挿絵について

ロバート・ハンス・ファン・ヒューリック 
『ディー判事もの』の挿絵について

─ 高羅佩狄奇案插圖來源攷 ─

澁　澤　　　尚

1．緒　　　言

　その息子ピーターに「三つの顔をもつ」と称された男，それがロバート・
ハンス・ファン・ヒューリック（Robert Hans van Gulik，1910-1967）で
ある1。駐日オランダ大使を務めた外交官であり，東洋学者であり，そし
て推理小説家でもある。彼はオランダ東部のズットフェンに生まれたが，
幼少期は軍医であった父親に従いオランダ領東インド（現インドネシア）
のジャワ島やバタヴィア（現ジャカルタ）で過ごしている。大学卒業後は
オランダ外務省に入り，1938年，通訳担当の大使館書記官として日本に
着任，戦中は大使館撤収にともない帰国，戦後を通じ外交官として日本を
含めた各国を渡り歩いた。1965年，駐日オランダ大使（駐韓国大使兼任）
として着任，在任中に病を得て帰国，そのままハーグの病院で逝去，享年
57であった2。
　すでに戦前東京在任中のオランダ大使館 2階の書斎名は「集義斎」，定
めた唐名は「高羅佩（カオ・ルオペイ）」，字

あざな

「芝臺」という支那通ぶりで
ある。毛筆を自在に操っては草書を能くし，古琴を奏してはその研究書『古
琴道』The Lore of the Chinese Luteまでものし，古物

を弄しては数寄者と互角に蘊蓄を傾け，文房四宝を集めては自ら篆刻までおこな
う文人，まさに琴棊書画を必須教養としたいにしえ中華の読書人たる士大夫，す
なわち Scholar-official（学者－官人）そのものといえる傑物である3。
　ライデン大学で法学を修めたのちユトレヒト大学院に進み文学博士号を取得，
学位論文は「馬頭明王諸説源流考」（1935）であった。それは，ラテン語，ギリシャ
語を含む欧米諸言語はもとより，漢文，現代中国語，日本語，その古文は当然の
こと，サンスクリット，チベット，マライ，アラビアの各言語，はてはインディ
アンのブラックフット語まで習得していた，いわゆる polyglot（多言語精通者）
の彼ならではの博識広汎な学術論文である。
　その一方，1949年には東京でファン・ヒューリック翻訳になる『狄公案』Dee 

Goong An : Three Murder Cases Solved by Judge Deeが出版される。これは，清朝に
書かれた作者不詳の公案小説『絵図武則天四大奇案』（上海公益書局刊石印本）
の初英訳であった。まさにこのことが，彼をして推理小説家の顔をもたしめる端
緒となったのである。刊行の経緯について，江戸川乱歩は次のようにいう。

駐日オランダ大使時のファン・
ヒューリック
（『中国のテナガザル』より）

草書の署名「荷蘭 高羅
佩」（『中国のテナガザ
ル』より）



人間発達文化学類論集　第 21号 2015年 6月52

　（ヒューリックは : 筆者補）西洋探偵小説には以前から興味を持っ
ておられたが，中国の探偵小説は戦争中に，中国と印度に駐在中，最
もよく読まれたらしい。その中に「武則天四大奇案」（一名「狄公案」）
があり，中国の長編探偵小説では，これが一番面白く，欧米人にも理
解されるような味を持っていたので，公務の余暇にこれを英訳された。
そして，戦後は再び東京に駐在されることになったので一昨一九四九
年，この英訳を東京に於て印刷し，千二百部の限定版として出版，内
八百をニューヨークの書肆に托し，残る四百部を日本の好事家に頒た
れた。その書名は DEE GOONG AN : An Ancient Chinese Detective Story

（狄公案）である。私はある百貨店の古書展で，中国物専門の古書肆
山本書店の主人に勧められ，この英訳「狄公案」をもとめたが，私が
日本人では最初の購読者だったというので，このことが訳者にも伝え
られ，私は山本書店主人を介してグーリックさん（当時は英語風の読
みで通っていた : 筆者注）と知合ったわけである。

（ファン・ヒューリック著・魚返善雄訳『迷路の殺人』解説，大日本雄弁会講談社，1951）

　公案小説とは名判事を主人公とした裁判ものの通俗小説であり，なかでも
宋代の包拯（999-1062）の活躍を描き，『棠陰比事』とともに日本の「大岡
政談」などに影響を与えた『龍図公案』が名高い。『狄公案』の主人公たる
狄仁傑（630-700）も，唐王朝は則天武后の御代に実在した政治家である。
県知事といった一地方官であった仁傑を，その裁判の公正さ，官吏としての
清廉さにより中央に抜擢し宰相の任にあたらせたのがかの武則天であった。
　当時の県知事（任期 3年）の職務はまことに多様である。租税の徴収から
出生・死亡・婚姻の登録，土地登記の管理，治安維持といった警察業務に全
責任を負うかたわら，判事として裁判を開廷し，民事から刑事にわたる訴訟
をとり扱う。このように，赴任地の人民全般の面倒をみることから「父母官」

なる俗称すらある。すなわち，公案もの探偵小説における探偵とは職業探偵の謂いではなく，大理寺卿
（最高裁長官）といった中央官のほか，多くは裁判官を兼ねた地方知事なのであった。『狄公案』の主人
公が Judge Dee（ディー判事）と呼ばれるゆえんである。

　ところで，ファン・ヒューリックといえば『古代中
国の性生活』（松平いを子訳，せりか書房，1988）と
して邦訳もある『中国古代房内考』Sexual Life in 

Ancient China（1961）の名著が知られる。この筋の研
究の発端は 1949年，当時東京のオランダ大使館参事
官であった彼が，京都の骨董商から『花営錦陣』なる
明代春画の版木一揃えを偶然見出したことによる。彼
は「芸術学的社会学的いずれの観点からしても重要で
あるので」（序文），義務として研究者向けに限定自費
出版することを思い立つ。テナガザルを飼育しては学
術書『長臂猨考』The Gibbon in China（1967）を書い

狄仁傑像（『歴代古人像賛』）

Sexual life in ancient Chinaと『秘戯図考』

Dee Goong An : An Ancient 
Chinese Detective Story
初版本
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てしまう根っからの学者の血が騒いだのであろうか，画冊の冒頭に附する「中国性愛芸術の歴史的背景
にかんする短い序文」のはずだったものが膨大な論文と化してしまい，『秘戯図考』Erotic Colour Prints 

of the Ming Period（1951）として東京で 50部のみ出版され，各国の大学・図書館に寄贈されたのであっ
た。その 10年後，「漢以前の資料をつけ加え，人類学者や性科学者を含むより広い範囲に合うように，
性愛美術資料を詳述した部分を省き，中国性生活のもっと一般的な像を示すような他の部分を拡充した」
（序文），いわば姉妹版が前述の大書なのである。
　しかし，春画『花営錦陣』発見のきっかけとなったのは，実は推理小説の執筆なのである。その名は
The Chinese maze murders（直訳 : 中国の迷路殺人）であり，原稿はまず英文で書かれた。江戸川乱歩の
解説にいう。

　グーリックさんは「狄公案」のようなものを，引きつづいて英訳してはどうかと，内外の友人達
から勧められたが，中国の長篇探偵小説は多いけれども，「狄公案」のように西洋人にも分る面白
さを持ったものは，ほかに見当たらなかった。そこで，同氏は中国の色々の探偵小説の中から，面
白いトリックを抜き出して，それを敷衍し，適当な構成を与えて，自から「続狄公案」というよう
なものを創作して見ようと思い立った。（前掲書）

　かくて英語版に先立ちこの推理小説は，魚返善雄（東京大学講師）の邦
訳で『迷路の殺人』（1951）と題して大日本雄弁会講談社から世に送り出
されたのである（のち自身による華訳版『狄仁傑奇案』として刊行）。そ
の際，出版社は表紙デザインに女性のヌードを入れて描いて欲しいと執拗
にいってきた。戦後日本における「裸体崇拝」の気運によるものらしい。ファ
ン・ヒューリックは，儒教の伝統のため裸体画を描くような絵画はついぞ
生まれなかったと何度も出版社に説明したようだがその確認を再三迫ら
れ，それではと各方面に問い合わせた結果が上述の秘画発見につながり，
最終的に二大著に結実していったのである。
　その後，The Chinese maze murders出版を嚆矢とする，いわゆる「ディー
判事もの」が陸続と生み出されてゆくことになる。作者が欧米読者の嗜好
を意識して書いたこともあり，近年までは日本よりもむしろ欧米各国で翻
訳され版を重ねている The Judge Dee Storiesであるが，その小説としての

魅力はといえば，複雑怪奇な謎解き自体は無論のこと，ディー判事の厄介な任地での大活躍，そこで縦
横に立ち回る副官たち（そのうち二人は元「緑林の兄弟」，つまりは義賊，もう一人は元詐欺師），ひと
癖もふた癖もある役人や商人，街の悪漢や遊女，アクの強い宗教者や異国人らの跋扈にあるだろう。例
えば，The Chinese lake murders（直訳 : 中国の湖水殺人，1960）ではこのような具合である。

　都に近い古いまち漢源に赴任した狄判事。新任知事を迎えて地元の有力者たちが催した湖上の宴
席で，名高い伎女が殺された。古い土地柄にありがちの閉鎖的な気風に辟易しながら捜査を進める
が，翌日，宴に出席した有力者たちのひとりが襲われ，さらにもうひとりの有力者の愛娘が変死し，
死体が行方知れずとなる。それぞれの事件を追ううちに，やがて帝国全土をゆるがす反逆の陰謀が
ぶきみな全貌をあらわし始める。まちの有力者のうち，唐朝転覆をもくろむ陰謀の黒幕はいったい
誰なのか？ 死んだ伎女と黒幕のかかわりは？

『迷路の殺人』初版本
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（和爾桃子解題，『ミステリマガジン』第 573号，2003）

毎度，物語の随処に配されるのは，作者お手製とされる街の俯瞰図や地図（下掲），そして古拙なまで
の線書き挿絵である4。「ディー判事もの」をいうときに，必ずといってよいほど触れられるのがWith 

illustrations drawn by the author in Chinese styleなどと扉に記される，この「著者自身による中国版画風
の挿絵」なのである。

　このささやかな拙論は，従来，「作者自身による」という如上の一言に頷くのみで詳細な分析がなされ
てこなかった「ディー判事もの」の挿絵について，その来源を含めて少しく検討を加えるものである5。

2.　挿絵について

　ここで，ファン・ヒューリックによる「ディー判事もの」一覧を煩を厭わず英語版刊行年順に，その
邦訳とともに列挙しておこう6。

The Chinese maze murders（1956）
魚返善雄訳『迷路の殺人』（大日本雄弁会講談社，1951）
＊改題版『中国迷宮殺人事件』（講談社，1981）
松平いを子訳『中国迷路殺人事件』（筑摩書房，1995）
和爾桃子訳『沙蘭の迷路』（早川書房，2009）

The Chinese bell murders（1958）
松平いを子訳『中国梵鐘殺人事件』（三省堂，1989）
和爾桃子訳『江南の鐘』（早川書房，2008）

The Chinese gold murders（1959）
沼野越子訳『黄金の殺人』（東都書房，1965）
大室幹雄訳『中国黄金殺人事件』（三省堂，1989）

［左］The Chinese maze murders　英語初版本
［右］The University of Chicago Press版

漢源全景（The Chinese lake murders） 蒲陽全図（The Chinese bell murders）
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和爾桃子訳『東方の黄金』（早川書房，2007）
The Chinese lake murders（1960）
大室幹雄訳『中国湖水殺人事件』（三省堂，1989）
和爾桃子訳『水底の妖』（早川書房，2009）

The Chinese nail murders（1961）
松平いを子訳『中国鉄釘殺人事件』（三省堂，1989）
和爾桃子訳『北雪の釘』（早川書房，2006）

The Red pavilion（1961）
　和爾桃子訳『紅楼の悪夢』（早川書房，2004）
The Haunted monastery（1961）
　和爾桃子訳『雷鳴の夜』（早川書房，2003）
The Lacquer screen（1962）
　松平いを子訳『四季屏風殺人事件』（中央公論新社，1999）
　和爾桃子訳『螺鈿の四季』（早川書房，2010）
The Emperor’s pearl（1963）
　和爾桃子訳『白夫人の幻』（早川書房，2006）
The Willow pattern（1965）
　和爾桃子訳『柳園の壺』（早川書房，2005）
The Monkey and the tiger（1965）
　和爾桃子訳『寅申の刻』（早川書房，2011）
　＊「通臂猿の朝」「飛虎の夜」を収録
The Phantom of the temple（1966）
　和爾桃子訳『紫雲の怪』（早川書房，2008）
Murder in Canton（1966）
　和爾桃子訳『南海の金鈴』（早川書房，2006）
Necklace and calabash（1967）
　和爾桃子訳『真珠の首飾り』（早川書房，2001）
Judge Dee at work（1967）
　和爾桃子訳『五色の雲』（早川書房，2005）
　  ＊「五色の雲」「赤い紐」「鶯鶯の恋人」「青蛙」「化生燈」「西沙の柩」「すりかえ」「小宝」
　　 を収録
Poets and murder（1968）
　和爾桃子訳『観月の宴』（早川書房，2003）

　上掲した全巻においてファン・ヒューリック自身によるという木版画風挿絵が各巻複数枚描かれてい
る。このことは前述したように多く扉にも明記されている。さらに，例えば The Chinese maze murders

の英語版に寄せた序文には次のように記される。

…The scene of my story is laid in Lan-fang, an imaginary border town of China during the seventh cen-

tury A.D.　The reader will find a Chinese map of that city on page xiv of the present publication.　The 

和爾桃子訳
（ハヤカワ・ミステリ版）

魚返善雄訳
（講談社文庫版）

松平いを子訳
（ちくま文庫版）
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plates were drawn by me in the style of book-illustrations of the Ming Dynasty.…

ここでファン・ヒューリックは，「収録図版はいずれも明代の挿絵を模した著者の自筆による」と述べる。
邦訳版（1951）の著者後書きでも「私はこの本の挿絵を画くに当り，主に明版の絵本を利用した為，服
装家具などは中国の明代の風俗を示している」（魚返善雄訳）としている。また，The Chinese bell mur-

ders（直訳 : 中国の鐘殺人，1958）の後記には次のように記される。

I have adopted the custom of Chinese Ming writers to describe in. their novels men and life as during the 

sixteenth century, although the scene of their stories is often laid several centuries earlier.　The same 

applies to the illustrations, which reproduce customs and costumes of the Ming period rather than those 

of the T’ang dynasty.

つまり，「舞台設定はしばしば何世紀も前だが，小説を書くにあたっては
16世紀の人間と生活とを描写するという明代作家の流儀を私も採用させ
てもらった。挿絵についても同じことが言え，唐代というより明代の風俗
習慣を模している」（和爾桃子訳）というのである。以後，しばしば後書
きにおいて「挿絵は主として明版の絵本を参考にしたので，服装家具など
は明代の風俗を示しているが，中国の家庭生活の種々の面を写し出せるよ
うに努力した。この点が，一つの特長をなしていると思っている」（The 

Chinese gold murders，直訳 : 中国の黄金殺人），「著者自身による挿絵は木
版印刷による 16世紀中国の挿絵様式を模したもの」（The Red pavilion，直
訳 : 深紅の楼閣）といった断り書きが見受けられる。

The plates were drawn by me in the style of book-illustrations of the 

Ming Dynasty.

The illustrations, which reproduce customs and costumes of the Ming pe-

riod…

このように，「明代絵本の様式で」「明代風俗を模写して」自身が描いたという数々の挿絵は，英訳『狄
公案』以来必ず各巻 10枚程度は挿入され，怪奇な物語を彩る欠くべからざる要素としておおかたの好
評をもって迎えられている。

3.　挿絵の評価

　以下，管見の及んだ範囲で邦人の評を列挙してみよう。

魚返善雄
　（『英訳狄公案』の : 筆者補）さし絵から表紙まで訳者（ヒューリックのこと : 筆者注）がかくとい
うのはたいへんな熱意と言わねばならない。

（「訳者のことば」，『迷路の殺人』，1951）

The Chinese bell murdersの挿
絵・部下と話し合うディー判事
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中野美代子
　これにはさらに驚くべきことに，ファン・フーリクがみずから彫った明清木刻風俗画ばりの挿絵まで
ついているのだった。…明清通俗小説にはおきまりの木版挿絵を模したペン書き挿絵までついている7。

（「『ディー判官もの』の作者」，『ユリイカ』6月号，1988）
　その Judge Dee Storiesには，いずれもファン・フーリクがみずから描いたさし絵が添えられている。
…かれのフル・ネームのイニシャル R.H.V.G.を組みあわせたサインを見なければ，中国の旧小説に必
ず見られる版画さし絵かと見まがうかもしれない。…オランダ人外交官が描いたものといっても，だれ
が信じるだろうか。

（「訳者あとがき」，『中国のテナガザル』，1992）

松平いを子
　そのさま（当時の風俗のこと : 筆者注）は，作者自筆のディー判事シリーズの挿絵の中に生かされて
いる。…自ら挿絵を描いたことからもわかるように，幅広く密度濃い氏の文筆生活の中でも，ディー判
事シリーズへの思い入れはとりわけ深いものがあった。

（「三つの生」，『現代思想』2月号，1995）

福原義春
　著者自身の手になる挿画には情景や街並みの略図まで添えられて雰囲気を伝えてくれる親切さだ。

（「ディー判事 四季屏風殺人事件」，『文学界』8月号，1999）

大室幹雄
　わが不思議のヨーロッパ人は，それを中国風の雅趣に富む絵図や簡素な地図に具象化して，中国版画
を模した，自筆にかかる，やや古拙な挿絵にあわせて物語のうちに組み入れた。

（「解説 世界知識人の遊び」，『四季屏風殺人事件』，1999）

和爾桃子
　木版挿絵に似せた絵にも文人画の技法をふんだんにとりいれている。

（「西方の文人・高羅佩」，『北雪の釘』，2006）

三橋曉
　高羅佩という中国名を持ち，筆を持っては立派な漢字で揮毫された碩学の外交官の残されたディー判
事のシリーズ，更にその中に挿入された自筆の挿絵の雰囲気をも楽しめるのは幸せなことだ。

（「解説」，『寅申の刻』，2011）

翻訳者・研究者・愛読者のいずれもが，作者自身の言にあるのだから当然ではあるが，「自筆」と信じ
て微塵も疑っていない。もちろん，ファン・ヒューリックが自身の手で描いたという行為自体に関して
はまったく疑いを容れるものではないが，如上の評者らの「模した」「似せた」「見まがう」「…ばりの」
という表現からは，自筆すなわち「オリジナルの挿絵」と決めてかかっているふしがあることは間違い
ない。はたしてファン・ヒューリック自筆の挿絵の数々は完全にオリジナルなものなのであろうか。
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4.　挿絵の来源

　ここで注目すべきは，The Haunted monastery（1961）の奥付に記された以下の一文である。

The plates I drew in the style of 16th century Chinese illustrated block prints, especially the fine Ming 

edition of the Lieh-nü-chuan （Biographies of Illustrious Women）.　Those plates represent, therefore, 

costumes and customs of the Ming period, rather than those of the T’ang dynasty.

ファン・ヒューリックは，この直訳『幽霊修道院』（邦訳『雷鳴の夜』）で初めて，そしてその後は一度
も触れることはなかった書名を明らかにしている。その名は Lieh nü chuanすなわち『列女伝』である。
彼は明言する，「挿絵は 16世紀の木版挿絵，特に素晴らしい明版『列女伝』の様式で私自身が描いた」と。
I drew in the style of…というのはいかにも曖昧だが，それでは彼がどの程度の割合で『列女伝』スタイ
ルにより描いたのか，それと覚しき挿絵と『列女伝』とをいくつか並挙比較してみよう8。資料 I参照
　いかがであろうか。これを「『列女伝』の様式で私自身が描いた」と公言してよいか否かは措くとして，
事実を知った上で前掲評の「模した」「似せた」「見まがう」「…ばりの」といった表現は多分に躊躇せ
ざるを得ない。これではさらなる藍本が存在するのではないか，などと推理小説の謎解きさながらに想
像をたくましくすることになるであろう。無論これまでも，例えば「ディー判事もの」においてたびた
び描かれる下掲左のごとき裁判場面（ディー判事が裁判官席に座り，副官・獄卒らが取り囲むなか被告
人や訴人が跪く姿）は，『列女伝』などの古版画常套の構図だとは思っていたが，ここまで広範囲にわ
たりそのまま転写しているとは想像だにしていなかった。

　1967年 9月 4日，駐日大使在任中であったファン・ヒューリックは，オランダはハーグで死去した。
没後，その膨大なる漢籍蒐集の成果（約 1万冊）はライデン大学漢学院，およびボストン大学に寄贈さ
れた。そのうち，貴重書 600点余の蔵書目録がスイス Inter Documentation Companyによってカード状
のマイクロフィッシュ化され，Van Gulik Collectionとして公開されている。その Part2 Literature and 

fine artsを閲すれば，CH-1516として『列女伝』（仇英絵図）の日本版リプリントが容易に見つかるの

The Chinese lake murdersの裁判場面の挿絵と『列女伝』慈義柴氏の挿絵
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資料 I　『列女伝』との比較 ＊邦題は和爾桃子訳版（早川書房）による

ファン・ヒューリック『観月の宴』 『東方の黄金』

『列女伝』王昭儀 草市孫氏葛氏二女

ファン・ヒューリック『水底の妖』 荀灌『列女伝』李好義妻
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ファン・ヒューリック『北雪の釘』 『雷鳴の夜』『柳園の壺』

『列女伝』屠羲英妻 章穆郭后慈聖曹后

ファン・ヒューリック『江南の鐘』 京師範女『列女伝』鐘仕雄母

ファン・ヒューリック『沙蘭の迷路』 虞潭母　※旗の持ち方は「鐘仕雄母」参照『列女伝』朱序母
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である。これは，大正 12年に図本叢刊会から大村西崖校輯として刊行さ
れた和装本である。ファン・ヒューリックはこれを利用転写して種々の挿
絵を完成させたに相違ない。
　それでは，他に人物描写の模倣に適した絵図入りの漢籍は，当目録中に
あって存在するであろうか。まず疑われたのが，184名にもわたる仙人の
伝記と絵図とを収めた『絵図歴代神仙伝』（CH-1421）であった。しかし，
この宣統元年（1909），上海掃葉山房による石印本を確認した結果，画風
も異なりまったく利用した形跡がないことがわかった。ところが，神仙の
伝記集としてすぐに想起されるべきは，むしろ画風も似かよう明版『有象
列仙全伝』（以下『列仙全伝』と略称）ではないかと思いあたったのである。
そこで，いまいちど蔵書目録を確認したものの，残念ながら Van Gulik 

Collection Part1-3すべてにその記載はなかった。
　続いて，ライデン大学が Special Chinese collectionsの一環とし
て公開している電子目録のなかにあるファン・ヒューリック自編
目録に基づく荷蘭萊頓大学漢学院図書館高羅佩蔵書室「目録上・
下」（電子版作成 : 国立台湾大学中国文学研究所 謝琬婷）を確認
してみる。ここには，かつてライデン大学漢学院図書館の館長で
あった馬大任が「B文学」として分類したものが主に収められて
いる。すると，B155として『列仙全伝』があるではないか。これは安徽新安の書賈・汪雲鵬校梓にな
る明万暦玩虎軒刻本であり，ファン・ヒューリック自身で「珍本」印を附していた貴重本らしい。ファ
ン・ヒューリックはこれを挿絵作成に活用していたと考えて良さそうなものだが，前掲したリプリント
版『列女伝』に比すればだいぶ扱いづらい原本といえるのではないか。
　ところで，「高羅佩先生蔵書編入目録的情況相当複雑」（後出論文）であるという。どうやらファン・
ヒューリックの蔵書目録の整理・公開状況はずいぶんと複雑であり，電子目録に未編入のものがなお多
く存在するという。李美燕・高柏・雷哈諾「荷蘭高羅佩在古代中国雅文化方面的蔵書与論著」（『中国文
哲研究通訊』18巻 3期，2008）は，そのことを教えてくれるとともに未編入目録の一部が整理されて
いる。そこには鄭振鐸編『中国古代版画叢刊』（5函 44冊）が E349として記録されていた。これは馬
大任が「E其他」として分類した E1-471のうちのひとつである。実は，この『版画叢刊』のなかには
明万暦 28年（1600）刊本『列仙全伝』の影印本が含まれているのである。このリプリント版ならば気
兼ねなく利用できそうである。それでは，ファン・ヒューリック自身は書名に関して何ら触れていない
『列仙全伝』と「ディー判事もの」の挿絵とをいくつか並挙比較してみよう9。資料 II参照
　ほぼ完全に一致する挿絵をここでも多数見出すことができるではないか。このように，「ディー判事
もの」全篇を閲してみれば，篇毎による多寡こそあれファン・ヒューリック自身が描いたとされる挿絵
の多くが『列女伝』『列仙全伝』に何かしら基づくものであることが判明するのである。特に，The 

Chinese maze murders（1956），The Chinese gold murders（1959），The Chinese lake murders（1960），
Necklace and calabash（1967），Poets and murder（1968）の各篇ではそれが顕著に認められよう。

5．「四季屛風」の挿絵について

　さて，「ディー判事もの」は当初，The Chinese nail murdersまでの 5作で終了するつもりであったよ
うだ。さすがにこの初期 5篇は重厚かつ複雑な構成となっている。ところが，当初は出版に消極的であっ
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資料 II　『列仙全伝』との比較 ＊邦題は和爾桃子訳版（早川書房）による

　ファン・ヒューリック『真珠の首飾り』

『列仙全伝』太陽子 薩守堅東方朔

ファン・ヒューリック
『真珠の首飾り』

張果『真珠の首飾り』『列仙全伝』張伯端
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ファン・ヒューリック『観月の宴』 『雷鳴の夜』

『列仙全伝』匡續 軒轅集渉正

ファン・ヒューリック『観月の宴』

『列女伝』侯氏才美

『雷鳴の夜』

『列仙全伝』馮長
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た欧米の出版社が，意外な好評を得たことにより
シリーズ継続を要求してきたのである。ファン・
ヒューリックは，登場人物の数や複数の事件が同
時進行する構成を整理し，次々と続篇を書き進め
たのであった。そのうちで評価の高い作品に The 

Lacquer screen（1962）がある（邦訳『四季屏風
殺人事件』，1999，および『螺鈿の四季』，2010）。
それは以下のような物語で始まる。

　州長官に呼び出された帰り，狄判事は同じ
山東省の県に寄り道する。おしのびで二，三
日ほどのんびりするつもりだったのだが，着
いたそうそうなにか様子がおかしい。その県の知事夫婦は，おしどり夫婦として国中に名高かった。
だが，夫の挙動不審につづいて，まもなく夫人の全裸死体がまちはずれの沼地で見つかった。犯人
はおろか，どうしてそんなところに死体があったのかさえわからない。どうやら，事件の鍵は，四
季を描いた堆朱の屏風にあるらしいが…。

（和爾桃子解題，『ミステリマガジン』第 573号，2003）

　この作品における重要な要素である漆塗りの「四季屏風」については，当然のことながらファン・ヒュー
リック自身による，とされる四曲一隻と覚しき屏風一面ずつの挿絵が，R.H.V.Gの組み文字サインとと
もに丁寧に描かれ挿入されている。この作品の著者後書きには，挿絵について何ら触れられてはおらず，
従来は著者の創意にかかるものとされてきたようである。例えば，中野美代子は訳書『屏風のなかの壺
中天』（ウー・ホン著，青土社，2004）の解説で次のように述べている。

　長たらしい解説を終えるまえに，どうしても付記しておきたいことがある。本書の序において，
ウー・ホン教授は衝立画についての先駆的な研究をなしとげたふたりを挙げた。すなわちロベルト・
ハンス・ファン・フーリクとマイケル・サリヴァン。訳者はこのふたりに縁があり，それぞれ一書
を訳している。…本書の先駆的業績となるファン・フーリクの Chinese Pictorial Art, as Viewed by the 

Connoisseurには，「書画鑑賞彙編」という漢字タイトルおよび「中国と日本における画巻表装の技
術の研究にもとづく，絵画芸術の中国の伝統的な鑑賞の方法と意味についてのノート」という長い
サブタイトルが付せられている。539ページというこの巨著は，ファン・フーリクがベイルートに
てオランダ公使として勤務中に執筆刊行されたものだが，そのあいだにもディー判事シリーズとし
て知られる探偵小説をいくつも書きつづけていたのだった。その一つが The Lacquer screenで 1962

年刊，邦訳は松平いを子訳『ディー判事 四季屏風殺人事件』（1999，中公文庫）である。「四季屏風」
というのは，ひとりの男のうつろいを象徴する春夏秋冬の四季を描いた四曲屏風のことで，ほかの
ディー判事シリーズものと同様に，作者ファン・フーリクの手によってその四曲屏風の絵も描かれ
ている。その第四面「冬」は，ぴったり寄りそった新婚の夫婦が幸せそうに酒盃のやりとりをして
いる場面なのだが，かれらのうしろには両端が折れる三曲の衝立があり，さてその衝立には，荒れ
狂う大海からそそり立つ蓬萊山とおぼしい山が描かれているのである。つまり，ダブル・スクリー
ンというわけだ。この「冬」の衝立画に事件の鍵の一つが秘められているのだが，物体としての衝

The Lacquer screen英語版と松平いを子訳中公文庫版
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立にはじめて注目し『書画鑑賞彙編』なる大冊をものしたファン・フーリクらしい着眼でもあった。
（下線筆者）

　四季屏風画の「冬」面に描かれたいわゆる「画中画」を，中野は「ファン・フーリクらしい着眼」だ
とし，「ほかのディー判事シリーズものと同様に，作者ファン・フーリクの手によって」描かれたもの
と断じている。邦訳者の松平いを子，改題再訳者の和爾桃子も残念ながら，この鍵となるべき手のこん
だ挿絵について何ら触れていないが，少なくとも前者の松平は少々迂闊であったろう。
　ここで，ファン・ヒューリックの名著，松平いを子訳『古代中国の性生活』をひもといてみよう。そ
の第 10章「明王朝」の 401頁（邦訳版）には，図 36「娼家風景 明代（明の木版本『風月争奇』より，
著者蔵）」として下掲する図版を載せているではないか。これはまさしくファン・ヒューリックの手に
なるという四季屏風中の「冬」面（下掲左図）と瓜二つである。

　そこで，再びマイクロフィッシュ Van Gulik Collectionを閲してみれば，明の鄭志謨撰になる『風月争
奇』（萃慶堂刊）が CH-1415として登録されていた。『明清善本小説叢刊初編』（台湾天一出版社，
1985）所収の影印本『風月争奇』をもって確認すると，下掲右図が「青楼風月」として確かに掲載され
ていた。しかし，他の三図，すなわち屏風の「春」「夏」「秋」面の挿絵は，数ある『風月争奇』の他の
図版のなかにはまったく見出せなかった。それでは，『列女伝』や『列仙全伝』を探しても見つからな
いこの三図こそはファン・ヒューリックのオリジナル挿絵なのであろうか。
　明末期に出現した「争奇小説」には，現在 7種が知られている。『風月争奇』の他，『花鳥争奇』『山
水争奇』『童婉争奇』『梅雪争奇』『蔬果争奇』『茶酒争奇』である。みたび，Van Gulik Collectionを調べ
てみる。すると，同じ萃慶堂版の『梅雪争奇』と『蔬果争奇』が記録されていたのである。再び『明清

［左］  ファン・ヒューリック
自筆の挿絵・四季屏風
「冬」の面

［右］  『中国古代房内考』に掲
載された『風月争奇』
の図版
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善本小説叢刊』所収本で確認すると，なんと『梅雪争奇』
に「梅雪奇夢」「踏雪尋梅」，『蔬果争奇』に「擲果盈車」
と題し，ファン・ヒューリック自筆の挿絵そのものの絵図
が発見されたのである10。資料 III参照
　ファン・ヒューリックの挿絵で「夏」とされていたもの
は，実は『梅雪争奇』の「踏雪尋梅」という冬（または初
春）の絵であった。オリジナルで花咲く梅となっている左
側の樹木は，ファン・ヒューリックによって「夏」にふさ
わしい若葉の木に修正され，さらに，出世してゆく男の人
生を季節の移ろいで表現したと想定された「四季屏風」に
ふさわしく，豊かな髭をたくわえたオリジナルの年輩男は
若い優男に変更されているといった念の入れようである。
また，ファン・ヒューリックが「秋」図として採用した『蔬
果争奇』の「擲果盈車」は，『晋書』潘岳伝にみえる周知
の故事「擲果満車」，すなわち美青年の潘岳（247－300）
が街に出歩くと婦人から車いっぱいになるほどの果物を投
げられ賞讃された逸話を絵にしたものである。オリジナル
をよく見ると，潘岳と覚しき男の周囲に投げられた果実が描かれている。ファン・ヒューリックは，「春」
図における鶴，鹿，梅の枝に同じく，これも慎重に取り除いているのである。
　このように，The Lacquer screenにおいて重要な役回りをはたす「四季屏風図」は，ファン・ヒューリッ
ク自筆になるとされ，サインも入れられているものであるが，その 4図すべてはオリジナルな構図なの
ではなく，著者所蔵になる争奇小説『風月争奇』『梅雪争奇』『蔬果争奇』の絵図からほぼそのまま転写
したものなのであった。

6.　結　　　語

　以上，ファン・ヒューリック自筆とされる「ディー判事もの」の挿絵について検討した。その結果は，
それらの多くが必ずしもオリジナルな構図によるものなのではなく，明版『列女伝』や『列仙全伝』，
また『風月』『梅雪』『蔬果』の各争奇小説の絵図をそのまま写し取ったもの，少しくアレンジを加えた
だけのものであることが判明したのである。
　しかし，この事実がファン・ヒューリックの一連の小説や研究書，またその広汎華麗な研究姿勢と人
生の価値とをいささかも減じるものではないこと，論を俟たないであろう。彼は，「ディー判事もの」
の後書きで，その複数のプロットを数々のネタ本から拝借していることを明言している。例えば，次の
ごとくである。

　「隠された遺書の事件」─この一篇は，「竜図公案」の「扯画軸」並
に「古今奇観」の「滕大尹鬼断家私」と多少似ているところのあるのに
博学な読者は気づかれるかもしれない。迷路の図案はもとより所謂「香
印」である。…（迷路を俯瞰した際の : 筆者補）「虚空楼閣」の四字の
図案は光緒 4年出版の「香印図稿」と云う本から借りた。尚，筆の毛を
燈火にあぶる時に毒箭が飛び出すトリックは中国の有名な風俗小説「金
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資料 III　『梅雪争奇』『蔬果争奇』との比較

［上］ファン・ヒューリック自筆の挿絵・四季屏風「春」「夏」「秋」の各面
［下］『梅雪争奇』の「梅雪奇夢」「踏雪尋梅」，『蔬果争奇』の「擲果盈車」
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瓶梅」に纏わる故事である。
（The Chinese maze murders，和爾桃子訳）

　消えた花嫁事件は，1920年に萬易なる著者が上海で出版した『傾瞼奇案』なる犯罪小説集の第 6

章に収録された実在の事件である。…本書が借用したこの事件は 1880年ごろの光緒年間初期に実
際に起こった事件だそうだ。私は主な事物だけ使い，舞台設定は伎女溺死事件のほうにそっくり転
用させてもらった。

（The Chinese lake murders，和爾桃子訳）

　「半月小路暴行殺人事件」の筋立ては，宋代の名政治家で生没年 999年から 1062年，俗に包公な
り包判事の名で親しまれる包拯が手がけたとされる名高い判例に材をとった。…「仏寺の秘事」は
『汪大尹火焚宝蓮寺』，つまり『汪知事宝蓮寺を焼く』と題する物語に材をとった。17世紀に出版
された『醒世恒言』なる伝奇犯罪小説の第 39話にある。…「鐘の下の白骨死体」は中国の古い長
篇公案小説『九命奇怨』に材をとった。この小説は 1725年前後に広州で実際に起きた九人殺しに
もとづいている。

（The Chinese bell murders，和爾桃子訳）

　『書画鑑賞彙編』Chinese Pictorial Art, as Viewed by the Connoisseur（1958）なる研究書をものしたファン・
ヒューリックである。数々の自筆挿絵は，文史哲はいうに及ばず，古典絵画にも精通したファン・ヒュー
リック流のいわゆる「粉本」（古人の画を写しとって学んだもの）なのではないか。そもそも一連の「ディー
判事もの」とて，公案小説という既成の古様式を借り，自ら『武則天四大奇案』の続篇を書き継ぐべく，
上掲のごとき種々の古典に取材して翻案したものなのであった。その出典を示さない大量の挿絵にあっ
ても，もとより盗作といった代物なのではなく，支那の通例に則って小説全体として見事に「換骨奪胎」
した，むしろほほ笑ましき出藍の所行であったといってよいであろう。

［左］“The Morning of the Monkey” の挿絵
［上］  ファン・ヒューリック愛育の黒色系アジ

ルテナガザル “Bubu”（『中国のテナガザ
ル』より）

［右］『長臂猨考』The Gibbon in China
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　もちろん，ファン・ヒューリックのオリジナルにかかる挿絵も相応数あることも事実であり，むしろ
そこにこそ出色の作品が多いように思われる。なかでも， The Monkey and the tiger（1965）に収められる
上掲した “The Morning of the Monkey”（邦訳「通臂猿の朝」）の挿絵こそは，多くのテナガザルを愛育し，
学術書『長臂猨考』The Gibbon in China（1967）さえも著したファン・ヒューリックならではのもので
ある。もっとも，この猿とて影宋本『爾雅音図』所載の川面に映る月を掬おうとする「猱蝯善援」図（下
掲左），また京都南禅寺の塔頭金地院の襖絵で長谷川等伯の筆になる「猿猴捉月図」（下掲右）に想を得
ているのであろうが，その生き生きとしたのびやかな筆致は，やはり文雅実践の人ファン・ヒューリッ
クにして初めて可能であったといってよい11。

　最後に，「わが不思議のヨーロッパ人」（大室幹雄）を早く江湖に知らしめてきた両先人の的確なる言
を引いて拙稿を閉じることにしよう。

　もし，ファン・フーリクが日本に生まれていたら，彼は東洋学者としても，外交官としても認め
られなかったであろう。日本の学界は，彼のような多様な好奇心と洗練された方法に対しては，意
外なほど冷淡である。そして官界もまた，事務官僚のステータスの追求にだけは熱心であるから，
彼のように幅の広い，奥も深い，本当の意味での教養人には冷淡である。わが国の学問も，政治や
行政も，本質的にはまだ成熟していないらしい。

（中野美代子「『ディー判官もの』の作者」）

　私の手もとに東京のオランダ大使館邸に設けられた書斎，「集義斎」なる優雅な扁額が掲げられ，
おびただしい唐本に囲まれた部屋で，鋭く明るい眼差しの，オランダ人らしく大柄なファン・フー
リックがくつろいで机に向かっている遺影がある。そのゆったりと書物をひらいている寛闊な風姿
は，ヨーロッパ人文主義者の強い個性が，旧中国の読書人の学芸と江戸後期日本人の趣味とを一個
の精神のうちに融合し，さらに，どういったらいいのか，いわば普遍的な世界知識人へ自己形成を
遂げた人ののびやかな雰囲気をただよわせている。

（大室幹雄「解説 世界知識人の遊び」）

［左］『爾雅音図』猱蝯善援図
［右］  長谷川等伯「猿猴捉月図」

（集英社『日本美術絵画全
集第 10巻』より）
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註
 1.　　ピーター・ファン・ヒューリック「随想─父の思い出」（和爾桃子訳，『ミステリマガジン』573号，2003）に，「ファ

ン・ヒューリック博士は外交官，著述家，学者という三つの顔を持っておりました。さらに，子を持つ親としての顔
もむろんあったわけですが，息子のひとりとして言わせていただくならば，父親としてふるまっているときであって
も，いま申し上げた三つの顔はつねにかいま見えたものです。」とある。

　　　 なお，作者名の日本語表記にあっては，初期のヴァン・グーリック（魚返善雄訳）に始まり，ファン・フーリック
（松平いを子訳），ファン・フーリク（中野美代子訳）などが続いたが，拙稿では和爾桃子訳書で採用されたファン・ヒュー
リックとした（引用文はこの限りではない）。「ロバート・ファン・ヒューリック」なる表記使用は，作者遺族側から
の申し出であるという（和爾桃子訳『雷鳴の夜』訳者あとがき，早川書房，2003）。また，生前から使用されていたヴァ
ン・グーリック名義も本人の同意によるものであるといい，和爾桃子訳『東方の黄金』（早川書房，2007）には，そ
の物証として神田山本書店主から提供された本人使用の名刺「オランダ使節團政治顧問官　大使館參事官　ヴアン・
グーリツク」が掲載されている。

 2.　　ファン・ヒューリックの主な伝記・評伝としては，以下のものが知られる。
　　　　 Janwillem van de Wetering　Robert Van Gulik :  His Life, His Work, 1988

　　　　 Carl Dietrich Barkman　Een man van drie levens, 1989

　　　　 陳之邁『荷蘭高羅佩』（文史新刊之五，伝記文学出版社，1969）
　　　 また，以下のものが伝記に触れており，拙稿に裨益するところ大であった。
　　　　 松平いを子「訳者あとがき」（『古代中国の性生活』，せりか書房，1988）
　　　　 中野美代子「『ディー判官もの』の作者」（『ユリイカ』6月号，青土社，1988）
　　　　 中野美代子「訳者あとがき」（『中国のテナガザル』，博品社，1992）
　　　 　  松平いを子「三つの生 ファン・フーリックとディー判事シリーズ」（『現代思想』第 23巻第 2号，青土社，

1995）
　　　　 和爾桃子「西方の文人・高羅佩」（『北雪の釘』特別附録，早川書房，2006）
　　　　 三橋曉「解説」（『寅申の刻』，早川書房，2011）
 3.　　大室幹雄「解説 世界知識人の遊び」（松平いを子訳『四季屏風殺人事件』，中央公論新社，1999）に，「彼は中国古

典語で端正な詩を詠み，雄勁な書を揮毫し，中国琴を弾奏し，書画文房の鑑賞を享楽した，つまり伝統的中国の学者
－官人，いわゆる読書人の教養をほぼ典型的に身につけていたからである。」とある。

　　　 ちなみに，北室南苑『雅遊人 細野燕台─魯山人を世に出した文人の生涯』（新装改訂版，里文出版，1997）の第 3

章「8 オランダ人ヴァン・グーリック」によると，金沢が生んだ著名な茶人・文人で，北大路魯山人の才を認め食客
として遇した縁でかの星岡茶寮の顧問にもなった細野燕台（1872－1961）とファン・ヒューリックとは親交があり，

東京の書斎「集義斎」で寛ぐファン・ヒューリック，1948年（『中国のテナガザル』より）
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漢詩文の応酬や篆刻の披露をしていたという。その出会いは，昭和 13年秋，神田山本書店で清代の印譜を購入した
燕台に興味を抱いたファン・ヒューリックが北鎌倉の燕台宅最明庵を訪れたときであり，両人はたちまちにして意気
投合したのである。漢文による書翰往来ののち，翌年にはファン・ヒューリックを星岡茶寮に招待さえしている。

 4.　　The Chinese nail murdersの著者後記に，「背景を組み立てるに先立って，私はまず架空の都市の見取図を描くこと
にしていたが，これがまた楽しい仕事で，そこからはよくプロット展開の新工夫が生まれた。古い中国の都市には，
どこにもだいたい同じランドマークが備わっている。まずは言うまでもなく政庁，それから孔子廟，関帝廟，鼓楼な
ど。その他の所は，実際に訪れたり住んだりしたことのある都市の独特の様子をないまぜながら，勝手気ままに設計
できる。これらは中国ふうの絵地図にして，各作品の巻末に載せてある。」（松平いを子訳）とある。

 5.　　拙稿では，主に The University of Chicago Press版と HarperCollins Publishers版とを使用した。邦訳は，第 2章所
掲の各本を使用した。特に，ハヤカワ・ミステリで〈ディー判事シリーズ〉全訳を完成させた和爾桃子氏の業績は特
筆すべきものであり，各邦訳本巻末に附された詳細な「訳者あとがき」は，常に「落ち穂拾い」などと卑下しつつも
単なる後書きをこえる充実した内容を有しており，これには冥府のファン・ヒューリックも微笑んでいることであろ
う。

 6.　　このうち，Murder in Canton（1966）の訳者あとがきに，「狄判事シリーズを映画化するという前々からの話が，こ
こ数年でにわかに現実味を帯びてきた。原作に選ばれたのが本書だ。一昨年のカンヌ映画祭ではハリウッド製作と発
表されたが，最近では香港の有名監督による中仏合作に変更との風説もある。」（和爾桃子訳『南海の金鈴』，早川書房，
2006）とある。その映画というのは以下のものであろうが，雅致あるファン・ヒューリックの作品からはほど遠い悪
趣味な代物であった。

　　　　 原題 : 狄仁傑之通天帝国　英題 : Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame

　　　　 日題 : 王朝の陰謀─ディー判事と人体発火怪奇事件
　　　　 監督 : ツイ・ハーク　脚本 : チャン・チァルー　アクション監督 : サモ・ハン
　　　　 出演 : アンディ・ラウ　リー・ビンビン　ダン・チャオ　レオン・カーフェイ　カリーナ・ラウ
　　　　 中国公開 : 2010年 9月 29日　日本公開 : 2012年 5月 5日
 7.　　ここで中野が「みずから彫った」と書いているのは，共同通信社系コラム欄に中野が書いた「R・H・ファン・フー

リク」なる短文の再録部分。後半で誤りを訂正し，「木版挿絵を模したペン書き挿絵」としている。
 8.　　『列女伝』の挿絵は，知不足斎蔵版の影印である来新夏主編『明刻歴代列女伝』（中国古代芸術書籍精選，天津人民

美術出版社，2004）を使用した。
 9.　　『列仙全伝』の挿絵は，王世貞編・汪雲鵬後補とされる『有象列仙全伝』の影印である鄭振鐸編『中国古代版画叢

刊（3）』（上海古籍出版社，1988）所収本を参照しつつ，挿絵部分のみの影印である『中国的神仙』（岳麓書社，
2003）を使用した。

10.　　「争奇小説」については，潘建国「晩明七種争奇小説的作者与版本」（『文学遺産』2007年第 4期）を参照。
11.　　The Gibbon in China（1967）のなかで，両図は次のように紹介されている。「『絵図爾雅』には，テナガザルのみご

とな絵が載っている。川の上にかかっている木の枝に片手でぶらさがり，もう一方の手で川に映る月の影を取ろうと
しているテナガザルである。このテナガザルは成長した白いアジルテナガザルのように思われる。」「（等伯の襖絵
の : 筆者補）画題は，これまた水中の月をつかもうとするテナガザルであるが，無の空間がみごとなまでの奥行きと
距離とを創りあげている。禅画においては，無の空間こそがこのうえなく重要なのだ。さらに，対角線のバランスが
完璧である。右上にいる黒いテナガザル，その右腕は二枚目の襖に描かれた緩やかなカーブの枝と平行していること
によって一段と引き立てられている。左下に表現力に富む筆致でさっと描かれた水際の風景が，サルの腕と絶妙な対
照をなしている。」（中野美代子・高橋宣勝訳『中国のテナガザル』，博品社，1992）。

（2015年 4月 10日受理）
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On Illustrations of “The Judge Dee Stories” by Robert Hans van Gulik

SHIBUSAWA Hisashi  

　　Robert Hans van Gulik （1910-1967）, a former Dutch Ambassador to Japan, wrote a series of detective 

stories collectively called “The Judge Dee Stories.” （狄判事物） Numerous illustrations accompany these sto-

ries, and these are considered to be the author’s own, for they carry his signature.　The illustrations are very 

highly regarded.　The purpose of this thesis is to reveal whether the illustrations were van Gulik’s own 

creations.　A careful examination of the artworks present in his detective stories suggests that most of them 

were borrowed without authorization from Lie nü zhuan （列女伝） and Lie xian quan zhuan （列仙全伝）, 
which are listed in van Gulik’s library catalogue.   On further inspection, the seasonal paintings on a four-pan-

eled screen in his masterpiece The Lacquer Screen were found to be copies of Feng yue zheng qi （風月争奇）, 
Mei xue zheng qi （梅雪争奇）, and Shu guo zheng qi （蔬果争奇） from the Ming （明） period.


