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前 言  

岡崎由美  

本書は、1997 年度～1999 年度文部省科学研究費補助金（基盤研究(C)・課題番号 09610462）

及び 1997 年度～1998 年度早稲田大学特定課題研究助成費（共同研究・課題番号 97B-002）に

よる研究プロジェクト「近代中国都市芸能に関する基礎的研究」の成果を、論文集という形で

刊行したものである。 

ここ二十年ほどの間に、中国では各地で「村おこし」の意味合いも含めて、地元の伝統芸能

の再興や活性化が盛んに行われてきた。民間信仰や地域社会の習俗を豊富に残していると見ら

れる芸能は内外の注目を集め、いわゆる「農村の宗教祭祀演劇」は、文化人類学、民俗学、社

会学など多方面のフィールド･ワークを喚起した。土着の祭祀儀礼とプリミティブな形態の芸

能との接点から、中国固有の演劇芸能の生成、位置づけ、あるいは本質的な起源を解明しよう

とするこれらの研究活動は、少なからぬ成果をあげつつあるが、その一方で、都市部における

伝統芸能のより詳細な観察分析や農村と都市部の芸能流通の実態については、十分であるとは

言い難い。そもそも、「農村の宗教祭祀演劇と都市の商業娯楽演劇」というように二分化して

考えられるものだろうか。 

京劇にしても、すでに大量の研究、評論、芸談が蓄積されているものの、その立脚点は往々

にして「現に存在する古典総合芸術」という前提が強く感じられるが、それでは「古典総合芸

術」という認識が、いつ、どこから、どのようにして、中国社会の大勢に浸透してきたのか。

そうした芸能に対する中国社会の認識自体についても、芸能の生成、流布、消滅の流動的諸相

を見る上で、閑却してはならないものだろう。また、都市部では特に新しいメディアの広がり

によって、伝統芸能が衰退に追い込まれ、新中国成立以前の芸能関係者が老齢に達する状況と

相俟って、往時の芸能の様態を聞き取り調査することが急務となっている。 

そうした問題意識を持った二・三十代の若手研究者を中心として、文学、言語学、歴史学、

演劇学、宗教学、社会学、民俗学、文化人類学などそれぞれの専門に基づき、中国の都市部に

おける芸能の流布状況を調査分析しようと 1996 年に組織したのが、中国都市芸能研究会であ

る。今回のプロジェクトは、中国都市芸能研究会の研究意欲と活動力を基盤として立ち上がっ
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たもので、過去三年間に亙るプロジェクトの研究成果は、ひとえに本研究会の活発なフィール

ドワークによる。 

本プロジェクトでは、まず皮影戯と京劇を主な研究対象とし、芸能関係者、研究者への詳細

な聞き取り調査を行った。若さと行動力を生かして、毎年平均二回、一ヶ月ほどの中国滞在で

フィールドワークや文献調査を行い、さ ら にその成果は帰国後の合宿で検討した。また月に一

度の例会で各人が研究発表を行い、個々の研究を進展させると共に、研究プロジェクト全体の

テーマへと体系化されていった。それは、(1) 芸能と物語の流通、(2) 多様な格差が存在した

都市における文化交流、 (3) 近代における社会の変容とそれに相関した芸能の変化の抽出で

あった。日常的にも、メーリングリストによって、一日も欠かさず行われてきた活発な討論が、

研究会の熱意を物語っているだろう。 

なお、本プロジェクトの研究成果の一部は、電子媒体においても発表を行う。今回のプロジェ

クトは本書を以て一旦締め括るが、中国都市芸能研究会はすでに北方の調査と並行して、江南

地方における調査を進めており、今後も研究活動は継続して行われる。本研究会のさらなる研

究の進展を期待したい。 
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中華戯曲専科学校とその時代  

1930 年代中国における伝統演劇認識と教育実践  

平林宣和  

一. はじめに 

中華戯曲専科学校（以下中華戯校と略称）は、1930 年 9 月からほぼ十年間にわたり、多くの

優れた京劇俳優を養成した俳優養成機関である。清末以来中国では、時代の趨勢にともない、

いくつかの近代的特質を備えた伝統演劇の俳優養成機関が開設されたが、なかでも中華戯校は

比較的長期にわたって運営された、民国期の代表的演劇学校の一つとして知られている。十年

の間に養成された学生は、徳、和、金、玉、永の全五科二百名に上り、元中国戯曲学院教授の

王金璐氏など、卒業生の一部は俳優あるいは教員として、今もなお活躍を続けている。 

学校という組織は、次世代を担う人材を育成する社会機構であるがゆえに、それを開設し実

際に指導にあたる人々のコンセプトはもちろん、教授される内容に対する社会の側の価値観

が、程度の差はあれその運営に反映されるものである。小論は、中華戯校の運営の実相を、当

時の文化政策、学校首脳陣のコンセプト、およびその周辺に位置した人々の言動など、複数の

側面から検証することを通じて、1930 年代中国における、京劇を核とした伝統演劇に対する社

会的位置づけの一端を明らかにすることを目的とする。資料としては、当時刊行された各種文

字資料のほか、学校を卒業した俳優や当時その舞台に接した観客に対するインタビュー、およ

び彼らが執筆した回顧録などを適宜参照している。 

なお、文中では京劇のことを国劇、あるいは旧劇と複数の名称で呼んでいるが、それぞれ参

照した資料の文脈に合わせて使用しており、あえて統一はしていない。 

二. 清末以来の伝統演劇学校とそのコンセプト 

従来の中国社会では、俳優の養成は科班、家伝、個人的な弟子入りといった種々の制度に支

えられてきた。しかし清末以降、西洋の近代学校制度の漸進的浸透、および演劇界内部での伝
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統的な価値観の変動から、それまでの科班や徒弟制とは異なる、明らかに近代的な特質を持っ

た俳優養成機関が各地に出現した。1930 年代までに開設された主な学校としては、榛苓小学

（1907?）、易俗伶学社（1912）、南通伶工学社（1919）、春航義務学校（1920?）、昆劇伝習所

（1921）、広東戯劇研究所（1929）、山東戯劇学校（1934）、夏声戯劇学校（1938）、上海戯

劇学校（1939）などが挙げられる。それぞれの学校が背景とした演劇に対する考え方は、時代

や状況、指導者によって異なり、榛苓小学や春航義務学校のように梨園の子弟に対する普通教

育を企図したものから、演劇改良による啓蒙活動を主眼とした易俗伶学社、伝統文化保存を主

旨とする昆劇伝習所、近代的な俳優教育を目差した南通伶工学社や広東戯劇研究所など1、その

スタンスはきわめて多様である。 

それぞれの学校が理念として掲げていた演劇に対する発想は、清末から民国期前半にかけて

の中国伝統演劇近代化の過程に見られる、いくつかの価値観を代表している。伝統演劇を旧社

会の遺物と見なし全否定する立場を除外して、それらを大まかに分類すると、およそ以下の四

つになるだろう。1，演劇を社会改良のための大衆向けメディアとして重視する啓蒙主義的発

想。2，西洋近代美学との対照の上で、中国演劇に独自の芸術的価値を付与し、その美学的な

洗練を企図する純粋主義的立場。3，伝統演劇を中国文化の粋と見なして西洋とは異なる文化

的独自性を強調、確固たる古典化を指向する本質主義的な態度。4，2 と 3 の中間に位置し、西

洋美学の特質を受け入れつつ伝統演劇の独自性も保持し、それを国民国家にふさわしいパブリ

ックな芸術として位置づけていこうとする立場。 

実際にはいくつかの価値観が組み合わされている場合が多いが、当該時期に現れた新たな演

劇学校は、おおよそこれらの発想を参照枠として運営されていたといって良い。小論が対象と

する中華戯校も、清末以降に出現した各種の演劇学校と、それらが主眼としたいくつかの価値

観の延長線上に現れたものである。それでは中華戯校がその運営の骨子としていたのは演劇に

対するどのようなスタンスだったのであろうか。まずは、国家による文化政策という大きな枠

組みとの関連から検討していきたい。 

三. 中華戯校と当時の文化政策 

中華戯校が運営されていた 1930 年代は、日中戦争勃発にともなう激動の時代であるととも

に、北伐完了後の南京中央政府による一応の全国統一によって、中華民国が国民国家としての

輪郭を整え始めた直後の時期でもある。国民国家は一般に、国家の象徴的な基盤整備の一環と

して、それが保有する在来の文化の一部を、国民文化という枠組みの中に定位しなおす作業を

行うものである。たとえば中国の伝統武術は、同時期「国術」として称揚され、1928 年には武

術専門の研究教育機関である中央国術館が、初めて国立の組織として南京に開設されている。

中華戯校は、「中華戯曲」を教育内容とする「専科学校」という名称から、それまでの私営の
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科班とは対照的に、いかにも国家の文化政策を背景に開設された公立学校であるかのような印

象を受けるが、実際そこには何らかの政策的バックグラウンドがあったのであろうか。 

中華民国の国家レベルでの文化政策が一応の形を整える端緒となったのは、国民党第五次全

国代表大会における中央文化事業計画委員会の設置（1935 年）である。その後「文化事業計画

綱要」に基づく民族的・復古的精神が強調された内容の「確定文化政策案」が国民党臨時全国

代表大会で承認され（1938 年 3 月 31 日）、これが当時の文化政策の基調となっている2。また、

この状況下での演劇に対する政策としては、中央文化事業計画委員会のもとに組織された演劇

研究会の活動が挙げられるが、参加メンバーを見ると、伝統演劇関係者は必ずしも多くはなく、

また企画そのものも日中戦争勃発の影響から、結局実現されることなく終わったようである3。 

中華戯校の開校は 1930 年のことであり、中華民国の国家レベルでの文化政策のスタートが

1935 年以前に遡れないとすれば、もとより両者の間に直接の因果関係はない、ということにな

る。加えて国民党中枢、特に欧米留学経験者達は、そもそも伝統演劇を一種の旧弊と見なして

おり、全般的に良い印象を持っていなかったとの説もある4。いずれにしても中華戯校の開設に

対する国家レベルの文化政策の関与は、ひとまず無かったと見て良いだろう。 

実際のところ、中華戯校はその開校から閉校に至るまでの十年間、一貫して私立学校として

運営されており、北平市教育局の管理を受けながらも、基本的にはあくまで民営の組織であっ

た。当時も公立学校と誤解されがちだったようだが、少なくとも経営レベルにおいては、従来

の科班と大きな違いはなかったわけである。しかし一方で、開設と運営に携わった人々の人脈

により、政財界や学術教育界との太いパイプが築かれていた痕跡も、少なからず見受けられる。

そのあたりの消息を、運営の中心に位置した人物たちとともに若干検討しておこう。 

中華戯校の創設に関わり、その後も長期的に運営に参与した者として、李石曾、金悔廬、程

硯秋、焦菊隠の四人が挙げられる。程硯秋は周知のごとく梅蘭芳とともに四大名旦の一人とし

て名を馳せた男旦俳優であり、また初代校長となった焦菊隠も、以後長く演劇活動に携わるこ

とになる芸術家として著名である。一方の李石曾、金悔廬の二人は本来政界の人間で、特に李

石曾は国民党の元老派の一人として当時も旺盛な政治活動を行っており、また教育文化関係の

事業を多く手がけたため、「文化膏薬」の異名をとっていた5。このうち中華戯校の創設にとり

わけ力があったのは、李石曾と焦菊隠の二人である。 

中華戯校の初代校長を務めた焦菊隠が、1930 年代後半のフランス留学時に提出した博士論文

「今日的中国戯劇」6の一節に、中華戯校の「創立者は李煜瀛（＝李石曾）教授であり、彼は知

識層、及び国際協力機関のリーダーである」との記述が見られる。一方、後に中華戯校の戯曲

改良委員の一人となり、学生のために多くの劇本を書いた翁偶虹は、その回想録である『翁偶

虹編劇生涯』7のなかで、中華戯校は焦菊隠とその妻の林素珊によって作られたと述べている。

さらに、後の 1960 年代、北京人民芸術劇院の演出家をつとめる焦菊隠に直接インタビューを
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した葛献挺氏によれば、中華戯校は焦菊隠の申し出により李石曾の資金援助を受けて開校した

もの、と焦本人が語っていたという。開設に至るプロセスを記す具体的資料が無いため、二人

のうちいずれを正式な創設者とするかは判断し難いが、おおよそコンセプトは焦菊隠、資金の

工面は李石曾によるもの、と考えるのが妥当と思われる8。 

さらに当時、李石曾周辺に集っていた人々の陣容をうかがわせる記述が、中華戯校の上部組

織であった中華戯曲音楽院に関する資料の中に見られる。「中華戯曲音楽院之盛会」というタ

イトルで『劇学月刊』第 1 巻 3 期（1932 年 3 月）に掲載された記事は、1931 年 7 月 1 日に催

された中華戯曲音楽院主催のパーティの様子を述べており、李石曾、焦菊隠、林素珊（中華戯

校校務長を務めていた）等がホストをつとめ、蔡元培をはじめとする北平市の学術教育、政治

各界の名士、また余叔岩、程硯秋等の俳優が招かれたとしている。またそのパーティの挨拶で

李石曾は、「本院は北平の胡市長、周市長、南京の魏市長、上海の張市長など地方当局の提唱

を経、さらに経済界、たとえば北平の周作民、岳乾斎、王紹賢の諸氏、上海の張公権、馮幼偉、

雷建泉、胡孟加、銭新之、徐寄廎、呉震修諸氏の大きな助力を得た。このほか各界、各専門家

からの援助は数え切れないほどである」と述べている。この挨拶文の内容から、詳細ははっき

りしないながら、李石曾の周囲に集まり、中華戯校及びその周辺組織に対する政治的、経済的

援助を行っていた人々の陣容がうかがわれる。このように中華戯校は、国家レベルでの文化政

策の産物ではない一方、李石曾のような政治家が、個人的な人脈を活用して政財及び教育学術

各界の援助を得、実質ローカルな事業でありつつも一種公的な面目を保って立ち上げた組織で

ある、といってよいだろう。 

四. 中華戯校の周辺組織 

中華戯校運営の中核にいた先述の四人は、同時にいくつかの演劇関係の組織に関与してい

た。それらの組織とは、中華戯曲音楽院、南京戯曲音楽院北平分院、および雑誌『劇学月刊』

編集部の三つであり、各々が中華戯校に対して一定の影響力を持っていた。たとえば中華戯校

校長の焦菊隠は、同時に中華戯曲音楽院主任秘書であり、かつ南京戯曲音楽院北平分院研究所

研究員もつとめている。これらの組織はいずれも主として李石曾を中心に創設されたものだ

が、前節で触れたように、おそらくは彼が集めた資金により作られた民間団体であったと考え

られる。 

中華戯曲音楽院は中華戯校の上部組織であり、先に挙げた「中華戯曲音楽院之盛会」の記述

によると、清末に李石曾が呉稚暉、張静江等と組織した世界社における芸術研究構想がその発

端となっている。発起は 1926 年、三年後の 1929 年に成立し、当初は中華戯曲学院という名称

で、崇文門外木廠胡同に北京事務所を開設した。1930 年秋に付設の戯曲専科学校を開学9、1932

年の南京事務所開設に際し、教育部の規定により中華戯曲音楽院（後さらに中国戯曲音楽院と
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改称されたようだが、時期理由ともに不明）と改称している。 

この中華戯曲音楽院に続いて創設されたのが、北平南京両戯曲音楽院である。北平戯曲音楽

院は梅蘭芳の訪米公演をきっかけに設立され、院長を梅蘭芳、副院長を斉如山がつとめた。一

方の南京戯曲音楽院は、1930 年、蒋介石主催の第一次歌舞昇平の宴に際して、有志が金悔廬・

程硯秋の二人に設立を委託したことを発端としている。その後李石曾、張公権の催促により、

1931 年夏に北京にて合議の結果、南京本院と各所分院を設立、院長を李石曾、副院長を金悔廬

と程硯秋の二人がつとめることになった10。 

張伯駒の回想によると（前掲「北平国劇学会成立之縁起」）、戯曲音楽院関係者に有力なパ

トロンが多かったためか当時は程硯秋の進境が著しく、本来師匠筋にあたる梅蘭芳の面目が立

たないため、斉如山等が別に国劇学会を設立してしまい、北平戯曲音楽院は実質的にほとんど

機能しなかったようである。また、南京戯曲音楽院も、南京本院を南京新街口、上海分院を福

開森路、北平分院を木廠胡同に開設とあるものの（前掲「南京戯曲音楽院成立之経過」）、実

際にどのような活動をしていたか、確認できる資料はほとんど見られない。この点は中華戯曲

音楽院も同様であり、さらに中華戯曲音楽院と北平南京両戯曲音楽院との関係がどのようなも

のであったかも、今ひとつはっきりしていない。中華戯曲音楽院、南京戯曲音楽院北平分院、

および中華戯校の住所が全て同じ木廠胡同であることからも、実体としては一つしかなかった

のではないかとも考えられる。 

唯一、南京戯曲音楽院の活動の痕跡として今日はっきりと確認できるのは、南京戯曲音楽院

北平分院研究所が発行していた雑誌『劇学月刊』である。南京戯曲音楽院北平分院研究所は、

中海福禄居世界学院内に事務所を置き、1932 年 1 月に『劇学月刊』を創刊、以後 5 巻 8 期まで

刊行している。創刊号の奥付によれば、発行所が南京戯曲音楽院北平分院研究所、主任は金悔

廬、副主任は程硯秋、また主編が徐凌霄、編輯兼発行者が張敬明となっている。創刊号には李

石曾、金悔廬、程硯秋がそれぞれ文章を寄稿し、焦菊隠もたびたび文章を投稿していた。全般

に学術的色彩の濃い記事が多く、中国国内における演劇関係の調査報告や、欧米の演劇状況の

紹介など、当時としてはかなりレベルの高い演劇雑誌であったと考えられる。また、中華戯校

についての文章も時折掲載され、運営メンバーが重複しているため当然といえば当然だが、両

者のつながりが大変密接であったことも容易に確認できる。 

この雑誌には、李石曾、金悔廬、程硯秋等、中華戯校首脳陣の伝統演劇に対する態度をうか

がわせる文章が一定量掲載されている。以下各々の文章を簡単に検証し、当時の彼らの価値観

を検討してみたい。 

五. 中華戯校運営陣とそれぞれの伝統演劇観 

中華戯校設立に関わり、その後も学校運営に一定の影響力があったのは、先述のように李石
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曾、金悔廬（後期校長）、程硯秋、焦菊隠（前期校長）の四人である。先述のようにこのうち

前三者が、『劇学月刊』創刊号に「戯曲之我観」、「戯劇月刊発刊詞」、「我之戯劇観」とい

う文章を寄せ、それぞれの演劇観を披瀝している。 

まず、李石曾は「戯曲之我観」の中で、以下のように述べている。 

我が国の過去の一般的通念では、演劇とは至極単純なもので、一種の娯楽と見

なされていた。実のところ、演劇とはそれほど単純なものではなく、また単に娯

楽にとどまるものでもない。というのも、教育が達成できないところは、多く小

説や演劇によってこれを補えるからである。演劇がかくも重要なものであるにも

かかわらず、社会がこれを軽視するのは、演劇が人生あるいは学術など様々な側

面で備えている尊重すべき地位や価値といったものを、一般的通念が認識してい

ないからである。 

これに続いて李石曾は、演劇が人間の心理に与える影響は、映画や学校教育を凌駕するもので

あると主張している。 

また、金悔廬は「戯劇月刊発刊詞」の中で、 

（演劇の）効用は教育に十倍、百倍するものであり、戯曲文学は民間に広く普

及している。その潜在的な力はまた、社会を左右することも可能なのである。演

劇は「小道」と呼ばれるが、我々はその言い方に与することはできない。戯曲音

楽院研究所を作った所以はここにあるのである。 

と述べている。発刊詞という性格上、簡便な記述となっているが、金悔廬の基本的な認識は、

李石曾と同様にやはり演劇の教育効果の重視という点にある。 

以上の二者の演劇に対する価値観は、伝統的な「高台教化」という発想に、清末の戯曲改良

運動期以降頻繁に見られる演劇＝教育機関説、およびそれを根拠とする演劇の社会的価値の見

直しという言説を加味したもので、当時としては必ずしも新味のあるものとは言えないだろ

う。それでは、政界出身の二人に対し、俳優である程硯秋はどのような考えを持っていたのだ

ろうか。「我之戯劇観」は、1931 年 2 月 25 日に中華戯校で行われた程硯秋の講演をそのまま

口述筆記したものだが、その中で彼は目の前の学生に対し、以下のように述べている。 

我々が労働者や農民と同様に、この職業で衣食を得ているということを否定は

しない。しかし、我々が社会に対して負っている責任も忘れてはいけない。労働

者や農民は、労働によって生活に必要なお金を得ているだけではなく、社会に対

して物資を生産するという責任を負っている。そして我々は、芝居を演じて生活
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費を得るだけではなく、社会に対して勧善懲悪を行うという責任を負っているの

だ。それゆえ、我々が一つの芝居を演じるとき、その芝居にはその芝居固有の意

義がなければならない。要するに、全ての芝居には、人類の生活目標の向上を求

める意義がなくてはならないのだ。 

ここで述べられている、演劇によって勧善懲悪を行うという発想は、基本的には前二者の考

えと大きな違いはないと言っていいだろう。しかし、自身徒弟制の下で苦しい修業時代を送っ

た程硯秋は、講演の冒頭で以下のようなことばも述べている。 

私の知識は限られている。というのも職業上の制約から、勉強する機会があま

りにも少なかったからだ。皆さんは私に比べて非常に幸運である。演劇の勉強を

しながら、多くの普通教育を受けられるというのは、かつての役者達が得られな

った幸運である。もし私が小さい頃にこのような学校を卒業していたら、私の演

劇に対する貢献も多少は大きくなっていただろう。というのも演劇は実人生を基

礎としており、人生の常識は普通教育の中から得られるものだからだ。 

ここでは、演劇の社会的な効能ではなく、俳優自身の基礎的な素養の問題が述べられている。

この点は、李石曾と金悔廬の演劇に対する価値観の中には含まれていなかったものであり、ま

た次に述べる焦菊隠の発想に通じるものでもある。それでは、残る焦菊隠が考えていたコンセ

プトとはいかなるものだったのか。 

六. 前期校長焦菊隠の運営コンセプト 

中華戯校の開校から五年間校長を務めた焦菊隠は、家庭の貧困故に苦学しながらも、最終的

には燕京大学を卒業した、当時の知識青年であった。開学当初の彼の所感を伺い知ることので

きる短い文章が、『北洋画報』（1930 年 12 月 27 日）に掲載されている。「創辦北平戯曲専科

学校之意義」と題したその資料には、以下のような記述がある。 

北平戯曲専科学校は中華戯曲学院の一部分であり、一つの演劇教育機関であ

る。（中略）本校創設の意義は五つある。一つは、芸術の発展、二つ目は社会教

育、三つ目は国劇の国際的地位の向上、四つ目は俳優の社会的地位の向上、そし

て最も重要なのは、我が国の演劇教育の先駆となることである。 

開学からほぼ四ヶ月後に公にされた文章であるが、要約すると、社会教育の機能を持つ演劇

の担い手である俳優の社会的地位を向上させ、その基礎の上に中国演劇の発展を促し、かつそ

の国際的地位を高めることが、これからの演劇教育機関の真の役割である、ということになろ
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う。先に見た三者の発想はおおよそすでに織り込んであり、より包括的な内容となっていると

いえるが、一方で短文故のおおざっぱな印象も免れない。焦菊隠の演劇教育に対する思惑をよ

り明確に知りうる資料として、この文章の発表から十年後、フランス留学から帰ったのちに執

筆された演劇学校論がいくつかある。開学から十年のタイムラグがあるが、およそ 1930 年代

の焦菊隠の発想を代表するものと考えていいだろう。1940 年 9 月に書かれた「旧時的科班」11と

題された文章には、以下のような記述が見られる。 

過去の旧劇俳優の中にも、演劇改良にあこがれる人々はいた。しかし、大胆に

言わせてもらえば、旧劇の俳優の大多数は演劇に対し十分な理解を持っておら

ず、いかに彼らの個人的な芸術上の成就が崇高で、舞台での演技が素晴らしく、

また多くの経験を積んでいるといっても、演劇理論というものに対しては、結局

のところ素人なのである。これまで梅蘭芳や程硯秋の演じてきた改良劇を見れ

ば、彼らが旧劇の構造や特質をきちんと理解していないことが見て取れる。また

同時に多くの俳優が生半可に演劇は「高台教化」であるとか、「教育の武器」で

あるなどと語っているが、真に教育のために努力し、宣伝のために劇を演じてい

る人々は結局少数中の少数である。 

我々がもし旧劇の学校を計画するとすれば、従来の科班の実状に対し、教育

的、科学的な原理に依拠してその長所を取り短所を除かなければならない。ま

た、実地の経験に基づいて新たな経験と訓練方法を創造しつつ、同時に以下の三

点に留意すべきである。 

一つには、全く知識を持たない学童を、常識を備えた公民となるよう教育する

こと、二つにはこうした公民としての水準を満たす俳優によって、自発的に演劇

を改良させ、演劇の持つ教育上の責任を理解させること。さらに、伝統的な旧劇

に随時改修を加え、教育者や芸術家が彼らのかわりに改良するのを待たずにすむ

ようにすること、三つ目は、これら常識を備え、かつ演劇改良の行える俳優たち

を、如何にして優れた俳優に仕立て上げていくか、である。 

焦菊隠は「旧時的科班」の続編として書かれた「桂劇演員之幼年教育」12においても、ほぼ

同様の主張をより詳細に繰り返している。引用文からもわかるように、焦菊隠は当時の俳優の

教育レベルについて、かなり悲観的な見方をしており、京劇界の最高峰に位置した梅蘭芳や、

同僚であった程硯秋に対してすら、相当辛辣な意見を吐いている。ここでの焦菊隠の主張を要

約すると、演劇の改良は、一定の知識水準を持った「公民」としての俳優達によって担われる

べきだ、したがって、演劇学校は技術の伝授だけではなく、俳優の卵達に普通教育を施さなけ
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ればならない、ということになる。旧劇を美学的に洗練させる、あるいは演劇の持つ教育機能

を十全に発揮させるためには、まずその担い手たる俳優たちをまともな公民とすべく、彼らに

適正な普通教育を施さなければならない、という認識が、1930 年代の焦菊隠によって強く自覚

されていたわけである。 

演劇を教育宣伝の手段として利用しようとする発想は、先述のように清末の戯曲改良運動の

時期から繰り返し主張されてきた。それはヨーロッパ近代の演劇論の影響を受けつつ、一方で

また中国社会が従来から保持してきた演劇に対する価値観を部分的に引き継ぐものである。し

かし戯曲改良運動期には、俳優の社会的地位および知識水準の向上という、それまでの中国に

は存在しなかった主張も同時に生まれている。以降、榛苓小学と春航義務学校では梨園の子弟

たちへの普通教育が、また欧陽予倩が主催した南通伶工学社と広東戯劇研究所では、俳優の技

術訓練と並行した普通教育が実践に移されたが、いずれも長期にわたって十分な成果を上げた

とはいえないようである。ようやく 1930 年代の中華戯校開学の段階にいたって、伝統演劇の

俳優に対する普通教育の実施という近代的理念が、長期的実践の場を得ることができた、とい

うことができるであろう。 

閉校二年前の 1938 年 4 月に出版された中国高級戯曲職業学校編『北京市私立中国高級戯曲

職業学校章則彙覧』（中国高級戯曲職業学校は中華戯校の改称後の名称、以下『学校章則彙覧』

と呼ぶ）には、戯校の主旨を「時代に適合した演劇関係の人材を育成し、改良された創造的な

演劇芸術を実施することを旨とする」（章則第一章第二条）としている。では、時代に適合し

た俳優達を育成するために組まれた、中華戯校の具体的カリキュラムとはいかなるものだった

のか。中華戯校が運営されていた 1930 年代の資料がいくつか残されているので、それらを以

下に検討してみよう。 

七. 中華戯校の体制とカリキュラム 

中華戯校は、「双層領導（二重の指導）」という体制の元で運営されていた13。「双層」の

一つは北平市教育局で、市の規定に基づき六年間の就学の後に卒業証書を授与、という体制が

義務づけられている。一方、従来の科班の伝統に基づいて、中華戯校独自の七～八年間という

就学年限も同時に履行されていた。つまり、学生達はまず六年間中華戯校で学ぶことにより教

育局の管轄下で発行される卒業証書を手にし、その後さらに若干年俳優修行を積んで、あらた

めて学校を卒業するという形式になっていたわけである。そのカリキュラムについては、当時

の資料が複数残されているが、初期の体制をうかがわせるものとして、1932 年時点での歌劇系

戯曲組（実質は京劇俳優養成コース）のカリキュラムが、『劇学月刊』1 巻 10 期（1932 年 10

月）に発表されている。 
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第 1 年から第 4 年：昆曲、皮黄、武功、国文、英文、法文、公民、演劇実習 

第 5 年から第 7 年（括弧内の数字は学年を表す） 

三年間必修：党義（三民主義）、国文、英文、法文 

（外国語は会話と外国名作劇重視） 

詩（5）、詞曲（6・7）、中国戯曲史（6）、芸術概論（7）、 

西洋戯劇史（7）、西洋名劇選（7）演劇実習（5～7）、教学実習（5～7） 

また、1938 年時点での俳優養成カリキュラムとして、前掲『学校章則彙覧』（86-88pp.）に

以下の記載がある。 

楽劇科職業学科：戯劇基礎技術、戯劇 

普通学科（必修科目）：修身、衛生、体育、国文、算学、外国語、歴史、地理、 

音韻学、劇本選読、作劇法、戯劇常識、中国戯曲史、音楽常識 

実習：演劇実習（楽劇科） 

さらに翌 1939 年の情報として、粋維「参観中国戯曲学校詳記（上）」（『半月戯劇』2 巻 5

期、1939 年 5 月 28 日）には、次のように記されている。 

普通学科：修身、国文、日語、数学、歴史、地理、音韻学、劇本選読、作劇法、 

戯劇常識、中国戯劇史、音楽常識 

『学校章則彙覧』（89p）によれば、一週間の授業時間は 48 時間で、第一学年は職業学科（演

劇の実技教育）に 36 時間、普通学科（普通教育）に 12 時間をかけ、以後第二学年からは職業

学科 18 時間、普通学科 12 時間、実習（舞台公演）18 時間という構成になっている。一週間の

うち普通学科に当てられる時間数は全体の四分の一で、資料により名称や構成が若干異なる

が、国語、算数、外国語、地理歴史などの普通教育と、演劇史や劇作法など専門知識の教育が

行われている。また、王金璐氏によれば、毎週土曜日には話劇実習という形の課外活動なども

実施されていたようである。「学校章則」は市教育局の職業学校規定に基づいて作成された拘

束力のあるものであり、また卒業生達の回想録などからも、上記のカリキュラムが計画通り実

践されていたことはほぼ間違いないようである。それでは、実際にこの学校に学び、卒業をし

ていった学生達は、焦菊隠が望んだように近代的な教養を身につけ、またかつてのように下九

流と蔑まれずに社会に迎えられたのであろうか。 

八. 養成された俳優と社会の側からの対応 

中華戯校を卒業した俳優達が、同世代の科班出身の俳優に比べ芸術的に遜色のない実力を得
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ていたことは、すでにほぼ評価が定まっているため、ここでは特に触れないでおく。一方、俳

優としての水準とは異なるレベルで、一般社会の側はどのような態度で彼らに接していたの

か、関係者の回想を主な材料として検討してみたい。 

最も身近に接する機会のある観客達との関係については、彼らが従来の科班ではなく、正規

の学校の学生であることから、特に一般の学生達や教育関係者との間に、従来にない親密な関

係が築かれたようである。当時女学生であった李墨瓔氏の回想によれば、中華戯校の公演を見

に来る観客には学生が多く、演劇が必ずしも現代のように芸術とは見なされていなかった時代

にあって、中華戯校の舞台に足を運ぶことは、その他の戯班や科班の公演に赴くより抵抗が少

なかったということである。また、中華戯校には華粋深、呉暁鈴など当時の知識人達が複数講

義に訪れており、同時に地方の教育機関への出張公演なども行われていた。さらに、清潔な寄

宿舎や食堂を備えた中華戯校の校舎には、その運営方法に学ぼうと開学当時から見学者が多く

訪れていたという。俳優と観客との舞台外での直接の接触は、学校側によって厳しく制限され

ていたが、観客の側、特に学生や教育関係者達の彼らに対する視線は、おおむね好意的なもの

だといってよいだろう。 

そうした関係を最も象徴的に表しているのが、王金璐氏と李墨瓔氏との婚姻である。王氏は

調理人の家に生まれ、家庭の貧困を主な理由として中華戯校に入学しており、むしろ従来の科

班に身を投じた子供と同じような境遇にあった。一方の李氏は、黄埔軍校を卒業した軍人を父

に持ち、貝満女学に通学していた上流階級の子女である。李墨瓔氏はこの婚姻によって父親に

勘当されてしまうが、梨園の外の人間、特に上流階級の人間と俳優との結婚は、当時としては

画期的なことであり、『立言画報』のような大衆雑誌でたびたび取り上げられている。 

彼らが中華戯校において教育を受けていたことは、このように一般社会の俳優に対する視線

に一定の変容をもたらし、焦菊隠が企図していたように、俳優達の社会的地位の向上に効果を

上げたようである。しかし、全てが彼らの意図したように順調に変化していったわけではない。

王金璐氏と李墨瓔氏のような俳優と梨園外部の人間との結婚は、当時としてはまだまだ例外的

な事例であったし14、俳優たちの教育レベルも焦菊隠が期待したほどに改善されていないとこ

ろがあった。たとえば、中華戯校は従来梨園が行業神として信仰していた祖師爺を信じること

を禁じたが15、学校の講師陣として招かれた俳優は祖師爺に対する信仰心を持っているものが

大多数であり、彼らの影響を受けた学生達がこっそりとこれを信ずる、といった事情もあった

ようである16。また、当時の人々の伝統演劇に対する態度を端的に示すものとして、焦菊隠の

中華戯校校長辞任にまつわる以下のようなエピソードがある17。 

戯校の改革はたびたび困難にさらされていた。李石曾は戯校をある政治派閥の

プライベートな劇団（原文では班底）にしようと考えたが、焦菊隠はこの考えに
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同意しなかった。彼は、戯校は演劇界の全面的な支持を受け、各派の長所を吸収

しつつ、真の演劇教育機関となるべきだと考えていたが、彼のこの考えは全く実

現するすべがなかった。金融界の政客達は真の芸術を理解しようとせず、焦菊隠

の抱負や理想にはなおさら理解を示さなかったのである。古い習慣を保持した人

々は、戯校の教学方法を非難し、行政機関と結託して学校に様々な圧力を加え

た。理事会もこれに乗じて妨害を行い、学校の経理に大きな困難をもたらしたの

である。最後に焦菊隠は辞職を迫られ、1935 年に戯校を離れることになった。

李石曾は焦菊隠を慰めるために、戯校の理事会から銀行経由で焦菊隠夫妻に一定

額の費用を送り、彼らをフランスに留学させたのであった。 

この文章は 1985 年に大陸で書かれたものだが、その後台湾に移った李石曾や、当時の資本

家に対する視線のバイアスを差し引いても、焦菊隠のコンセプトに理解を示さない保守的環境

が存在していたことは確かであろう18。特に彼自身、先に引用した「今日的中国戯劇」の一節

において、自分の戯校に対する指導は 1933 年までとしており、中華戯曲音楽院の直接の傘下

に入ってから辞職までの二年間を自身の指導期間にカウントしていない。ほかならぬ戯校立ち

上げを積極的に支援した人々の中にも、焦菊隠の発想とは相容れない旧来の価値観が、依然と

して強固に残っていたのである。 

最後にもう一つだけ、伝統的価値観の残存の例を挙げておこう。『学校章則彙覧』（140p.）

に織り込まれた、中華戯校入学時に提出される学生の親族の誓約書には、「天災病症、各由天

命」という文言がある。かつての科班では、この文言はおおよそ「疾病残廃、生死存亡、各憑

天命」と表現されていた（焦菊隠「旧時的科班」、31p.）。学生の生死に組織として責任は負

わない、という文言は削られているものの、その大意はほとんど変わっていない。ここにも、

中華戯校の過渡期的性格を見て取ることができるであろう。 

九. むすび 

以上、中華戯校をめぐる文化政策にはじまり、運営陣のコンセプトとそれを反映したカリキ

ュラム、および俳優と一般社会との関係の変容まで、冒頭で提示したいくつかの問題を一通り

検討してきた。文化政策に関しては、中華戯校の開学に、国家レベルの文化政策の影響はほと

んど見られず、むしろつながりの深い政治家や財界の人間による、半ば個人的な援助を基盤に

スタートしたことが明らかになった。また学校運営のコンセプトについては、運営に当たった

首脳陣の啓蒙主義的な価値観の影響が色濃い一方で、前期校長をつとめた焦菊隠による、演劇

の改良のためには俳優を「公民」にしなければならず、常識を備えた俳優によってこそ演劇は

芸術的にも社会的にもより高いレベルに達するのだ、という主張も強く反映されていることが
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確認された。 

そして実際に中華戯校で養成された俳優たちは、従来の科班で教育を受けた俳優とは異なる

形で一般社会との関係を築き上げており、焦菊隠の所期の構想が一定のレベルで実現されてい

たことが見て取れる。しかし、演劇をめぐる伝統的価値観が依然として根強く存在したことも

確認され、清末に始まる伝統演劇近代化の発端から、中華人民共和国建国後の総国有化までの

流れの中での、中華戯校の過渡期的な性格が明らかになった。小論が当初設定した、1930 年代

中国における伝統演劇の社会的位置づけの一端を明らかにするという目論見は、不十分ながら

も一通り達成されたといえるだろう。 

なお、今回小論では、中華戯校のコンセプトのうち、特に芸術的側面に関する個別の方針は

ほとんど論究の対象として扱っていない。中華戯校の学生達とほぼ同世代の劉曽復氏による

と、中華戯校は開学当初、伝統演目の古典化を一つの作業課題として設定していたという。ま

た、後に中華戯校の経営状態が悪化した際、商業主義的な新作演目も一定量上演されていた、

という翁偶虹の回想もある。さらに中華人民共和国建国後になされた演出上の改変のうちいく

つかは、この時代の中華戯校の試みに端を発するものと考えられる。以後はこうした芸術的な

側面に関してもある程度の検討を加えていく必要があるだろう。 

小論の執筆に際しては、王金璐・李墨瓔御夫妻、李金鴻氏、劉曽復氏、朱家溍氏等 1930 年

代の中華戯校の状況を知るインフォーマントの方々、および民国期の京劇史に詳しい元北京市

芸術研究所研究員の葛献挺氏に、実に多くの情報をご提供いただいた。お話しいただいたこと

のごく一部しか小論には反映されていないが、それらの貴重な情報は将来あらためて活用させ

ていただきたいと考えている。また、インフォーマントの取材に際しては、石宏図氏、靳飛氏

のご協力を、文字資料の収集に関しては、特に北京市芸術研究所のご協力をいただいた。さら

に、個々のお名前は挙げきれないが、国内の研究者の方々からも数多くの助言を得ている。こ

こに深く御礼を申し上げる。なお、言うまでもないことであるが、小論の記述、内容に関する

責任はひとえに筆者自身にある。 

中華戯校関連の主要参考文献：  

北京人民芸術劇院 杜澄夫・蒋瑞・張帆『焦菊隠戯劇散論』中国戯劇出版社、1985 年  

程硯秋『程硯秋赴欧考察戯曲音楽報告書』世界編訳館北平分館、1933 年  

焦菊隠文集編輯委員会『焦菊隠文集一～六巻』文化芸術出版社、1988 年  

劉曽復『京劇新序』北京燕山出版社、1999 年  

蘇民・左莱・杜澄夫・蒋瑞・楊竹青『論焦菊隠導演学派』文化芸術出版社、1985 年  

翁偶虹『翁偶虹編劇生涯』中国戯劇出版社、1986 年  

翁偶虹『翁偶虹劇作選』中国戯劇出版社、1994 年  
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呉小如『呉小如戯曲文録』北京大学出版社、1995 年  

謝武甲『賀龍與程硯秋』華文出版社、1999 年  

徐慕雲『中国戯劇史』世界書局、1977 年（1938 年初版）  

于是之他『論北京人芸演劇学派』北京出版社、1995 年  

中国高級戯曲職業学校編『北京市私立中国高級戯曲職業学校章則彙覧』中国高級戯曲職業学校、1938

年  

中国人民政治協商会議北京市委員会文史資料研究委員会編『京劇談往録』北京出版社、1985 年  

中国人民政治協商会議北京市委員会文史資料研究委員会編『京劇談往録続編』北京出版社、1988 年  

中国人民政治協商会議北京市委員会文史資料研究委員会編『京劇談往録三編』北京出版社、1990 年  

中国人民政治協商会議北京市委員会文史資料研究委員会編『京劇談往録四編』北京出版社、1997 年  

朱継彭『武生泰斗王金璐伝』中国戯劇出版社、1999 年  

鄒紅『焦菊隠戯劇理論研究』北京師範大学出版社、1999 年  

注 
1 南通伶工学社と広東戯劇研究所については、松浦恆雄「欧陽予倩と伝統劇の改革―五四から南通伶工学

社まで」（『人文研究』、第 40 巻、1988 年）、および松浦恆雄「欧陽予倩と広東戯劇研究所（上・下）」

（『人文研究』、第 45・48 巻、1993・1996 年）に詳しい。 
2 阪口直樹『十五年戦争期の中国文学』研文出版、1996 年、249-250pp. 
3 一戸務「支那の演劇」（『現代支那の文化と芸術』松山房、1939 年 11 月、44-45pp.）に以下の記載が

ある 。  

昭和十一年の秋、南京で中央文化事業計画委員会の演劇研究会が主催となって、衆議が行われたこと

がある。特に全国にわたって劇関係者を一堂に招待して、戯曲研究の会議を開いた。熊仏西・余上沅・

謝寿康・溥西園・王泊生など一流の演劇関係の学者文人の賛同で、改良意見が討論された。これは、支

那の演劇運動が近年来愈々進歩発展してきたのに対して、支那の新劇旧劇に改革を齎そうとする企図で

あった。  

例えば、戯劇事業委員会を作って各種演劇の発展を計り、または旧劇の整理の問題、演劇図書館、

演劇陳列館の設立、脚本の審査、創作奨励等に当たるの件、また演劇制度を確立するの件、また経費

額を定めて演劇研究機関を設け、各地にもこれを普遍することなど種々の論議が行われた。特に昨年

の上半期を期して「戯劇節」と呼ぶ一種の支那演劇祭なるものを行って、全国の劇団を集め、これを

南京の国立戯劇音楽研究院で上演する手筈であった。著々その準備に取りかかっていたらしい。こん

なことで支那の演劇発展は益々促進され、熊仏西などの盛んに主張している演劇大衆化の希望が、か

れこれ相俟って、新旧演劇に発展改良の風潮が、漸次に表面化するのではないか信じられていた矢先

に、今時の事変が勃発した。支那の演劇界は再び幾年かの後退を余儀なくされている。  
4 元北京芸術研究所研究員葛献挺氏のご教示による。彼らは特に堂会における伝統演劇の上演を過去のい

かがわしい習慣と考え、その存在を軽視していたという。  
5 張伯駒「北平国劇学会成立之縁起」、中国人民政治協商会議北京市委員会文史資料研究委員会編『京劇
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談往録』北京出版社、1985 年、129p. 

6 1938 年にパリ大学に提出された。焦菊隠文集編輯委員会『焦菊隠文集第一巻』文化芸術出版社、1988

年所収。該当個所は 214p. 
7 中国戯劇出版社、1986 年、17p. 
8 開設資金については庚子賠款を用いたとする説と、上海の金融界からの援助を得たという二つの説があ

る。インフォーマントの李墨瓔氏が金悔廬の子孫に聞いたところでは、後者の説が正しいということだ

が、詳細は確認できていない。 
9 焦菊隠の記述によれば、「この学校（中華戯校）は 1930 年から 1933 年ま での間は独立した学校であり、

経費についてのみ中国戯曲音楽院と協力関係にあった。1933 年以降、ようやく該院の付属学校となっ

たのである。1930 年から 1933 年までは、焦承志（＝菊隠）がこの学校の指導にあたった」（「今日的

中国戯劇」214p.）とあり、開校当初は完全な付属学校ではなかったことがうかがわれる。  
10 金悔廬「南京戯曲音楽院成立之経過」、『劇学月刊』創刊号所収。 
11 『焦菊隠文集二巻』所収、24p.、22p. 
12 『焦菊隠文集二巻』所収。  
13 「双層領導」ということばも含め、李墨瓔氏の御教示による。 
14 中華戯校の卒業生である李金鴻氏の御教示によれば、こうした事例は他に一つしかなかったという。氏

自身も李万春の家系に属する女性と結婚している。  
15 王金璐「回憶中華戯曲学校」、前掲『京劇談往録』所収、74p. 
16 王金璐氏のご教示による。当時一般の劇場の舞台裏には祖師爺が祀られていたが、戯校の学生は劇場入

りする際それに一礼するという梨園のしきたりを禁じられていた。しかし王氏はお辞儀こそしなかった

ものの、心の中では常に一礼をしていたという。  
17 蒋瑞「焦菊隠的芸術道路」、『焦菊隠戯劇散論』中国戯劇出版社、1985 年、447p. 
18 李墨瓔氏の回想によれば、中華戯校の開設には一定の投機的意味合いがあったらしい。つまり、従来の

科班と同様俳優の卵に投資をして、将来の利益に結びつけようという出資者達の思惑が、一定のレベル

で働いていたようである。  
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「海派」資料から見る民国初期京劇の諸相  

「海派」意識と「京派」へのまなざし  

藤野真子  

一. 上海における京劇の受容 

アヘン戦争後の開港によって、上海は近代都市として急激な発展を遂げ、それに伴う人口の

流入で娯楽に対する要求も質的・量的に変化した。演劇に目を向けてみると、まず同じ呉方言

圏に属する蘇州で盛んに行われた崑劇であるが、廟会などの巡回公演や会館での上演はあった

ものの、上海で専門の劇場を持ち、大衆の娯楽に供せられるようになるのは咸豊年間とされる

1。また、規模の大きい劇種としては揚州を経由して入ってきた徽戯がかなりの頻度で上演され、

崑劇に取って代わっていった2。于質彬『南北皮簧戯史述』には、この辺りの経緯が詳細に論じ

られているが3、この徽戯は後日、南下してきた京劇、つまり自身が母胎となった新興の劇種と

再度合流する。北方由来の梆子戯も同様に、京劇に取り入れられていく4。一方、所作を伴った

演劇としての体裁をとるのは更に先のことであるが、「花鼓」「灘簧」と総称される土着の節

回しに乗せた説唱芸能が時に禁演に遭いつつも盛んに上演されていた5。それらの後身は、発祥

地の名称を付けて「蘇灘」「本灘」6などと呼ばれ、1930 年代以降になると衰落していた崑劇

はおろか、京劇に迫るほどの勢力を持つ有力な劇種となり、上海は中国演劇界の一大拠点とな

るのである。 
さて、中国において京劇の上海南下は、従来より同治六年（1867）宝善街（現・広東路）の

「満庭芳」開業という、固定した京劇上演専門劇場の登場をもってその嚆矢とする論が大勢を

占め、通説化している7。この満庭芳開業以降、茶園形式の上演場所が陸続と登場して上演が盛

んに行われるが、二十世紀に入ると新舞台の登場（1908）によって大規模公演を本格的に開始

するに至る。 
ここで、清朝 晩年に著された慕優生著『海上梨園雑誌』（1910）巻七「歌台誌」巻頭の「滬
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上梨園之歴史」と題された文章から一部を紹介したい。 

滬上の戯園はおよそ三度の変化を経ている。初めは崑曲を唱い、次に皮簧を唱

い、 近はもっぱら京調を尊び、燕台の鳳雛たちの名声が江南中に響き渡ってい

る。 

「皮簧」と記されているのは徽戯のことであり、「京調」は当然京劇のことであろう。ここ

で、「京調」が唱われるのが「 近」のこととして認識されている点に注目したい。すでに先

行の諸研究で詳細に論じられていることであるが、上述のように徽戯と合流した上海の京劇

は、当然ながら北京から移植された当初の形から大幅に変質し、西洋演劇の要素も取り入れつ

つ新興都市における新たなローカル文化として独自の発展を遂げていった。ところが、ここに

書かれている「京調」とは将来的に「海派」京劇と名付けられるものではないようである。「燕

台」という語から分かるように、北京の俳優を指していると思われる。実際に歴史を遡ってみ

ると、満庭芳開業以降、後発のいずれの舞台においても北方俳優の客演が中心であったことは

『申報』（演劇関係記事初出は同紙創刊の同治十一年、1872）の記事からもうかがい知れる8。

繰り返しになるが、その一部が上海に土着した結果、ローカルな俳優・戯班が改めて生み出さ

れたことは事実だが、その後も上海には絶えず北京（或いは天津）を活動拠点とする俳優が招

聘され、客演が行われ続けた。つまり少なくともある時期からは二種類の京劇が併存していた

ことになる。後日、この二者の間には一種の対峙関係が生じるわけであるが、各々相手をどの

ように意識し、バランスを保って共存してきたのか。小論では、主に 1910～20 年代の上海で

発表された様々な言説を用い、変化を生じた後の上海京劇が「正宗」北京京劇にむけるまなざ

しを分析することで、民国初期上海で上演されていた京劇の諸相―つまりは、京派・海派京

劇双方の上演と交流の状況を明らかにすることを目的とする。 

二. 「京朝」へのまなざし：「海派」「京派」意識の形成 

（一） 清末～民国初期上海の京劇関連資料と「海派」という語の登場 

現在のところ、民国期上海京劇専門の通史的文献は、1999 年に出版された『上海京劇志』9以

外存在しない。他には『中国京劇史』（1990 年初版、1999 年改版）において一定数の紙幅が

割かれているに過ぎない10。また、上掲の『南北皮簧戯史述』は上海京劇の成立過程に言及し

ている。但し、京劇南下前後の時期に関しては、満庭芳開業の一件を見ても、開業広告の掲載

先として有望な『申報』の創刊がそれより遅れるため、同時代の情報資料は望めない。代わり

に晩清～民国初期にかけて、先述の『海上梨園雑誌』ほか、単行本・新聞雑誌などの活字媒体

で上海演劇界の変遷を回顧・追跡したものが基礎資料としては古い部類に入る。以下、上海で
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出版されたものに焦点を当て、主なものを挙げてみたい。 
清末から民国初期にかけて、「評劇家」「顧曲家」と称されるいわゆる演劇愛好者たちが、

新聞や雑誌上で活発な発言をするようになるが、これらを集大成したものが 1910 年代以降単

行本として発行されるようになる。苕水狂生『海上梨園新歴史』（上海鴻文書局 1910）11、

慕優生『海上梨園雑誌』（商務印書館 1911）など宣統期に既にかなりボリュームのある著作

が登場している。辛亥革命以降は馮叔鸞『嘯虹軒劇談』（上海中華図書館 1914）、宗天風『若

夢廬劇談』（泰東図書局 1915）、楊塵因『春雨梨花館叢刊』（上海民権出版社 1917）、劉

豁公『戯劇大観』（上海交通図書館 1918）、周剣雲『鞠部叢刊』（上海交通図書館 1918）

などが代表的なものであるが、中でも『鞠部叢刊』は同時代の様々な演劇人の言論と同時に、

姚民哀「南北梨園略史」など現在も引用されることの多い文章が収録されている12。また、新

聞・雑誌掲載記事の中には、上海演劇界の動向を十～三十年単位で回顧したものも多く見受け

られ、漱石「三十年来上海梨園聞見録」（『繁華雑誌』第 6 期、1914）、顔五「近十年上海梨

園変遷史」（『遊戯世界』第 6～8 期、1921～22）、寿石「上海梨園之沿革」（『戯雑誌』第 8

期、1923）など枚挙にいとまがない13。 
これらの文献には、京劇（京腔・京調・京戯）のみならず、崑・徽・梆子など先行する劇種

の上海における活動史、更には「新戯」と称される文明戯に関する記述が大量に混入している

14。またもっぱら地元上海の京劇界に言及する場合は、一部題名にも用いられているように「海

上」「滬上」と冠され、北京のそれと区別がなされていた。後述するが、地元の演劇界に見ら

れる種種の試みに肯定的な視線を投げかけるもの、具体的な歴史事実のみを記すもの、急速な

変革に批判的な論調のものと作者によってスタンスは様々で、また時期によっても幾分ニュア

ンスに違いが見られる。ただいずれの文章にせよ、上海で行われている京劇がすでに北京とは

性質を異にしているという認識は共通している。 
上海の京劇が北京とは別個のものとして扱われるに当たり、注目すべき要素が三つある。一

つは上述の上演場所の確立、続いて俳優の定着、そしてオリジナル演目の創出である。上演場

所、すなわち劇場については上述の満庭芳のような茶園系統の場所から始まり、遊楽場の一角、

そして新舞台のような専門劇場へと変遷していく。俳優については、諸事情で北京を離れざる

を得なかった者も上海に流れ着いたとされるが15、辛亥革命前夜になると、社会啓蒙性の強い

演目を創作した夏氏兄弟や馮子和など、俳優としても劇作者としてもレベルの高い一群が上海

を本拠地に活動し始める。この夏・馮を代表として16、南下した京劇俳優の子弟も多く見受け

られるが、定着地の観客の需要に合わせて舞台内容を変化させていく柔軟さは注目に値する。

また、元旗人官僚といわれる票友出身の汪笑儂の登場と活躍は、上海京劇界における老生の一

つの流れを形作ったといっても過言ではない。さらに京・徽合流の具体例として、王鴻寿（三

麻子）のような徽戯出身の俳優が京劇の舞台で活躍し、後進に大きな影響を与えたことは海派
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京劇形成にあたって決定的な出来事であった17。のちに、海派京劇を代表する老生となる周信

芳（麒麟童）が得意としたものの中で、『徐策跑城』『趙五娘』などが三麻子から伝授された

徽戯由来の演目であることは言うまでもない18。その他の演目についても、特に新舞台に集っ

た俳優らが作り上げた外国の故事や時事問題に取材した『新茶花』『血手印』といった劇は非

常な人気を博し、新作劇の制作・上演は上海京劇の一つのアイデンティティとなるに至った。 
さて、こうした上海京劇の特徴を認識する行為は、視点を変えて見れば北京京劇の正統性を

再確認することにも通じる。それらの特徴を概括する言葉として、今日の我々は「京派」「海

派」という「対立する」タームを用いるが、これらの語の文献上での初出時期を特定すること

は現在も困難だとされている19。一般に、文芸・芸術一般に用いられる「海派」という語その

ものの由来が解説される場合、元々は上海京劇を指したものであるとするケースが多い20。ま

た、近年中国で大量に出版されている民国上海史関係の書籍において、この語の発生を 1920

年頃としているものも見受けられる21。管見の及ぶ限り、1918 年の『鞠部叢刊』中には「上海」

の演劇の意味で「海派」という語が用いられている22。 
また、両者の区別意識が熟してくる 1920 年代半ばになると、「海派」の語があたかも「京

（朝）派」に比するものとして副次的に生じたかのような記述がなされている文章23も登場する

が、『鞠部叢刊』の用例を見て判断する限り、北京の「正宗」なものとは異なるという意味で、

敢えて別の呼び名を付けたと見なした方が良いかと思われる。一方で「南北舞台」「南北伶界」

という表現は多用され、「南」「南方」という表現をもって上海を南方全般で行われている京

劇の代表として論じたり、ひいては上海京劇そのものを指したりすることが多い24。 
ここで現代における「海派」という語のもたらすニュアンス及びその使用状況に関して少し

触れておきたい。『中国京劇史』上巻において、上海京劇は「南派」25京劇と称されている。

この名称については、楊常徳氏が「説南派、説海派」にて「南派」とは清末から江南一体で行

われていた京・徽合演の芝居であり、「海派」とは両者が融合したのち、上海を根拠地として

発展していった先に生まれたものを指すとの見解を述べている 26。上海京劇のアイデンティ

ティを非規範化・脱伝統などに求めた場合このようなカテゴライズは有効であるが、楊氏自身

が述べているように、従来「海派」というのは程度の差こそあれ、品格に欠けるとされた上海

京劇を軽視する呼称であった。『中国京劇史』における「南派」という表現はこうした経緯を

踏まえたものと思われるが、近年ネガティブイメージは排除され、特に 1990 年代は敢えて斬

新な試みの代名詞として「海派」を題名に冠する劇が、京劇、更には崑劇にも登場した27。 

（二） 「京派」へのまなざし 

前掲の文章群は、上海京劇への目配りが比較的十分にきいているものであるが、実際は伝統

劇プロパーを自称する一群の人々のまなざしは大部分が北京の「正統的」京劇に向けられてい
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る。例えば、『申報』など上海の新聞には地元舞台の上演広告こそ大々的に掲載されるものの、

劇評欄で取り上げられる公演の多くは北京の俳優が客演しているものであった。これは 1920

年代から増加してきた演劇専門誌においても同様で、質・量共に北京の出版状況を凌ぎながら、

地元俳優の公演の盛況ぶりに比して情報が十分にカバーされているとは言い難い。また、上海

ご当地の劇評家でさえも北京正統論に迎合し、地元の俳優にはあまり注目しない傾向も見られ

る。ここに、当時の京劇愛好層の文化的座標を見いだすことが出来るが、具体的に彼らは北京・

上海双方の京劇についていかなる認識を持っていたのであろうか。以下、様々なスタンスの発

言を追っていく。 
上述のように『申報』には多量の演劇記事が掲載されているが、中でも同時代の京劇界を総

覧した一例として、署名「瀛仙」の「～之正宗」（1912 年 8 月、「～」部分には行当名が入る

28）という連載に注目してみると、文中に「南北舞台」という表現が用いられ、北京・上海の

両京劇界を区分しているものの、正旦についての記述一つとっても、「以青衣旦而負誉 久者、

南北各得一人而已（青衣の俳優で、 も長きにわたって褒め称えられているのは、南北おのお

の一人ずついるのみである）29」と俳優のレベルを同格に論じている。ここから、民国初期に

は上海京劇界の人材が質量共に充実した段階に入っていたことがうかがわれると同時に、この

論者が北京が絶対的に上海より優位にあるという観念に縛られていなかったことがわかる。た

だ、『申報』の遊芸欄等において地元の京劇に注目した記事が集中して書かれるのはこの時期

に限定されており、他の殆どの時代は北京の著名俳優の客演記事に紙幅が割かれている。再度

地元舞台への言及が増えるのは、周信芳らが円熟期に入る 1930 年代以降となる。 
一方、前節で挙げた単行本の中では、馮叔鸞『嘯虹軒劇談』（1914）が、北京と上海の演劇

界の相違について、かなりの紙幅を割いて論じている。彼は河北省出身でのち上海に活動本拠

を移した劇評家であり、伝統演劇については当時としてもかなり先進的見解の持ち主であった

30が、この著作に於いては俳優・観客を問わず、上海演劇界独自の諸傾向に対する批判が大半

を占める。 

上海演劇界の流行病とは何か。すなわち、芝居の精神の研究に打ち込むことな

く、もっぱら上っ面をなぞることを好み、一時センセーションを巻き起こすだけ

という所にある。ゆえに舞台を営業する側も仰々しく大げさにするきらいがあ

る。名優の価値は全て広告頼みで、「万金で招聘した」といわねば「特に使いを

立てておいで願った」などというありさま、万事が謝礼の多さで表されてしま

う。また「世界第一」といわねば「この世に二人といない」といってその技芸の

優れていることを誇る（後略）。（『嘯虹軒劇談』「滬上戯界之流行」） 

北方出身者である馮叔鸞が、発展途上にある上海京劇に批判的なまなざしを向けたことは、
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ある意味当然のことであろう。ただし、彼の文章には上海で育ちつつある異質の京劇に対し、

正統論的立場から厳しい批判を加えている一方で、その行く末を注意深く見つめていこうとす

る態度も見受けられる。例えば、同書における彼の「上海聴戯者之程度進歩矣」には、以下の

ような記述が見られる。 

かつて、芝居を「聴く」ということに関して も劣るのが上海人であった。（中

略）（北方の）名優たちが続々と南方公演を行い、票房も相次いで成立し、芝居

を研究する人も増えたので、芝居を「聴く」水準もおのずと高くなったのである。 

もっとも、ここで北京・上海の観劇態度における も大きな相違点、すなわち聴戯／看戯の

対立という普遍的概念31が表現され、前者が重要視されていることからわかるように、馮叔鸞

の見解は上海の京劇界に「北京化」を求めるものなのである。 
この馮叔鸞の発言は当時かなり尊重されたようで32、上海の劇評家らがその見解に強く影響

を受けた可能性は十分にある。とはいえ、非北方出身の劇評家や演劇愛好者たちが、こぞって

「京派」京劇に跪いたのは一体何故なのか。北方を正統と見なすからにはそれなりの観劇体験

を踏まえた上での発言が期待されるが、彼らの中での北京京劇情報ソースは一体どこに求めら

れるのか。これについては、同じく馮叔鸞が『鞠部叢刊』所収「嘯虹軒劇話」（1918 年、署名

は馬二先生）にて、以下のように述べている部分を対象に考えてみたい。 

北京の顧曲家で、上海まで来ないものがあろうか？また北京の劇場に於いて、

南方の顧曲家がその中に混じっているのを見かけないことがあろうか？これも

交通が便利になったが故であり、北京と上海で芝居を「聴く」者のレベルにはま

すます差が無くなってきたのである。 

先に挙げた自著『嘯虹軒劇談』の内容に連なる事柄だが、南方の演劇界が北方を見習い、そ

のレベルに追いつくべきだという彼の持論からすると、上海の演劇愛好者たちが北方俳優の地

元での公演を待つだけではなく、わざわざ北京まで出向いて観劇し、正統な京劇に極力多く触

れることこそ、上海演劇界のレベル向上に必要な行為なのである。これに類似した発言は他の

人物の文章にもあり33、また新聞の文芸欄や演劇専門誌に北京での観劇記が記載される34ことを

もってこの事実を補足することが出来よう。 
一方、『鞠部叢刊』と同年に出版された劉豁公編『戯劇大観』において、非北方出身者であ

る周剣雲35は以下のように述べている。 

北京は我が国の首都であり、また演劇発祥の地である。人材が豊富であるこ

と、故実に通じていること、俳優の数の多いこと、自ずと外省の比ではない。劇
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中の詩句は行商人や小役人でも耳によく馴染んでいるし、劇の由来は女子供でも

よく理解している。見当違いなことを言ったり是非を取り違えたりする南方人の

笑うべきさまとは、実に異なっている。（『戯劇大観』粉墨陽秋「剣気凌雲廬劇

談」） 

この発言は比較的極端な部類に入るが、活動拠点は上海にありながら、彼の北京に対する正

統派意識がこの時点ではかなり強固なものであることが見て取れる。また、こうした意識をよ

り鮮明に表現しているものとして、北方俳優の客演という具体的事例とそれに対するコメント

を見てみたい。まず上海で も馴染みの深い北方の俳優として、譚鑫培を挙げることが出来る。

後年、1929 年 2 月より『梨園公報』に掲載された孫玉声（漱石生）「海上百名伶伝」の巻頭を

飾るのが譚鑫培であることは、上海の京劇愛好者の意識を象徴的に示していると言えよう。譚

鑫培は何度か上海公演を行い36、若年の周信芳と共演するなど南方との縁が深い俳優でもある。 

……幼年期に梨園に入り、はじめは武生で頭角を現したが、のち老生に転向し

た。程長庚に私淑し、更に余三勝をも学び、（俳優として） 高峰を極め、演劇

界の牛耳を執った。その唱は韻にすぐれ、枯淡にして真摯、奇・正を相生じ37、

漢魏六朝の文を読むかの如く、自然にたちあらわれ、古風にして峻厳、まさに千

古の絶唱であり、余人の及ぶところではない。『打棍出箱』に至っては、（この

劇で彼に敵うものは）世界で一人もいない。都の人々は彼を敬って「菊部尚書」

と呼んでいる。（『海上梨園雑誌』巻二「名伶列伝 小叫天」） 

評語としては紋切り型で、且つ非常に大仰な表現であるが、譚鑫培に関する称賛の語でこれ

に類するものは多い。のちに周信芳は『梨園公報』誌上で京劇愛好者の譚への盲従ぶりに非難

の弁を浴びせ、その革新性に注目せよと述べているが38、上海では当時から彼を一流の北京正

宗京劇の手本として信仰し続けていたと言っても過言ではない。 
また、譚と入れ替わるようにして梅蘭芳が北京京劇界を体現した存在とみなされるようにな

るが、彼についても『戯劇大観』所収の半狂「近日申濱名旦観」に記された「梅蘭芳の二度の

南下後、上海人の眼光レベルは為に高くなった」という一節をはじめ、陶酔に近い評語が紙上

を賑わすことになる。ここで、北京京劇界の俳優自身が民国期上海京劇に対して語ったものと

して、梅蘭芳その人の言を紹介しておく。もっとも、同時代に発表された俳優自身の発言は望

むべくもなく、解放後のものになるのは致し方ないが、彼は『舞台生活四十年』の中で、「二

度の上海公演を経て、芝居の前途は観客と時代の需要に随って変化していくものだということ

を深く悟った」と述べている39。梅蘭芳が上海俳優の化粧を取り入れたり、新作劇に触発され

て自身も創作もの・改編ものを演じたことは有名な話40だが、上記の発言と併せて考えるに、
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彼が上海の持つ「新しさ」から受けた鮮烈な衝撃を柔軟に受け止め、消化吸収しようとしてい

たことは明白であろう。京劇専門家を自負する人々と実際の舞台に関わる俳優の見解が異なる

例として、非常に興味深い点である。 

三. 「京派」「海派」の対立と接点 

（一） 差異の拡大：1920 年代の「京派」「海派」意識 

さて、ここで改めて上海演劇界の「京派」「海派」への意識区分に立ち戻ってみたい。先に

も少し触れたが、1920 年代中頃には「京派」「海派」の区分がより明確に意識されている。こ

れについて、まずは 1925 年 2 月の『申報』に掲載された、署名「菊屏」なる人物の連作を見

ていくことにしたい。 
まず、「滬上京劇之三派（一）（二）」（2 月 23～24 日）に於いて、菊屏は「庚子（1840？）

以降、京劇は三派に分かれた」として、それぞれ「京劇正宗（譚鑫培・孫菊仙）」「新劇派（潘

月樵・夏月珊）」「南班旧劇派（徽戯）」と名付けている。この文章中で、彼は晩年の孫菊仙

及び二番目の「新劇派」を「海派の影響を受けている」と見なし、特に「新劇派」にその傾向

が強いとしている。但し、この「新劇派」はイコール「海派」ではなく、「海派」そのものへ

の言及は同月 28 日の「海派之京劇」にて展開されることになる。この文章中で、彼は北京の

京劇を単に「正宗」とだけ記し、上海で今行われている京劇、つまり海派京劇については、基

本的に批判的論調を貫いている。文頭で書画篆刻、崑劇蘇灘を引き合いに出し、そこに見られ

る「正宗」対「甬派」「浙派」の関係（後者にも優点有りとする）とは異なり、京劇における

海派は「装飾的な技術を以て本来の技量を覆い隠し、一つも取るべき所のない邪道であり、道

教の異端と同じである」と断定している。さらに、海派と「正宗」との音楽や立ち回りは基本

的に同一であると前置きしつつ、海派について以下のように述べている。 

歌唱については、正宗は正しいメロディーを尊びリズムを重んじるが、海派は

もっぱら花腔（装飾的なメロディー）を多用する。耳に心地よく聞こえるか、ふ

しが乱れていないかどうかなどは考えていないのである。また武技に関しても、

正宗では型を尊び技術を重んじるが、海派はもっぱら素早い動きで人を欺き、舞

台上を何回か余分にまわったり、得物を何度か余分にひらめかせて事足れりとし

ている。また、服装に目を移しても、正宗では靴一つ帯一つの微細なところにも

みな決まりがあるのに、海派では全身模様だらけの上、ライトでそれを照らすの

で、実に奇妙な様子なのだが、彼らはそれを気にする様子はないのだ。（後略） 

「正宗」京派京劇を規範に忠実なもの、海派京劇を伝統を破壊するものと見なすこの文章内
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の見解は、比較的硬直した、ステロタイプなものに属するが、こうした考え方がそう簡単に勢

力を失うことは無かった。菊屏の文章にやや遅れる 1928 年、演劇専門誌『戯劇月刊』の第一

巻第三期には、徐筱汀「京派新戯和海派新戯的分析」という文章が掲載されているが、民国京

劇史上一つのピークとも言えるこの時期において、上述のような意見がまだ根強いことをうか

がわせる。 

上海人は皮簧（ここでは京劇）の発音に関しては、もとより北方語に通じてい

ないため、おのずと明瞭に発音することが出来なかった。そこでお調子者の俳優

が隙を見て呉語を混ぜたが、これによって観客は（劇を）理解しやすくなったが、

皮簧における諸規範は次第に疎かにされていったのである。（中略）対して北京

では皮簧に関する常識の豊かな民衆の監視下、旧来の演技が正しく踏襲されたた

め、非常な評判となった。ために好事家たちは極端に北京の芝居を崇拝し、皮簧

の正統と見なして「京派」と呼び、上海の芝居を「海派」と呼んで添え物的に扱

ったのである。これが、京劇が「京派」と「海派」とに分裂し、対峙するように

なったおおもとの理由なのである。 

（二） 1927 年周信芳・馬連良共演 

では、対立関係を残したまま「京派」と「海派」の二つの京劇は全く相容れないものとして

全く別個に存在していたのだろうか？その具体的様相を示す一つの回答として、馬連良と周信

芳の 1927 年における共演を例として述べてみたい。 

まず、同じ老生としての両者の評価を見ていく。今日でこそ対等の扱いを受けている両者だ

が41、「京派」重視の時期であれば、老生として致命的な声質であった周信芳と、富連成で養

成され早くから譚鑫培の有力な後継者の一人として嘱望されていた馬連良では、自ずと注目の

度合いが異なっていたことは想像に難くない。 
その上で、実際に両者の扱いが如何なるものであったのか、共演を企画した天蟾舞台が『申

報』に出した上演広告の一つに注目したい。ここでは北方から来る馬連良と、地元でそれを迎

える周信芳の名前は同じ大きさの活字で印刷され、両者が同格に扱われていることが分かる。

かつ、二番手に来る上海側の俳優（劉漢臣、王芸芳）らの名前の活字も同じ大きさの活字であ

る。つまり、馬連良のみを客寄せの目玉にしたわけではなかったのである。また、馬・周両名

に付けられた宣伝は、以下のようなものである。 

馬：「重金敦聘全球歓迎譚派正宗泰斗鬚生」 

周：「特聘南北聞名編導専家文武做工老生」 
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 （『申報』1927 年 2 月 7 日） 

かつて馮叔鸞が嫌った上海京劇界の「病」―広告における過剰な煽り文句はまだ健在で、

それどころか更に派手になったようである。ちなみに遠からぬ未来に天蟾舞台は、写真のコ

ラージュを多用し、『申報』の見開き二頁を用いて周信芳『封神榜』の広告を出すことになる

42。さて、この複数の四字熟語で構成された煽り文句を見ていくと、馬連良では「譚派鬚生」、

周信芳では「編導専家」という四字に、それぞれが属する地域の京劇界の特徴が表現されてい

ると言ってよい。繰り返し述べてきたように、上海人にとって「譚派」とは長年憧憬を抱いた

本場北京の京劇を代表するものなのである。対する周信芳は、民国初期から新作劇の多様さと

クオリティにアイデンティティを求めてきた上海京劇の看板を背負うに恥じない人物であっ

た。では、この一見相容れない両者はどのような舞台作りを行ったのか。 
『申報』にはこの馬・麒共演を受け、幾つかの劇評が掲載されているが、残念ながら十分な

量とは言えない。ただ、「馬連良之臨別紀念小戯」（4 月 8 日、署名「成」）という文章を読

む限り、文字の殆どを馬連良の演技への賛辞に費やしつつも、共演者の周信芳に触れ「上海の

俳優としては稀にみる実力の持ち主」と評しており、この組み合わせによる舞台が成功したこ

とがうかがえる。 
本来、本邦の波多野乾一がその著書『支那劇と其名優』(1925)の中で、両者を「做白を主と

する」俳優と紹介している43ように、両者には同じ老生として共通点を持っていた。また、近

年の中国でも、両者を南北老生中の改革派として同列に論じるケースが見られる。例えば 1996

年に出版された『馬連良腔唱選集』前言には、以下のような記述がなされている。 

晩清より、京劇団が上海に入っていったが、流行や環境、及び現地の徽戯、梆

子戯、更には外来の芸能の影響により、地域的な変化を生じていった。よって、

観衆の目には京劇には京派と海派の区別が生じたのである。時代の変遷に伴い、

観衆の好むところにより、北にも南にも前後して芸術改革、京劇改良を行う芸術

家が登場した。馬連良と麒派の創始者周信芳は、「北馬南麒」「南麒北馬」と称

えられたが、互いに競い、合作し、互角の形成で、各々すぐれた点があった。そ

して、京劇老生の演技術の革新と発展に当たって、多大なる影響をもたらした。 

また「譚派正宗」と称されつつ、馬連良には規範的な演技から脱したいという意識が備わっ

ていたようである。例えば、1925 年の『申報』に掲載された楽理「馬連良之唱片」では、馬連

良の歌唱が部分的に規範から外れている点が指摘され、「（前回 1924 年の）上海公演中に、

海派の悪習に染まったのか？」44というコメントが付されている。また、解放後の記述ではあ

るが、荀慧生の民国期上海における活動を論じた王家煕「荀慧生早期在滬演劇活動資料」45は、
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荀慧生と馬連良を「上海京劇の精華を もよくアレンジして取り入れた俳優」と評している。 
一歩踏み込んで述べると、先の梅蘭芳と同じように、海派的な要素を積極的に取り入れ自ら

の演技に生かそうとする意欲的な俳優が、京派京劇界に増えつつあったのである。これを裏付

けるのが、前掲の「京派新戯和海派新戯的分析」中に見られる「現在、『京派』と『海派』の

境界線は本当に微妙なものになり、両者はほとんど同化してしまった」というくだりである。

この文章の筆者はそれを「京派」側の堕落と見るが、馬連良をはじめ、俳優自身の意識はそう

ではなかったのではないか。いかに伝統劇プロパーたちが伝統性や規範性の重視を声高に叫ん

だとしても、実際の舞台に立つ俳優たちはそれが将来的に京劇の硬直化に繋がることを予測

し、敢えて異端視されていた海派の活力を取り入れる道を選んだのであろう。 

 

以上、小論では「京派」「海派」意識の生成と変遷、及びその関係について概略を述べるに

とどまったが、両派の意識形成にはより複雑な要因が絡み合っている。その一つ一つを解きほ

ぐし分析する作業は後日の課題としたい。 

注 
1 陸萼庭著 趙景深校『崑劇演出史稿』上海文芸出版社 1980 第五章「近代崑劇的余勢」二 崑劇活動的

新基地－上海  
2 同上  
3 于質彬『南北皮簧戯史述』黄山出版社 1994 第五章「南方京劇史述」  
4 梆子出身の俳優としては、潘月樵・李春来らの名が挙げられる。  
5 『申報』には創刊の同治年間から民国に入る直前まで「禁花鼓戯」「禁淫戯」などの記事が散見される。 
6 いずれも「灘簧」と称するが、「蘇灘」は崑曲が俗化したもので、花鼓系の「本灘」すなわち後の滬劇

とは楽曲も演目も異なるものであった。  
7 ほとんどの京劇史が『鞠部叢刊』（1918）所収の「南北梨園略史」を引用しているが、この劇場に関し

ては、総合文芸誌『七襄』第二期（1914）宣之「五十年劇史（続）」第八章に既に同様の記載がある。 

但し、ここでは「徽班」の劇場とされている。 
8 1870 年代では楊月楼の登場回数が も多い。他に黄月山・王桂芳・孫菊仙らの名もみえるが、行当のみ

で俳優の名前が書かれていないケースも多くある。  
9 『上海文化芸術志』編纂委員会、『上海京劇志』編輯部編、上海文化出版社。なお、1996 年出版の『中

国戯曲志 上海巻』に比べると、記事を京劇に特化した分、演目・俳優紹介などの情報量は多くなり、

且つ 近の活動までカバーしている。  
10 初版上巻第八章「南派京劇的形成與発展」、第九章「京劇改良運動」、中巻第二十八章「淪陥区的京劇

（上）」には上海京劇の動向が記されているが、1920～30 年代にかけての娯楽的要素が強い演目や、小

論で扱った伝統劇プロパーに関する記載は、同時代におけるそれらの影響力を鑑みた場合、質・量的に

不十分であると言わざるを得ない。  
11 筆者未見。  
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12 注 7 参照。  
13 1920 年代後半～1930 年代にかけてもこうした回顧録は多数書かれ、海上漱石生「上海（海上）梨園変

遷史」（『戯劇月刊』第一巻第一期～第二巻第二期、1928.6～1929.10、途中休載あり）、拙庵「上海戯

園三十年滄桑録」（『梨園公報』第二百八十四期～二百八十六期）などに詳細な記述がある。 
14 文明戯や早期話劇は「新戯」「新劇」と称され、劇評や俳優の銘々伝、伝統劇との比較など 1910 年代

にはかなりの記載が見られる。また新劇専門の単行本・雑誌も登場し、特に馮叔鸞は伝統劇プロパーを

自認しつつ、1914 年に新劇を中心に扱う『俳優雑誌』（上海文匯書局、第一期のみ）を創刊している。 
15 黄式権『淞南夢影録』（1883）巻一には、北京で落ちぶれ失職した俳優が上海へ来ていると記されてい

る。  
16 夏氏兄弟の父は夏奎章（老生）、馮子和の父は馮三喜（花旦）。   
17 三麻子は京劇にしぐさ・立ち回り系の演目を多量に持ち込んだが、中でも関羽戯（紅生戯）に関しては、

歌唱中心の北方系のものを凌駕したとされる。 
18 周信芳の常演演目ではないが、『斬経堂』や関羽戯等のレパートリーも徽戯系。  
19 楊東平『城市季風』東方出版社 1994 第二章「京派和海派：風格的形成」70 頁参照。  
20 『上海掌故辞典』上海辞書出版社  1999「海派」の項参照。また、本邦で出版されている中日辞典も同

様。  
21 上掲書参照。また薛理勇『閑話上海』上海書店出版社  1996「新舞台和『海派』京劇」には、筆者が訪

問した何名かの「年資高的学者」が、この語の登場を 1920 年前後と示唆したと述べられている。   
22 『鞠部叢刊』「品菊余話」中、馮叔鸞「嘯虹軒劇話」、馮小隠「復剡渓釣者書」に各々一カ所ずつ用い

られている。  
23 小論第三章（一）参照。  
24 この他、外江派という表現も多用される。  
25 同書中巻では「海派京劇」と表現されている。  
26 上海文史資料選輯第六十一輯『戯曲菁英』上 上海人民出版社 1989 
27 上海京劇院『盤絲洞』『曹操與楊修』、連台本戯『狸猫換太子』、上海崑劇団『上霊山』など。特に『上

霊山』は往年の連台本戯を意識して派手な衣装やライティングを多用し、崑劇観客層の新規開拓を目指

したが、演出過剰であるとして高い評価は得られなかった。  
28 言及されるのは文武老生、文武小生、正旦、老旦、花旦、武旦、彩旦、正・副浄、文武丑の各行当。  
29 北は王瑶卿、南は郭秀華の名が挙がっているが、後者については不詳。  
30 拙稿「民国初期上海における伝統劇評」（中国文芸研究会『野草』65 号  2000）参照。  
31 「南人曰看戯、北人曰聴戯」（『繁華雑誌』第四期 1914 剣雲「負剣騰雲廬劇話（三）」）、「北人

研聴、南人喜視」（『戯劇叢報』第一期  1915 魂郎「北京新劇失敗之原因」）など、南北演劇界の比

較を行う際、決まり文句的に用いられる事が多い。  
32 周剣雲は『繁華雑誌』第三期の「負剣騰雲廬劇話（二）」で、「筆鋒はいくぶん苛烈だが、清廉で俗臭

を感じさせず、他の人々の弁を見渡してみても、彼は一人純粋に自己の観点を打ち出しており、一般人

の旧套に堕していない」と高く評価している。 
33 周剣雲「剣気凌雲廬劇談」（『戯劇大観』所収）参照。 
34 近代的劇評と異なり、リアルタイムである必要はないため、木公「小織簾館劇話」（『戯劇大観』所収）
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に記されているように、過去の北方での観劇体験を回顧する文章も多数見られる。   

35 安徽省合肥出身とされる。  
36 光緒年間から没するまで、六回訪滬している。  
37 出典は『孫子』兵勢編。「奇」は奇襲法、「正」は正攻法を指し、「奇正相生」で互いが因果関係をもっ

て循環し合うことを言うが、ここでは譚の歌唱が変幻自在であることを指すか。  
38 拙稿「周信芳と『梨園公報』」（中国文芸研究会『野草』60 号  1997）参照。  
39 梅蘭芳口述『舞台生活四十年』中国戯劇出版社 254 頁参照。  
40 上掲書 224 頁他参照。  
41 解放後は、抗日期の活動や左翼知識人との関係等から、政治的地位は周信芳の方が上であった。  
42 『申報』1928 年 9 月 15 日  
43 波多野乾一『支那劇と其俳優』（新作社  1925）参照。記述量は馬連良の方がかなり多い。 
44 『申報』1925 年 2 月 7 日  
45 中国戯曲志上海巻編集部『上海戯曲史料甲薈萃』第五集 1988（内部発行）  
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五四時期の伝統劇論争について  

波多野真矢  

一. はじめに 

激変の世紀であった 20 世紀が過ぎ、世界は 21 世紀を迎えた｡中国でも 20 世紀末には様々な

分野で 20 世紀の概括や再考が行われてきた。中国伝統演劇の京劇は、20 世紀の中国を考える

上で欠くべからざる存在であり、またある種象徴的な存在である。では翻って、「京劇不景気」

状態がいわれて久しく、現在すでに存亡の危機に直面している京劇にとっての 20 世紀とは、

いったいどんな世紀だったのかを概観してみると、奇妙なことに、始めから現在に到るまで終

始「改革改良が叫ばれ続けた」という現象が浮かびあがる。京劇は 19 世紀末にほぼ形を整え、

20 世紀に入るころには、譚鑫培など多くの名優が健在し活躍した成熟期1で、他の演劇や娯楽

を圧し人気を独占する形で今世紀をスタートした。それに続く 1917 年から 1937 年頃にかけて

は 盛期2を迎え、また共産党政権でも始めは否定されたものの、「民族形式を持った宣伝媒体」
3として重用され、全国各地に京劇劇団や養成機関が設立され、新中国建国後も百花斉放政策や、

馬連良・張君秋・葉盛蘭・裘盛戎などに加え、李少春・杜近芳・趙燕侠など独自の風格を持っ

た新進の役者も続出して隆盛し、決して、現在の「京劇不景気」までただ下降線をたどり続け

たというわけではない。それにも関わらず、改革改良が叫ばれ続けたのは何故であろうか。「改

良」というのは、いつどんなものに対しても行われることであって、これ自体に問題はない。

しかし、「叫ばれ続けた」となると、これは常とは異なる。 

「思潮」とは、主に為政者と庶民の間にあって両者を動かす知識人たちが担っている。 

京劇においても、知識人がどう京劇を見るかということが京劇を動かす重要な鍵になってお

り、これまでに様々な論争がなされてきた。しかしそれらの「論争」の主流となる主張は「否

定・批判」と呼ぶほうが正確であり、それによって生まれた負の影響が「改革改良が叫ばれ続

けた」情況を作ってきた、と筆者は考えるものである。本稿では、今世紀初頭の五四時期の伝

統劇論争を検討し、その批判が京劇はじめ伝統劇に与えた負の影響について考えたい。 
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二. 五四時期以前の演劇改革論 

アヘン戦争、日清戦争に敗れるという暗い影を背負った清末そして民初という時期は、まさ

しく焦燥と激動の時代であった。社会変革が 大の課題となり、洋務運動により海外から様々

な事象が流入し、海外留学生が多数生まれ、保守と革新に分かれて対立が起きる。そうした中

で、改革派は小説や演劇に目を向ける。これらは大多数を占める庶民の人心に も身近な影響

を与えていたからである。そしてまず康有為や梁啓超らによる晩清の文学改良論が起こり、そ

の流れとして同様の文脈で演劇改革論が唱えられる。陳独秀の『論戯曲』（1905 年）などにお

いて、西洋演劇を進んだものとしてとらえ、京劇はじめ伝統劇の内容・思想・形式・習慣、悲

劇の欠如などに対する批判も多く出されている。 

こうした風潮は、進取の気質に富むモダン都市上海においていち早く広がりを見せた。新し

い形式の演劇である早期話劇（文明戯）が生まれたほか、京劇でも新しい試みが数多くなされ

ている。その京劇改革の中心になったのは、辛亥革命にも参加した革命運動の志士でもある京

劇役者の潘月樵、夏月珊・月潤兄弟らである。初めて照明や大掛かりなセットを取り入れた新

式劇場の新舞台を 1908 年に建設し、また 1912 年には上海伶界聯合会を組織したが、孫中山に

宛てたその設立許可申請文の中で、「改良舊曲，排演新戲，表揚革命真銓，發闡共和原理，使

萎靡之社會日就進化，旁及教育慈善事業。」（古い劇を改良し、新しい劇を作り、革命の真理

を称え、共和の原理を明らかにし、衰微した社会を日ごとに進化させ、教育と慈善の事業にも

及ぶ）と述べている。演劇の担い手が、革命や社会の進化を京劇に結び付けようと言うのであ

る。そうした考えのもと、時事問題を取り入れ革命思想やスローガンを盛り込んだ新作劇が作

られた。時装戯（モダンドレス着用）も登場し、こうした新しい京劇は伝統的な京劇に対し「改

良京劇」という名称で呼ばれ、定着した。このほかにも、『二十世紀大舞台』（1904 年）とい

う 初の京劇に関する雑誌が創刊されたり、新聞や雑誌では演劇改革論や新作京劇の脚本が発

表されるなど、改良に向かう大きな動きがあってそれは遅れて北京にも波及してゆく。これが

大体二十世紀の初頭、五四時期以前の改革改良である。つまり、この時期の演劇改良は、上海

を舞台に革命思想を持った演劇人自らが参与して行われており、京劇はじめ伝統劇に対する

「改革改良」はブームとなって次々に新しい試みが行われた、というものであった。五四時期

の批判は主に北京を舞台としている。舞台が上海であった点、改良を加えても歌や立ち回りな

ど伝統劇の形式は存続させ、存在そのものまでは否定していない点では異なっているが、五四

時期に挙げられた伝統劇の批判点はここで提起されたものとも重複しており、五四時期の論争

が非常に新鮮な批判の観点を持って存在までも否定したというわけではない。未成熟とは言

え、改良京劇も生まれていたのである。ではなぜ、その後の五四時期に存在まで否定しなけれ

ばならない激しい伝統劇批判が巻き起こったのであろうか。次章でそれを検討してみる。 
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三. 『新青年』の伝統劇論争 

（一） イプセン特集号と演劇改良特集号 

五四運動前夜、1918 年 10 月に雑誌『新青年』5 巻 4 号の誌上で、「戯劇改良」特集を組ん

で唐突に伝統劇に関する大きな論争が巻き起こった。『新青年』とは周知のとおり、新文化運

動・五四運動の重要な拠点となり中心的役割を果たした雑誌である。創刊は 1915 年 9 月、創

始者は陳独秀で、胡適・魯迅・銭玄同・劉半農・李大釗らが主要な同人であった。創刊の動機

というのは、辛亥革命後、袁世凱が帝制復辟をし、儒教を国教としたことなどへの反対である。

西洋文化に触れたメンバーにより、民主と科学を標榜し、儒教・礼節・旧論理・旧政治・旧文

化などに激しく反対し、西洋の新文化の学習を提唱していったのであった。 

演劇に関しては、編集長の陳独秀からして上述の『論戯曲』という著作もあり、西洋におけ

る演劇の位置を知る同人らにとって、やはりある程度の関心はもたれていたと見られる。しか

し西洋の戯曲の翻訳があったり、銭玄同「通信（陳独秀あて書簡）」（3 巻 1 号）・胡適「歴

史的文学観念論」（3 巻 3 号）などの文中で伝統劇改革に触れたりといった程度で、大きな議

論の対象にはなっていなかった。 

それがまず 4 巻 6 号（1918 年 6 月）でイプセンの特集が組まれ、『人形の家』はじめ四つの

戯曲が翻訳され、伝記、胡適の「イプセン主義」など、イプセンについて全面的紹介を行って

いる。それ以前のどの号でも何かについて特集が組まれたことはなく、これは極めて特殊な組

みかたである。イプセンの思想や社会批判がメンバーの理想と合致したことは言うまでもな

く、前々から準備を重ねたであろうことは想像に難くない。 

ところが奇妙なのは、巻末にメンバーや読者からの手紙や投稿のコーナーである「通信」と

いう欄があって、ここに「新文学と中国旧戯」と題し、伝統劇を擁護する文が載せられている

ことである。『新青年』の改良の主張には同調しながらも、伝統劇の良さを主張し、批判点と

してあがっていたもののうち、改革派の認識の誤りと思われる点を柔らかく指摘して、伝統劇

には欠点も多いが、改良するならば理想ばかり先行させずに実際に則して行うのがいい、とい

う内容である。作者は、当時北京大学法学部の学生で通俗文学や京劇に通じ、保守派知識人に

数えられ、後に京劇劇評家・京劇史研究家となる張厚載（号は豂子）である。対立する立場の

人物の手になる京劇擁護の文を、全く趣旨の異なるイプセン特集に載せたというのはひどく不

自然である。しかも、張厚載の文のあとに、胡適による張の指摘に対する返答と、張厚載に反

駁する銭玄同・劉半農・陳独秀の三人の文を一挙に掲載している。 

当時の演劇の情況では、前段階で芽生えた早期話劇がすでに 1914 年頃をピークとして堕落

し、衰退しはじめていて、対するに京劇はのち四大名旦と並び称される梅蘭芳・程硯秋・尚小
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雲・荀慧生の活躍など活況を呈し、庶民は勿論のこと、清朝の貴族に愛された京劇は引き続き

辛亥革命後には民国の上層階級、官僚や政客や文人に愛され、「堂会」が多く行われていた。

のみならず、1918 年 7、8 月頃には昆曲の韓世昌という名優が活躍して昆曲までもが隆盛して

いた4。５巻４号で戯劇改良特集が組まれた背景には、このように依然伝統劇の人気の衰えぬ現

況への反感や苛立ちもあったと考えられる。しかし直接の発端となったのは、イプセン号で張

厚載の文を掲載し、伝統劇を批判した陳独秀らの文を載せたことである。イプセン号を皮切り

に、次の号の 5 巻 1 号では銭玄同の「随感録（18）」、また 5 巻 2 号には劉半農と銭玄同の「今

之所謂“評劇家”」と、伝統劇批判の文が連続して掲載され、そして 5 巻 4 号の演劇改良特集

へとこの論題がつながっているからである。 

ここで、『新青年』に掲載された主要な伝統劇改革に関する文章をリストアップしてみる。 

1） 3 巻 3 号 （1917 年 9 月 ） 胡適 「歴史的文学観念論」 

2） 4 巻 6 号 （1918 年 6 月 ） 張厚裁 「新文学及中国旧戯」 

3）  〃 （ 〃 ） 銭玄同 （通信欄・張に答えて） 

4）  〃 （ 〃 ） 劉半農 （通信欄・張に答えて） 

5）  〃 （ 〃 ） 陳独秀 （通信欄・張に答えて） 

6） 5 巻 1 号 （1918 年 7 月 ） 銭玄同 「随感録（18）」 

7） 5 巻 2 号 （1918 年 8 月 ） 劉半農 「今之所謂“評劇家”」 

8）  〃 （ 〃 ） 銭玄同 （劉に答えて） 

9） 5 巻 4 号 （1918 年 10 月） 胡適 「文学進化観念与戯劇改良」 

10） 〃 （ 〃 ） 傅斯年 「戯劇改良各面観」 

11） 〃 （ 〃 ） 欧陽予倩 「予之戯劇改良論」（10 の付録の一） 

12） 〃 （ 〃 ） 張厚載 「我之中国旧戯観」（10 の付録の二） 

13） 〃 （ 〃 ） 傅斯年 「再論戯劇改良」 

14） 〃 （ 〃 ） 宋春舫 「近世名戯百種目」（付：胡適の紹介文） 

15） 〃 （ 〃 ） 張厚載 「『臉譜』―『武把子』」（通信欄） 

16）5 巻 5 号 （1918 年 11 月） 周作人 「論中国旧戯之応廃」 

これらを伝統劇改革派と擁護派に分けて大別してみると、演劇人で自ら京劇を習い、京劇俳

優をしたこともある欧陽予倩は、ここでは伝統劇の欠点をあげて改革の方案を述べ、改革派に

賞賛されているので除外し、擁護派は張厚載ただ一人だけである。議論と言うには公平を欠い

ていると言える。 

従来この伝統劇論争に関しては、中国では五四運動を新民主主義革命の開始と規定してきた

こともあり、この論争が演劇観新劇の創生発展を加速させたという意義付けが定着している。
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近年演劇の分野では、改革派のみに紙幅を割くのではなく双方の主張を平等に紹介し、また改

革派の批判は伝統劇への十分な理解がなく科学的分析を欠いたものである、といった指摘も挙

がっているが5、それ以外の分野では殆ど顧みられていないようである。 

日本では、話劇研究者の瀬戸宏氏が著作『中国演劇の二十世紀（副題：中国話劇史概況）』

において『新青年』の演劇改革論について記述している6。その中で、机上の空論の域を免れな

いが、伝統演劇を否定する根拠を示したその意義はやはり巨大なものがあり、現代劇としての

話劇を創出するためには、自らの純粋な姿を確立するため、まず伝統演劇の影響を切り捨てる

必要があった、と述べている。この瀬戸氏の見解はこれまでの見方を反映してまとめられたも

のであり、イプセン紹介の意義とともに改革派の伝統劇否定に意義を認めたものである。さら

に、晩清の演劇改革論ではあくまで演劇を政治宣伝の手段とするためであったのとは異なる、

とも述べているが、やはり社会変革という『新青年』同人の政治思想、主義の表明・体現とし

て、伝統劇を批判し、演劇という形式を利用しようとしており、実はこの点では晩清の演劇改

革論の方向性と変わりはない、と筆者は考える。 

また、宮尾正樹氏の論文「新文化運動における張厚載と胡適―舊劇改良論爭を中心に」7で

は、前述の張厚載と胡適との関係を綿密に考察しており、張厚載は新文化運動、特に胡適と実

はそう遠い存在ではなかったことを論じ、「文学革命における「進歩」と「反動」の対立と簡

単にいわれていたことについても、その実際のあり方、位相については、もう少しきめ細かい

見直しが必要であることを示唆しているように思われる」と述べている。これまでの定論に再

検討の要を唱えて意義深い。この中で伝統劇論争の経過はかなり詳しく述べられているが、彼

らのあげる伝統演劇を否定する根拠を検討するため、次項で具体的に見てゆくこととする。 

（二） 改革派の伝統劇批判 

改革派の伝統劇批判を簡単にまとめてみると、「西洋演劇と比べて稚拙・野蛮であり、進化

の観念がなく、保守・封建的な旧社会の象徴である」ということである。具体例としては、「写

実でない」「悲劇が欠如している（大団円主義である）」「歌と演劇は別であるべき」「臉譜

（隈取）・武把子（立ち回り）などは野蛮」「歌詞に文学的価値がない」などがあがっている。

たとえばこのような批判の仕方である。 

這種『遺形物』不掃除乾淨，中國戲劇永遠沒有完全革新的希望。不料現在的劇

評家不懂得文學進化的道理；不知道這種過時的“遺形物”很可阻礙戲劇的進化；

又不知道這些東西於戲劇的本身全不相關，不過是歷史經過的一種遺迹；居然竟有

人把這些『遺形物』，—臉譜嗓子，臺步，武把子，唱工，鑼鼓，馬鞭子，跑龍

套等等—當作中國戲劇的精華！這真是缺乏文學進化觀念的大害了。 
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 —胡適《文學進化觀念與戲劇改良》 

胡適は、「遺形物（遺物）」をきれいに取り除かなくては、中国演劇には永遠に完全な革新

の希望はない、劇評家は文学進化の道理を理解せず、時代遅れの「遺物」が演劇の進化を阻ん

でいるとも知らず、また演劇そのものとまったく関連がない歴史の遺物だとも知らず、臉譜、

歌声、台歩（歩き方）、武把子、歌、鑼鼓（打楽器）、馬鞭（ムチ）、旗持ち役などを中国演

劇の精華とする者がいるとは、文学進化観念に欠けることの大弊害だ、と言っている。ここで

言う進化とは、厳復の『天演論』8に基づいたもので、およそ新しいものは古いものに勝る、と

いう考えである。この進化論は胡適らの思想を支える大きな柱となっており、文学はじめあら

ゆるものをこの量りにかけ、ふるい落としている。またこれに続けて、「悲劇の観念」と、西

洋の「三一致の法則」を引き合いに出し「文学（脚本内容）の経済」（時間、人力、設備、事

実の経済）を主張している。 

また、傅斯年は、 

中國政治。自從秦政到了現在，直可縮短成一天看。人物是獨夫，宦官，宮妾，

權臣，奸雄，謀士，佞幸；事迹是纂位，爭國，割據，吞併，陰謀，宴樂，流離；

這就是中國的歷史。豪貴魚肉鄉里，盜賊騷擾民間；崇拜的是金錢，勢力，官爵，

信仰的是妖精，道士，災祥，這就是中國的社會。這兩件不堪的東西寫照，就是中

國的戲劇。 —傅斯年《再論戲劇改良》 

中国のこれまでの政治・社会という堪えがたいものを映し出したものこそが伝統劇だとして

いる。伝統劇の良し悪しの前提に、以前の政治や社会を悪いものと極論し、そのままそれを否

定の根拠としているのである。 

更に、 

中國的舊戲，請問在文學上的價值，能值幾個銅子？試拿文章來比戲，二黃西皮

好比“八股”。 —錢玄同《隨感錄（十八）》 

中國的戲，本來算不得什麽東西。我常說，這不過是周禮裏“方相氏”的變相罷

了，與文藝美術，不但是相去正遠，簡直是“南轅北轍”。若以此爲我輩所謂“通

俗文學”，則無異“指鹿爲馬”；適之前次答張豂子信中有“君以評戲見稱于時，

爲研究通俗文學之一人，其贊成本社改良文學之主張，固意中事”。這幾句話，我

與適之的意見卻有反對。我們做新青年的文章，是給純潔的青年看的，決不求此輩

“贊成”。此輩既欲保存“臉譜”，保存“對唱”“亂打”等等“百獸率舞”的怪

相，一天到晚，什麽“老譚”“梅郎”的說個不了。聽見人家講了一句戲劇要改良，
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於是齗齗（或齦齦）致辯“廢唱而歸於說白乃絕對的不可能”，什麽“臉譜分別甚

精，隱寓褒貶”，此實與一班非做奴才不可的遺老要保存辮髮，不拿女人當人的賊

丈夫要保存小腳同是一種心理。簡單說明之，即必須保存野蠻人之品物，斷不肯進

化爲文明人而已。我記得十年前上海某旬報中有一篇文章，題目叫做尊屁篇，文章

的內容，我是忘記了。但就這題目斷章取義，實在可以概括一班“鸚鵡派讀書人”

的大見識大學問。 —錢玄同《今之所謂“評劇家”》附錄 

銭玄同の口調は大変辛辣で、このように伝統劇を全く価値のないものとし、八股文や弁髪・

纏足と同一視している。その上、「（張厚載が新青年の文学改良に賛同すると言ったことに対

し）我々新青年の文章は、純潔な青年に読んでもらうもので、決してこんな輩の“賛同”は求

めない」と、伝統劇を擁護する張厚載への個人攻撃も手厳しい。 

以上のように、改革派は伝統劇を西洋の演劇の定義に外れるものとみなし、また唾棄すべき旧来の

悪しき社会・政治・歴史・事象などのすべての「象徴」であり、進化観念から淘汰されるべきだと批判して

いるのである。 

それに対し擁護派の張厚載の方は、「我之中国旧戯観」の中で京劇の芸術的特徴と価値をま

とめて、 

（一）中國舊戲是假像的（伝統劇は虚である：写実ではない） 

（二）有一定的規律（一定の規則・約束がある：全体に統一が取れている） 

（三）音樂上的感觸和唱工上的感情（音楽上の感銘と歌の感情：音楽・歌の効用） 

の三点を挙げ、改革派から批判を受けた臉譜や立ち回りについて一つ一つ弁護をしているが、

改革派の方はそれを全く理解しようとせず、一蹴している。 

結局、主義や思想から全面的に伝統劇の各要素と存在そのものとを否定する改革派と、改良

の余地はあるとしつつ芸術的長所を説く擁護派、という構図は崩れず、両者の論点はかみ合わ

ぬまま、それぞれの主張を行っているのである。 

（三） 論争の目的 

1.  論争の終結 

先ほどのリストにあげたように、5 巻 4 号の特集のあとは、次の号の周作人の通信があるの

みで、事実上論争は終結する。特集まで組み、刺激的で激越した口調が飛び交った割にはあっ

さりとした幕切れである。その後演劇に関しては「近代文学上戯曲之位置」（6 巻 1 号）や「近

代戯劇論」（6 巻 2 号）といったものになる。改革派メンバーたちは、もうここで議論を打ち

切ったのである。 
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辯論舊戲的當廢，和新劇的必要，我在前月做前篇文章時，已經說過都是廢話。

現在更覺得多費唇舌，真正無聊。舊戲本沒一駁的價值，新劇主義，原是“天經地

義”，根本上決不待人匡正的。從此以後，破壞的議論，可以不發了。我將來若是

繼續討論戲劇，總要在建議方面下筆。我想編制劇本是預備時代 要辦的，不妨提

出這個問題，大家討論討論，—討論劇本的體裁，討論劇本的主義。 

 —傅斯年《再論戲劇改良》 

傅斯年は、伝統劇の廃すべきと、新劇の必要は「天経地義」、当然のことであって、破壊的

議論はもう発表しなくてよい、今後は脚本の体裁と主義について討議していこう、という建議

を出している。また、一番 後に「中国旧戯の廃すべきを論ず」という も刺激的タイトルで、

初めて論争に登場した周作人は、 

《隨感錄》第十八條中所說關於舊戲的話及某君的話，我都極以爲然。我于中國

舊戲也全是門外漢，所以技工上的好壞，無話可說。但就表面觀察看出兩件理由，

敢說：“中國舊戲沒有存在的價值。 

第一，我們從世界戲劇發展上來看，不能不說中國戲是野蠻。 

—（中略）— 

舊戲應廢的第二理由，是有害于“世道人心”。我因爲不懂舊戲，舉不出詳細的

例，但約略計算，內中有害分子，可分作下列四類：淫，殺，皇帝，鬼神。（這四

種，可稱做儒道二派思想的結晶。用別一名稱，發現在現今社會上的，就是：一“房

中”，二“武力”，三“復辟”，四“靈學”。） 

—（中略）— 

我對於舊戲的意見，略如上面所說，想兄也以爲然。至於建設一面，也只有舉行

歐洲式的新戲一法。 —周作人《論中國舊戲之應廢》 

まず「中国伝統劇に存在価値はない」と言い切り、① 世界の演劇史の発展から見て、中国

演劇は野蛮（未発達）である、② 淫、殺、皇帝、鬼神の４つは儒教・道教思想の結晶と言え、

世の人心に害がある、という 2 つの理由を上げている。そして 後に西洋式の新劇を行うのみ

だとの建議をしている。周作人はこの次の号の、文壇での位置を不動のものにする重要な論文

「人的文学」の中でも、非人の文学として並べたものの 後に、その集大成が伝統劇だと批判

しており、反論も受け付けぬとさえ感じられる決然とした定義づけになっている。 

一方、銭玄同もすでに 5 巻 2 号の「今之所謂“劇評家”」を 後に論争をやめている。『上

海時事新報』に掲載された馬二先生（馮叔鸞）の激しい反駁に対し、「自分の頭と時間を必要

な所に使うべきでこんな輩とやりあうのは勘定が合わない」と言い、王敬軒9や霊学叢志百年と
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激しく論争した例を挙げて「胡適がよく“一駁に値せず”と言うがその通りだ」と述べている。

『新青年』の発した批判への反駁があちこちからこだまのように返ってくる、しかも専門的知

識に欠けるため十分対応しきれなくなっている、ほかに論ずべきものがまだ沢山ある、そうし

た焦りや苛立ちも感じられ、強気な「一駁の価値なし」という言葉が逃げ口上のように感じら

れなくもない。 

このように個々の同人の対応に違いはあるが、『新青年』には以後擁護派が姿をあらわすこ

とはなくなり、演劇に関する論争はなくなる。 

2.  論争の発端―――張厚載 

張厚載は当時京劇を擁護する立場の人の中で、西洋の学問や文化にも明るく、冷静に論議す

ることができた保守派知識人であった。しかし彼は一介の北京大学の学生に過ぎず、対する改

革派は陳独秀、胡適、銭玄同、劉半農、周作人、とみな北京大学の教授や学部長である。銭玄

同から「我々新青年の文章は、純潔な青年に読んでもらうもので、決してこんな輩の“賛同”

は求めない」と言われていたように、結果としてこれら教授たちから総すかんを食った形の張

厚載のその後だが、周作人の『回想録』の記載によれば、張厚載は中学時代に林琴南の教えを

受けていて、演劇改革よりもっと大きな論争であった「文言と白話」の論争において、白話に

反対し、北京大学の教授らを批判した小説を書いた林に北京大学内部の動向を報告したり、林

の文を上海の新聞に発表する手助けをしたりしたため、林と対立する北京大学学長蔡元培（孑

民）から警告を受け、北京大学から除籍処分にあっている10。 

演劇改革特集号に載った二度目の張厚載の文の中で、この特集号になぜ寄稿することになっ

たかのいきさつが語られている。 

上回我因爲《新青年》雜誌胡適之、劉半農、錢玄同諸位先生，多有對於中國舊

戲的簡單批評，我就寫了一封信去略說些我個人的意思。因爲兩方面意思不同，所

以我也不便多說。前天胡適之先生寫信來要我寫一篇文字，把中國舊戲的好處，跟

廢唱用白不可能的理由，詳細再說一說。我因此就先在《晨鍾》報上略略說些，跟

胡先生頗有一番辯論。現在胡先生仍舊要我做一篇文字，來辯護舊戲，預備大家討

論討論。我也很贊成這件事，就把我對於中國舊戲的意思，挑幾樣重要的，稍爲說

說。至於說的對不對，還希望諸位要切實指點才是。 

 —張厚載《我的中國舊戲觀》 

冒頭の「上回（前回）」とは、4 巻 6 号に載った通信欄の文のことで、これは自発的に書か

れた投稿であることがわかる11。しかしその後に、「一昨日胡適之先生から，中国伝統劇の長

所や、歌をなくしせりふにすることが不可能な理由を詳しく言ってみてくれと手紙がきて、

『晨鐘』という新聞に少々述べ、胡先生とすこぶる議論をした。今なおも胡先生は、みんなで
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討論するつもりなので私に伝統劇を弁護する文を書いてほしいと求めた」とあり、ここにはっ

きりと書かれているように、張厚載の文が掲載されたのは、胡適からの依頼があったからなの

である。これを裏付けるのが、胡適が銭玄同に宛てた手紙である。 

至于張豂子，我現在且不談他。我已經請他為我做文，我且等他的文章來了再說。

好在我還有輪著編輯的一期，到了那時，我可以把他的文字或作我的文字的“附

錄”，或作讀者論壇，都可無不可。“本記者自有權衡”！ 

 —《胡適文集第七巻・書信》 

月日は記されていないが、1918 年のものである。この前の部分で、宋君（恐らくは宋春航12）

は欠点もあるが我々の一派に入りたがっており、メンバーのみなに追い出さないようにと勧め

た、とある。そして引用の冒頭で、張厚載については今は何も言わないが彼の文が来てからに

しよう、と言っている。この人物に対してどういう立場をとるか、どう扱うかという話と読む

ことができる。その後の部分では、原稿を依頼したこと、それを自分が編集する号に、自分の

文の付録としても、あるいは読者論壇（通信）としてもいい、と語っている。 

胡適が張厚載に目をかけて、このような動きをしたのか、それとも張厚載を利用しようとし

てなのか、そのあたりは非常に微妙である。この二人の関係を論じた前述の宮尾氏の論文では、

張厚載の方は「新文化運動にも賛同の意を示し、胡適に対する信頼感があった」、また胡適の

方も「討論の材料にと張に寄稿を依頼し、反対する同人を説得した」と述べ二人の間の意外な

近さを論じている。しかし、胡適は反対派の意見を載せ論戦を繰り広げた際の効果を熟知して

いたはずであり、更に攻撃を受けた反対派がどういう末路を辿るかも大方の予想はついていた

であろうことも考えあわせれば、胡適の張厚載に対する心情には雲のかかったような不明瞭さ

が感じられる。また、胡適には留学前に京劇を見て「放蕩した」時代があり、伝統劇を全否定

する思想や論議とは別のところで、意識してかせずしてか、何かかすかな心情のわだかまりの

ようなものがあって、それが張厚載との間柄に表れているようにも感じる。胡適の伝統劇観に

ついては、また改めて考察する必要があると思う。 

3.  論争の目的 

背景には上述のように微妙なものがあるにしても、この論争が引き起こされたのは「編集メ

ンバーの意図」に由来することは明らかであろう。伝統劇は保守・封建の象徴で、伝統劇はだ

めなもの、新劇はよいもの、という認識の構図が先にあり、伝統劇を材料に改革派の反感を買

うものを持ち出し、否定の論争を起こして保守派を攻撃する、というものである。こうしたや

り方はこの伝統劇論争においてのみでなく、これ以前にもメンバーが別の名を使って架空の反

対意見の文を書き、別のメンバーがそれを攻撃するという風にも行われていた13。それと同様

に、この場合もやはり議論を煽り論争を起こすため作為的に擁護派の文をイプセン号に載せた
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と考えられる。 

『新青年』のメンバーは、もともとすべての問題に細部まで一致した見解、主張を持ってい

たわけではない。しかしこの演劇改良という議題については、それぞれの主張の仕方や伝統劇

に対する認識などに違いはあれど、みなの意見が一致した特殊な例でもあった。もちろん初め

から統制のとれた目論見や計画があったとは思われないが、全体を通して見る彼らの目的と

は、擁護派の文を引き合いに出し、それも含めて「伝統劇を批判する」こと、「伝統劇を廃し

新劇を作るという主張をする」こと、更に「それを借りて保守・封建を批判・攻撃する」こと、

この三点を明確に表明することであったと言える。 

四. 五四運動の再考 

日本では『文心雕龍』の研究で知られている上海の哲学・思想学者の王元化氏は、近年、活

発に 20 世紀再考の論評を発表しており、五四運動の再考にも言及している。その著書『清園

近思録』の中で、中国ではこれまで一定の評価で捉えられてきた五四運動に、全く顧みられな

かった「負の面」もあった、という斬新な論を出しているのである。 

一、王先生認為五四時期所流行的四種觀念是值得注意的：第一，庸俗進化觀點（這

不是直接來自達爾文的進化論，而是源于嚴復將赫胥黎與斯賓塞兩種學說雜交起來

而撰寫的天演論。這種觀點演變為僵硬地斷言凡是新的必定勝過舊的）；第二，激

進主義（這是指態度偏激、思想狂熱、趨于極端、喜愛暴力的傾向，它成了後來極

左思潮的根源）；第三，功利主義（即學術失去其自身獨立的目的，而將它作為為

自身以外目的服務的一種手段）；第四，意圖倫理（即在認識論上先確立擁護什麼

和反對什麼的立場，這就形成了在學術問題上往往不是實事求是地把考慮真理是非

問題方在首位）。王先生認為，五四時期開始流行的這四種觀點，在甚至互相對立

學派的人物身上，都可以或多或少地發現它們的蹤跡，而隨著時間的進展，它們對

于我國文化建設越來越帶來了不良的影響。我們在回顧對二十世紀文化思潮發生巨

大作用的五四新文化運動時，今天已經到了可以對它們作出清醒的再認識再估價的

時候了。 —〈王元化對五四的反思〉 

これは講演録をもとに門下生がまとめた文章で、五四時期から流行し始めた注目に値する４

つの観念として、①庸俗進化論（ダーウィンの進化論から来たものではなく、厳復がハクスレー

とスピノザの学説を交えて書いた『天演論』に由来する）②激進主義（後の極左思潮の根源と

なる、過激な態度、熱狂的思想、極端に走る、暴力を好む傾向を指す）③功利主義（学術が自

身の独立した目的を失い、自身以外の目的に奉仕する手段となること）④意図倫理（認識論に

おいて先に何を擁護し何に反対するかという立場を確立し、学術問題においてしばしば事実に
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基づいて真実を求めるというやり方でなく真理や是非の問題を考えるということを第一とす

る）、をあげており、これらがわが国の文化の建設に対して時間とともにますますよくない影

響をもたらしたと指摘している。 

前章で見てきた伝統劇論争について見ても、これらの観念が改革派の主張のそこかしこに存

在することが容易に見てとれる。①庸俗進化論では、新しいものが古いものを圧する、傅斯年

はそれが「天経地義」だとしているし、胡適は直接「文学進化観念」という表現をしてこれで

すべてを量っているのである。激しく極端な言説は②激進主義であるし、演劇の研究のためで

はなく、社会を改革するとか保守派を攻撃するといった目的があって、こうした議論を行うと

いう点で③功利主義である。伝統劇が反対の対象、新劇が擁護の対象という立場を先に確立し

ているのは④意図倫理である。 

90 年代の王元化を待たず、この五四運動の「負の面」にもっと早くから気付いていた人物も

いる。 も刺激的なタイトルで「伝統劇は廃すべき」と極論していた周作人である。すでに 1924

年の段階で、五四運動の反省をし「一封反対新文化的信（新文化に反対する一通の手紙）」を

発表、演劇に関しても前言を「早急に過ぎた」と反省して「純粋新劇・純粋伝統劇・改良伝統

劇」の三つを並存させるのはどうかと提案する「中国戯劇的三条路」を書き、大きく見方を転

換させているのである。このような卓見があったにも関わらず、革新対保守、主流対非主流の

論議の潮流とは離れた所にあって、その上漢奸のレッテルを貼られたため、中国では周作人の

思想は長年正当に取り扱われずに看過されてきた。周作人の伝統劇観の転換については、稿を

改めて詳細に検討したい。 

五. その後の伝統劇 

こうした批判は京劇はじめ伝統劇にどのような影響を与えたのであろうか。五四時期以降の

伝統劇、特に京劇の情況はと言えば、すでに 盛期を迎えて民国芸術を代表する存在となって

いた。『中国京劇史』第四章にその発展の様子がまとめられているように、様々な面で改良や

新たな試みが行われている。しかし、こうした改良や変化は五四時期の伝統劇論争を直接受け

てのものであるとは言えない14。『新青年』同人に実際に伝統劇を廃止に追い込めるだけの伝

統劇界に強い影響力を持った人物がいなかったのであるから、女性の観客が生まれたことや、

観客の意識に与えた間接的な影響は認めることができようが、直接的には以前からの改良の気

風と、観客の鑑賞の嗜好の変化を受けてのものである。多くの文人が劇作に参加し、時装新戯

のみでなく、1916 年からは梅蘭芳を中心に古装新戯も作られ、役者に合わせた専用の新作を演

じるのが流行して人気をよび、脚本の文学性が高められたとされるが、これも梅蘭芳が『舞台

生活四十年』第二集で時装新戯上演の経緯として語っているように、上海の新しい空気に触れ

たことと、現代の内容の新編劇が観客の興味をひく、ということに端を発しているのである。
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「看戯」、ビジュアルを楽しむ要素が生まれたのも、照明技術の導入という技術的側面が大き

く作用してのことである。そしてまた、『新青年』同人の思惑に反するような、美しい女形の

流行という事態も起こり、1919 年以降は梅蘭芳はじめ多数の役者が海外公演をし、海外でも好

評を博す、という具合に、『新青年』の論争や批判などどこ吹く風、といった風情で隆盛が続

く。知識人や政府がどう言おうと、演劇の観客たる一般庶民は伝統劇が好きで伝統劇を見たい、

と思ってきたからである。共産党が延安で京劇を利用しようとしたのもそのためだし、文革で

革命現代京劇が生まれたのもそのためだった。 

しかし、この伝統劇批判は表面的には顕著ではないが、後々まで非常に大きな負の影響力を

与えているのである。多くの知識人の頭の中に、「なべて演劇とは内容、主義主張を見るべき

もの」「社会の現実を描いていなければ価値はない」「写実こそが芸術」「伝統劇は批判すべ

き、嫌悪すべきもの」などという偏見を深く刻みつけたことがそれである。その一例として、

王元化氏の「胡適的日記」15では、胡適が日記で 1910 年頃には京劇をよく見ていたのにも関わ

らず、晩年の 1961 年には京劇を演劇でも音楽でも文芸でもないから見ない、と記しているこ

とを考察し、これは胡が新文化運動の旗を揚げ、その後もずっと新旧文化の争いという観点を

堅持したことと関係があるだろうと述べたあと、自身を振り返って、三、四十年代には五四時

期の各種の観念をなべて信奉していたこと、友人に京劇をひそかに愛好しているものがいた

が、「京劇を見るという“不良嗜好（よくないたしなみ）”があって」と恥じるように告げた

ことを記述している。また、解放後に夏衍が「伝統劇はすばらしい遺産なのに、過去ずっと偏

見を持ってきた」と作家協会党組会で述べたこともあげ、伝統劇に反対するのは進歩、科学、

新潮流を堅持するということだと思ってきた、こうした態度は我々の年代だけでなく、いまの

中・青年にも少なくない、と指摘している。「伝統劇から遠ざかり、伝統劇に反対するのが進

歩した、科学的な、新潮流なのだ」という眼鏡を、若人や知識人にかけさせてきたのである。 

六. 終わりに 

20 世紀に京劇が辿ったのは、20 世紀を覆った思潮の思惑によって歪められた苦難の道であっ

た。五四時期には保守封建の否定の俎上に上げられ、共産党には否定された後、延安からは尋

常ではない執着を持ち続けられ、「民族形式を持った宣伝媒体」となり、「改戯、改制、改人」、

「推陳出新」、延々と繰り返される「戯改工作」、そのどの過程でも内容、形式などすべてに

わたって討議、論争がなされ、「かくあるべき」京劇に整形されていった。演目審査の過程で

何が有害か有益かをはかる量りは当然人民のものではなく、統治者に都合のいい官製の量りで

あり、その たる表れである文化大革命でその量りにのったのは、革命現代京劇と呼ばれる、

たった 6 つの演目だけだった。 

このように「改革改良」が叫ばれ続けたことの裏には、伝統劇への偏見とともに都合よく「利
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用」しようという思惑があり、そして今に到るその伝統劇への「偏見」と「利用」の大本を作っ

たのが、五四時期の伝統劇批判なのである。また五四運動の負の面が極左を生み、文革につな

がり、学術や思想傾向などに大きな弊害を生み出したことを考えれば、京劇はその一つの証左

であり、言い換えれば「改革」「論争」ばかりが騒ぎ立てられ悪影響を生み続けてきた 20 世

紀中国全体の抱える問題の一つの表れが、京劇から見て取れるということでもある。 

これからの京劇を考えるのに、やはり各方面に「改革改良」が必要になっている。それは「改

革改良」が叫ばれ続けたからであるという皮肉な情況が、結果として 21 世紀に持ち越されて

しまった。ここでもう五四時期の呪縛から脱し、「改革」「論争」から離れ、偏見を捨て、利

用という思惑を捨てなくてはならないと思う。それには、「京劇の本質が何か」に立ち返って

考えてゆく必要がある。 
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1 『中国京劇史』の区分で約 1880 年～約 1917 年を「京劇逐漸成熟」とするのによる。  
2 同上の区分で 1917 年頃～1937 年頃を「京劇的鼎盛時期」とするのによる。 
3 1938 年 10 月に延安で毛沢東が「中国共産党在民族戦争中的地位」という報告をした中で「国際主義の

内容と民族形式を結合させ新鮮で生き生きした中国の庶民の好む中国的作風と中国的気風」を創造する

という発言をし、翌年から民族形式に関する討論が始まった。 
4 1918 年に昆曲が隆盛したことについて、銭玄同は「随感録（十八）」（1918 年 7 月）の冒頭で、「2、

3 ヶ月以来、北京の演劇は突然昆曲が大流行した。韓世昌という昆曲の大家が来て以来、一部の人の間

で、「よかった、中国の演劇は進歩した、文芸復興の時代がやってきた」と言っているそうである」と

書いている。韓世昌は直隷高陽（河北）の出身で 1917 年に北京に出て公演、1919 年には上海公演をし

て好評を博したほか、1928 年には訪日公演も行っている。北方昆曲の代表的人物である。またこの頃、

国民党の蒋介石が清朝・満族文化に反対して、漢族文化の再興を唱導しており、昆曲は明朝の演劇なの

で支持されたという経緯もある。  
5 『中国現代戯劇史稿』第二章「現代戯劇観念的確立与新興話劇的発展」では「厳密で科学的方法と芸術

 



近代中国都市芸能に関する基礎的研究 

46 

 
分析の深みに欠け、偏りが多く的はずれなところもある」が、やはり「演劇の新観念の確立と新興話劇

の発展の促進に積極的な進歩的作用をもたらした」としている。  
6 第二章「新文化運動と話劇の成立」（一）「『新青年』と演劇」。  
7 『日本中国学会報』第 38 集所収。  
8 1898 年にハクスレー『進化と倫理』に『天演論』の題をつけ翻訳出版した。西洋近代思想の本格的紹介

の 初とされる。  
9 周作人著『木片集』の「劉半農」に、「他一面仍在《新青年》寫文章，這回是白話文了，新進氣銳，攻

擊一切封建事物 為尖銳，與錢玄同兩人算是替新思想說話的兩個建將．其實反對的論調尚多，錢玄同乃

託“王敬軒”之名，寫信見責，半農作復，逐條駁斥，頗極苛刻，當時或病其輕薄，但矯枉不忌過正自此

反對的話逐漸少見了。」とある。銭玄同が王敬軒という名を使って架空の反対意見を書き、劉半農がそ

れに反駁したことが書かれている。王敬軒は銭玄同自身であり、強弁の行き詰まり感が漂っているよう

に感じる。  
10 周作人著『知堂回想録』121「卯字号的名人（一）」に、張厚載の除籍に関して記載がある。当時学生

を除籍しない方針であった北京大学では、除籍処分というのは大変例外的なことであったという。  
11 前述の宮尾氏の論文中では更に、4 巻 6 号に載った張厚載の「新文学及中国旧戯」が 3 ヶ月も留め置か

れたと考えられる点を上げ、他の「通信」掲載の手紙の扱いと比べて異例に属すことを指摘している。 
12 宋春舫（1892～1938）は演劇学者・劇作家で、1914 年から 1916 年までスイスに留学し、帰国後北京大

学で演劇史を教えている。丁度この手紙の書かれた頃は恐らくこの時期である。その後 1919 年から 1921

年まで欧州に演劇視察に行き、帰国後北京大学教授になっている。  
13 注 9 を参照されたい。『新青年』4 巻 3 号に「文学革命之反響」と題した王敬軒の文があり、伝統劇論

争より早い時期のことである。 
14 藤野真子氏「民国初期上海における伝統劇評」（『野草』65 号所収）では、劇評の展開を追う過程で

『新青年』の伝統劇批判に触れており、この論争で上海の劇評家馮叔鸞はじめ伝統劇評に対する批判が

世に問われた後、既存の伝統劇評に大きな影響を及ぼしたとは考えにくい、と述べている。  
15 王元化『清園近思録』ｐ338～ｐ341。  
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北京旧廟会と寺廟跡地について  

二階堂善弘  

一. はじめに 

旧時の北京では、無数と言ってよいほど多くの寺廟が存在し、そこで「廟会」が行われてい

た。廟会の本来的な意義は、宗教活動であり、神仏に対する祭りを行うことである。つまり、

日本の所謂「縁日」に近いものである。 

しかし廟会も縁日も、宗教活動より、それに付随して起こる商業活動や、娯楽文化行事の方

に重点が置かれるように変貌していった。つまり、祭りに来る参拝客によって寺廟が賑わうと、

その人出を当て込んだ露天商や芸人たちが集まるようになったのである。そのため廟会という

言葉それ自体が、「市が立つ」こととほとんど同意義に使われるに至った。 

都市の芸能について考察する場合、その活動の場としての廟会についても、いま少し注意が

払われてよいと考えられる。また都市における商業発展ということについても、寺廟とその門

前町とは大きく関連を有する。小論は、主に廟会の中心となった北京の主要な寺廟及びその他

の廟宇について、その歴史的経緯と、現在の状況について考察し報告するものである。 

廟会がどのように行われていたか、その歴史的経緯については、以前にはそれほど議論がな

されてこなかったが、1980 年代後半以降、廟会を文化現象として捉える動きが盛んになり、続々

と専門的な著作が出現した。郭子昇氏の『北京廟会旧俗』、常人春氏の『老北京的風俗』、趙

興華氏の『老北京廟会』などがそれであり（1）、小論では主にそれらの論著を踏まえて考察を行

っている。 

なお、廟跡地の現状の報告については、1996 年 7～11 月、1998 年 8～9 月及び 1999 年 8 月

の 3 回にわたる現地調査を中心にしている。 

二. 北京における廟会 

旧北京においては、護国寺・隆福寺・土地廟・白塔寺・薬王廟・蟠桃宮・東岳廟・白雲観・

大鐘寺・城隍廟・花市火神廟・雍和宮などの廟会が有名であった。この他に、什刹海・厰甸と
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いった地区にも、大小無数の寺廟が存在し、同様に廟会が行われていた。 

この中で、特に有名なものは、「東廟」と称される隆福寺、それに「西廟」護国寺である。

竹枝詞に言う
（2）。 

東西兩廟貨真全、一日能消百萬錢、多少貴人間至此、衣香猶帶御爐煙。 

この二廟の廟会は、北京城内では最大規模のものであったと言われる。ともに城内の繁華街

の付近に位置する。旧暦の毎月七・八日の逢日（七・八・十七・十八・二十七・二十八日）に

は西廟護国寺にて廟会が開かれた。同様に、毎月九・十の逢日には、東廟隆福寺において廟会

が行われた。 

これに次ぐものとしては、斜街土地廟及び花市火神廟の廟会が著名である。土地廟は宣武門

外の斜街にあり、また火神廟は、崇文門外の花市にあった。土地廟では、毎月三・十三・二十

三日の三日間、市が立ち、また花市では、毎月四・十四・二十四日に市場が立ったという。こ

の廟会も、かなり大きな規模で行われたとされる。 

さらに、白塔寺の通称で知られる妙応寺も毎月五・六の逢日には、廟会が行われた。これら

の廟会が、ほぼ北京城内外で毎月定期的に行われた廟会である。これから考えると、北京では

ほぼ毎日のように、街のどこかで廟会が行われていたと考えてよい。 

この他、東岳廟や白雲観や城隍廟などの道観、それに雍和宮や大鐘寺、黄寺や黒寺などの寺

院でも、廟会は盛んに行われた。ただ、これらの寺廟では、一年に一度、ある一定の時期に廟

会が行われることが多かった。そのため、毎月廟会があった東廟・西廟などとはやや異なった

面もあったと思われる。 

この他、北京郊外の妙峰山にある碧霞元君廟などの廟会もよく知られている。但し、小論で

は、あくまで北京城内外に所在する廟を中心とするため、この廟宇については対象から除く。 

さて、廟会の行われた本来の目的は、参拝であった。地方における廟会のあり方と違い、北

京においては異様とも言えるほど、商業活動の方に重点が置かれることになった。 

對于多數北京人來說、廟會不是求神拜佛、而是購買日常生活用品。早年北京沒

有大商場、一切生活日用品、一着鞋帽、鍋碗瓢勺、兒童玩具、日用雜品、無一不

可從廟會上購得。購物同娛樂結合、聽相聲、說書、看洋片、戲法、雜耍等。市民

可以從廟會上隨意品嘗各種類風味小吃、一飽口福。 

すなわち、大規模な商業地が未発達であった時、廟会は市場として、また娯楽場としての役

割を負っていたのである（3）。この後、これらの場はまた門前市として、固定的な市場を持ち、

商業地へと発展していった。現在の北京の繁華街が、かつての廟会の地とかなりの部分で重な

りあうのは偶然ではない。一方で、固定的な商業地が発展した結果、廟会の方は徐々に衰微し
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ていくということにもなった。 

しかし、清から民国期にかけて、これらの寺廟が文化商業活動に与えた影響は大きく、就中

「五大廟会」と呼ばれた東廟隆福寺・西廟護国寺・斜街土地廟・花市火神廟・白塔寺は、北京

という街の発展史上、重要な地位を占めた。 

現在、大鐘寺・白雲観などの諸廟で、春節の時期を中心として廟会が復活しているのは喜ば

しいことである。しかし一方でかつての五大廟会の地は、現在白塔寺を除いては、ほとんどそ

の殿宇を存していない。以下では、このような北京の諸廟の歴史的な経緯と、その跡地の現状

について報告を行いたい。 

なお、廟会の行われた主要な寺廟の位置については以下の通りである（4）。 

 
廟会が行われていた主要な寺廟跡地  
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三. 東西両廟―五大廟会跡地の一 

（一） 東廟隆福寺 

「東廟」と称される隆福寺は、北京東城区の隆福寺街北にかつて存在した大規模な寺院であ

る。史料によれば、明の景泰 3 年（1452）に建造が着手され、翌年に完成した。 

隆福寺、明景泰中所建也。在崇文門北、大市街之西北、今其地稱隆福寺街。明

景泰三年興安用事、佞佛甚於王振、請帝於大興縣東大市街之西北建大隆福寺、費

數十萬、以太監尚義、陳祥、陳謹、工部左侍郎趙榮董之、四年三月功成。寺之莊

嚴興隆并、三世佛三大士殿處二層三層、左殿藏經、右殿轉輪、中經毗盧殿至五層、

乃大法堂。雍正元年重修、世宗御制碑文。又明碑一、爲景泰建寺記。逢月之九、

十日有廟市、至今爲諸市之冠。 

隆福寺が大規模な寺院であったことはこの記載からも想像できる（5）。また落成して後には、

皇帝が行幸しており、もって朝廷がいかにこの寺を重視していたかが分かる。 

主要な建築としては、山門・韋駄殿・大雄宝殿・万善正覚殿・毗盧殿・金剛殿・大法堂など

があったとされ、大伽藍を構成していた。そして長らく、北京の代表的な寺院の一つとして栄

えた。むろん、その廟会は全北京に冠たるものであった。喇嘛僧も住持していたため、喇嘛教

（チベット密教）系の寺であると思われがちであるが、実際には一般の僧侶の方が多かった。

一般の僧と喇嘛僧が同時に居住できる寺であるのが、また隆福寺の特色である。もっとも、清

朝末期に至ると、寺院としての勢力自体は徐々に衰退していったようである。 

また、清の光緒 27 年（1901）には、失火により伽藍の一部が大火に見舞われ、韋駄殿や鐘

楼などの建物は灰燼に帰してしまった。その当時では、寺には殿宇を建て直すだけの力はなく、

更地のままとされたようである。但し、その広い場所は、かえって芸人たちにとって表演の絶

好の舞台となったという（6）。 

その後、ますます商業活動の方の比重が重くなり、「百貨倶備、游人甚多、絶不禮佛」（7）

という状況となるに至った。隆福寺の廟会では、衣服や食品などの日用品から、骨董・宝石・

美術工芸品などの奢侈品、それに書籍など、ありとあらゆる商品が扱われた。なかでも、古書

店が非常に多かったことで知られている。廟会は、旧暦毎月の九・十の逢日に行われていた。 

辛亥革命の後、隆福寺の廟会はますます盛んであったと言われる。そのため、廟会の日をそ

れまでの九・十の逢日から、さらに一・二の逢日を加えることになった。 

ところが、1937 年の日華事変を境に、隆福寺の廟会は衰退に向かう。1949 年の中華人民共

和国成立の後、この地は東四人民市場と位置づけられ、まったく単なる市場として扱われるこ
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ととなった。1985 年以後には、近代的な商業ビルが建てられ、寺廟であった面影はますます失

われることになった
（8）。 

しかし、1995 年になると、前面にかつての隆福寺の姿に似せたビルが建築され、その正面に

は、かつての「隆福寺」の牌が掲げられるに至った。しかし、もちろんこれは寺廟として建て

られたわけではなく、単にコンクリート作りの商業大廈であるに過ぎない。また観光向けとい

った要素も強い。しかし、このような形でも隆福寺という名が復活したことは、やはりかつて

のこの寺とその廟会が、北京の歴史において、いまもなお強い印象として残っていることを示

すものとは言えよう。但し、かつての大伽藍の建築については、ほとんど往事を偲ぶべくも無

いほど毀されてしまっている。 

 

現在商業大廈として復活した隆福寺（隆福広場）  

（二） 西廟護国寺 

「東廟」隆福寺と並び称されたのは、「西廟」護国寺である。護国寺は、もとの名を崇国寺

といい、その淵源は元の時代にさかのぼる（9）。 

護國寺、舊稱崇國、元僧定演建也。在今西四牌樓大街東、其地稱護國寺街。又

舊稱崇國寺、元僧定演所建。定演俗姓王、三河人。七歲入大崇國寺事隆安和尚、

元世祖時賜號崇教大師。至元二十四年、別賜地大都、乃興建茲寺、故崇國有南北

寺、此其北寺也。 

この寺の由来については諸説があり、元の宰相であった托克托の邸宅であったとも言われ、

また明初の功臣姚広孝にこの地が賜られたとも言う。常氏の『老北京的風俗』と趙氏の『老北
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京廟会』においても、この説が紹介され、護国寺の由来とされている
（10）。しかし、この説に

は問題もある。 

何故なら、実際には崇国北寺は寺としてずっと機能していたようであり、突如として功臣の

邸宅になったり、また寺となったりすることは不自然だからである。これについては『燕都叢

考』において詳しい議論が紹介されている（11）。 

世以寺爲托克托宅、又爲姚少師影堂、皆未符、不可不辨。帝京景物略曾載此語、

分録於下、寺爲元丞相托克托故宅、（略）托克托、元末順帝時人、彼時已有此寺、

萬無毀寺建宅之理。入明亦爲梵宇、地初未易、亦萬無改宅又爲寺之理。故事、大

臣奉旨出都及回京、例不至宅、皆寓寺中、俟復命後始回宅。竊以爲當時托克托丞

相必常假寓此寺、日久遂誤寺爲其宅耳。（略）或云、第六層以後爲宅址、以爲垂

花門不似廟、且門前有石獸故。（略）又明姚廣孝影堂、廣孝佐世祖靖難首勛、侑

享太廟。嘉靖九年、移祀大興隆寺、俄寺災、移此。 

おそらく、護国寺が托克托の故宅であるとの伝承は誤りであると思われる。元時の崇国北寺

から連綿と寺院が続いてきたとの見解が正しかろう。それは、かつて寺院の中に存在した多く

の石碑群が、元明間でほとんど断絶していないことからも推察される（12）。 

その後崇国寺は、明の宣徳年間には「大隆善寺」との号を賜り、その後成化年間には、さら

に「護国」の称を加えられた。これ以後「大隆善護国寺」となったが、一般にはこの「護国寺」

の名称が知られている。また、東廟隆福寺に対応する形で、西廟とも呼ばれる。 

清の康煕 61 年（1721）に、護国寺は重修され、伽藍は大幅に拡張された。またこのころよ

り密教系の喇嘛寺院となっていく。東廟と同様に、規模の大きい寺で、多くの建物があった。

山門・金剛殿・天王殿・延寿殿・崇寿殿・千仏殿・護法殿・勤課殿・菩薩楼などがあり、また

密教様式の塔もあった。また多くの石碑が存在したようであり、趙孟頫の筆になる「皇慶元年

崇教大師演公碑」などが存していた（13）。 

廟会において、ありとあらゆる商品が売られたのは、隆福寺の場合と全く同様である。護国

寺の廟会は、旧暦の七・八の逢日であった。民国 11 年（1922）よりは、陽暦の七・八日に改

められたという。 

廟会における攤子は、それぞれ出店の場所が決まっていたようである。弥勒殿は骨董や工芸

品、それに刀剣の類、天王殿は玉器や装飾品といった形である。殿の外では、また多くの手工

芸品があり、特に扇子が著名であった。殿の廊下では、書画、また古書が売られ、文人墨客が

群れを成したという。碑亭の前では「売唱本的」がおり、竹板などを鳴らし、歌いつつ本を売

ったという（14）。 

しかしながら、護国寺の廟会は、隆福寺に比しては若干規模の面で劣るものであったらしい。
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また、寺院としての護国寺は、清の光緒年間に発生した大火などを経て、衰微していったよう

である。それでも廟会の方は依然として続き、民国の時期にもかなりの規模であったという。 

現在の護国寺は、その地名に名を留めているが、寺院としては全く機能していない。抗日戦

争の時期より衰退に向かった廟会も、当然行われてはいない。 

また繁栄を誇った大伽藍の大半も現在は存していない。僅かに金剛殿など、ごく一部の建物

を残すのみである。建築物の多くは工場または民家に転用されている。金剛殿だけは、一応文

物としての扱いを受けて保護されているが、他の建物は全く注意を払われてはいない（15）。 

 

護国寺の跡として唯一残る金剛殿  

 
工場や倉庫に転用されている殿宇の一部  
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四. 斜街・花市・白塔寺―五大廟会跡地の二 

（一） 斜街土地廟 

五大廟会の跡地として知られる土地廟は、北京の宣武門の外、槐樹街とも呼ばれる斜街に存

在した。廟自体にはこれといった特徴は無かったようだが、東西二廟と並び称せられる廟会の

地として名高い。詩に、 

麥飯豚蹄賽一方、何來此地半城隍。如雲士女無香火、不及山村坐夜郎。 

と歌われるように（16）、やはり参拝客より、商品購入のための人が大半であったことは、東西

両廟の場合と変わらない。 

但し、廟の規模は非常に小さかったと言われる。建物としては、中心に正殿、それに若干の

配殿が存したのみであり、東西両廟とは比すべくも無い。よってその廟会も、廟の周囲に展開

されていた。 

また廟の歴史も、その淵源については不明な部分が多い（17）。 

都土地廟在土地廟斜街、舊爲老君堂、明萬暦四十三年重修、有明神宗御製碑。

毎旬之三日有廟市。遊人雜踏、與護國、隆福并稱勝。 

これによれば、元来土地廟は太上老君を祭る「老君堂」であったことが分かる。また、遅く

とも明末には廟が存在していたことは看取できる。 

ここで大規模な廟会が開かれるようになったのは、この地が農村とのちょうど接点に当たる

位置にあったことが指摘されている（18）。実際に、土地廟の廟会は鮮花の取引で有名であった。

廟会が開かれたのは、毎月三日・十三日・二十三日の逢三日であり、やはり数多くの品物が売

買されていた。ただ、骨董や芸術品などよりも、日用雑貨や家具などの取引が多かったようで

ある。 

人民共和国の成立後も、この地はひとしきり市で賑わったと言う。しかし、廟の敷地には宣

武医院が建てられ、交通が激しくなると同時に、店を広げる土地も無くなったことから、廟会

も徐々に衰退に向かった。 

現在は、この土地廟はまったく廟として機能してはいない。またその跡地も、民家として転

用されていると言われるが、その詳細な位置については不明である。 



 北京旧廟会と寺廟跡地について（二階堂） 
 

55 

（一） 花市火神廟 

崇文門外に位置する花市は、また現在でも繁華街の一つとして著名である。旧時には、ここ

でも盛んに廟会が行われていた。その廟会の中心となったのは、火神廟である。 

花市の火神廟は、正確には「火徳真君廟」といい、明代から続く廟であると言う。火神廟と

いうのは俗称である。 

花兒市之火神廟、爲明隆慶二年所建、原爲神木厰悟元觀下院、清乾隆四十一年

重修。毎月逢四日開放、并在廟外招商設市、極爲繁盛。 

これによれば火徳真君廟は、明の隆慶 2 年（1568）の建になり、清の乾隆 41 年（1776）に

重修されたものである（19）。 

花市の名は、ここで大量に造花が売買されたことに由来するという。北京の婦女は頭に紙で

作られた造花を挿すことが多かったというが、その精巧な製品は、もっぱらこの花市で取引さ

れた。そのためにこの名があるとする。 

廟会は、旧暦の逢四日（四・十四・二十四日）に行われたが、1922 年よりは陽暦の逢四日に

変更された。廟会ではやはり、ありとあらゆる物品が売られたという。火神廟には、山門・前

院主殿・配殿があったとされるが（20）、現在山門は毀されてしまっている。後に火神廟の祭祀

は途絶え、しかし廟会だけは残ることになった。 

現在、花市大街の北部分に、火徳真君廟とされる建築は残っている。しかし、一応「文物保

護単位」との標識が掲げられているとはいえ、その荒れようは目を覆うばかりである。そもそ

も、もと山門であったとおぼしき所は、公衆のための廁所となっていた。 

 
火徳真君廟のもと山門の位置から内部を望む  

おそらく正殿及び配殿と推察される建築物については、完全に民家に転用されているよう
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で、全く保護の対象とはなっていないようである。 

 

民家に転用されているもとの正殿と思われる建物  

（二） 白塔寺 

白塔寺は、五大廟会の開かれた寺廟の中で、現在でも唯一、宗教施設としての機能を存して

いる寺院である。 

その位置は阜城門大街にあり、白塔寺とは通称である。優美なチベット密教風の白い塔が目

立つことからこの称がある。正式には「妙応寺」という。 

 
優美な姿を残す妙応寺の白塔  

この寺はその淵源を遼代にまで遡る古刹であり、失火や重修により、度重なる変遷を経てい

る。 
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まず始めは遼の寿昌 2 年（1069）に釈迦如来の舎利塔として建造された。後にその塔は戦災

により焼かれたが、元の世祖フビライの時、至元 8 年（1271）に修築された。塔の建築は至元

16 年（1279）まで続き、「大聖寿万安寺」と呼ばれた。明の天順元年（1457）には勅額を賜り、

名を「妙応寺」とされた。清代にも度重なる改築を経ており、民国元年（1912）にも重修を蒙

っている（21）。『元史』には、 

幸大聖壽萬安寺、置旃檀佛像、命帝師及西僧作佛事坐靜二十會。免災傷田租。 

など、多くの皇帝が何度もこの寺に行幸したことが見えている（22）。また多くの仏典がこの寺

において印刷されるなど、元代において、この寺の地位は非常に高かった。 

その地位にふさわしく、かつては大伽藍が形成されていたという。山門・鐘鼓楼・天王殿・

三世仏殿・七世仏殿・配殿があり、中心に白塔が配されていた（23）。このうち山門・鐘鼓楼な

どは現在破壊されて残っていない。また、他の建物も主に文化大革命のさなかに被害を被った。 

白塔寺の廟会については、東西二廟と同様に大規模なものであったと言われる。廟会が行わ

れたのは旧暦の逢四・五日であった。ただ、この地は西廟護国寺と近く、そのために共通の攤

子が店を開き、似たような商品が売られていたという。それでもやはり独自色があり、白塔寺

の廟会は、売られている食品の多彩さで知られていた。現在周りに食品市場が多いのは、この

名残であろう。 

さらに知られているのは、「説書」の芸人が多かったということである。数多くの著名な説

書人が、塔院の西側の空き地でその芸を披露したという。『劉公案』『小五義』『楊家将』『呼

家将』などの出し物が人気であった。これらの芸人たちは、1950 年代までは活躍していたらし

い。また、演武の芸人が多かったことも、その特色として挙げられる。さらに、ここには多く

の占い師が店を出していた。人相見や卜算の「算命先生」が群れをなし、ありとあらゆる占い

が可能であったという（24）。 

このような白塔寺の廟会も、1960 年代以降、普通の商業活動に取って代わられ、廟会自体も

行われなくなったという。 

現在でも、白塔寺は一応寺院の機能を残したまま、存在している。ただ、どちらかというと

観光的な要素が重視されているようである。それでも、かつての五大廟会の開かれた寺廟の中

では、規模はかなり縮小しているとはいえ、いまだにその伽藍を存しているという意義はかな

り大きなものがあると思われる。他の五大廟会跡地が零落をきわめているだけに、このまま保

護が加えられることは望ましい。 
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妙応寺正面から  

 
妙応寺殿宇から白塔を望む  

五. 東岳廟・白雲観―二大道観 

（二） 東岳廟 

北京の道観でも、特に規模の大きなものとして知られるのが、東岳廟と白雲観の二つの廟宇

である。ここも廟会が行われた地である。但し、五大廟会が行われた寺廟とは異なり、この両

道観で行われた廟会は年に数度のものであった。そのため、五大廟会のような定期的な市場を

形成するには至らなかった。そのため、経済や芸能文化に関する方面に与えた影響ということ

については劣る面もあろう。しかしかえって、宗教的な影響力は非常に強いものがあった。 
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東岳廟は中国南方に流布する正一教の華北最大の拠点として、そして白雲観は全真教の総本

山として、多大なる役割を果たした。共に広大な敷地を有し、中国全土でも屈指の道観として

知られる。しかし、いまでも道観としての機能を有する白雲観に比べ、東岳廟の方は単に博物

館として観光名所の一つになっているに過ぎない。 

東岳廟の歴史は古く、元代に遡る。当時道教界において絶大な力を有した、張天師の血筋に

連なる張留孫が建設を策定し、元の延祐 6 年（1319）に建設を始めた。しかし張留孫の生前に

は完工するには至らず、弟子の呉全節が引継ぎ、至治 3 年（1323）に主要な建築が竣工。その

後泰定 2 年（1325）に塑像を含めほぼ完成をみる。しかし元末の動乱により損壊を受け、明の

正統年間に重建される。その後、清の康煕 37 年（1698）には大火にて消失。その後乾隆年間、

道光年間に修築がなされた（25）。 

当初廟の名は「仁聖宮」であったが、後に「昭徳殿」との称を賜った。しかし東岳大帝を祭

祀することから「東岳廟」の称号が有名である。 

東岳大帝については、五岳の長、泰山の神として有名である。冥界の長であることも知られ、

中国全土に絶大なる信仰を有していた。 

主要な建築群は、修築されて現在もある。山門・戟門・岱宗宝殿・育徳殿・玉皇殿・炳霊公

殿・三茅殿など、大小の殿宇がそびえ立つ。就中有名なのは、前面に展開される七十二司（実

際には七十六司とされる）で、ここには冥界の官吏たちの様子が詳細に描かれる。 

廟会が行われたのは、春節（旧正月）の正月一日から十五日までと、それに東岳大帝の生誕

祭である旧暦三月二十八日の前のほぼ一ヶ月であった。この他に旧暦の毎月一日と十五日に

も、参拝客に廟が開放されていたというが、盛大な廟会が開かれたのは、やはり春節と生誕祭

前後であろう。 

 
万暦年間に建てられたという山門  

東岳廟は 1998 年までは、別の施設に転用されており、その中を参観することはできなかっ

た。現在は可能である。だが、博物館として公開されているため、宗教的な機能は無く、住持
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する道士もいない。ただ、春節における廟会は復活しており、大鐘寺や白雲観とともに、北京

の廟会として知られている。 

東岳廟で特筆すべきは、その石碑群である。元・明・清代の数多くの石碑が百二十座以上も

存在する。 

  

正門と戟門  

  
膨大な数の石碑群及び七十二司  

（一） 白雲観 

全真教の総本山として有名な白雲観においても廟会は盛んに行われていた。その位置は西便

門の外で、やや城内からははずれた所にある。 

白雲観も由緒のある名刹である。その淵源は、はるか唐代の天長観に遡るという。しかし、

この地が本格的に全真教の道観として機能したのは、元代に太祖チンギスが、全真七子の一人

丘処機真人にこの地を与えた時からのことであると考えられる。時に元の太祖 22 年（1227）

のことであり、「長春宮」と称した。後に丘処機没後には弟子の尹志平がその遺骨をこの地に

奉じた。元の末には、この地も灰燼に帰し、明の永楽年間に復興される。明の正統 8 年（1443）

には「白雲観」との号を賜る。現在の建築の大半は、清代に王常月の手によって重建されたも

のである（26）。 
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広大な敷地内には多くの建築がある。山門・霊官殿・玉皇殿・老律堂・邱祖殿・三清閣・四

御殿・八仙殿・呂祖殿など、夥しい数の建築群がいまも残る。 

白雲観はいまでも多くの道士が住持し、また中国道教協会の本部が置かれるなど、宗教的な

機能を持つ数少ない道観の一つとなっている。また、現在でも廟会が開かれている。 

白雲観の廟会は、毎年旧暦一月の一日から十九日までであった。特徴的なのは、それが道教

儀礼と密接な関係を持っていたことであろう。例えば、旧暦一月八日は星辰の神々を祭り、九

日は玉皇大帝の生誕節であり、十三日から十七日までは灯節であった。十八日は「会神仙」と

呼ばれ、仙人が下界に降りて来る日とされた（27）。 

現在でも、道教の祭りに応じて多くの参拝客が訪れる。しかし、やはり一番の人出は一月の

廟会の時であるようだ。 

  

中元節の白雲観・霊官殿及び玉皇殿  

六. その他の廟会跡地について 

（三） 大鐘寺 

白雲観と同様、現在でも廟会が開かれている寺院に、大鐘寺がある。 

大鐘寺とは通称であり、正式な名称は「覚生寺」である。北京の西直門より西北に位置し、

やや郊外にある。清の雍正 11 年（1733）に建てられた。大鐘寺の俗称は、この寺に明の永楽

年間に作られた巨大な鐘を収めているための称である。この鐘は、元来は別の所にあったもの

であるという（28）。現在、ここは古鐘博物館となっており、仏寺としての機能はあまり有して

いない。しかし、毎年春節のおりには多くの人が訪れ、廟会が行われている。 
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覚生寺（大鐘寺）正面  

（一） 厰甸火神廟 

厰甸とは、現在の琉璃厰付近のことである。この界隈でも、かつて盛んに廟会が行われてい

た。ここには、かつて呂祖閣・玉皇閣など多くの廟宇が存在した。 

この界隈を遼代には「海王村」と呼び、明の嘉靖年間には琉璃厰厰甸と呼ばれることになっ

た。ここに市場が立つようになったのは、清の乾隆年間のことであり、その後民国 7 年（1918）

より、旧暦の正月一日から十五日に廟会を行っていたという（29）。 

ここで取引の中心となったのは、やはり書画骨董の類から、宝石・手工芸品などである。も

ちろん食品などを扱う店も多く存在した。 

 

かつての火神廟（現宣武文化館）  

宝石などの取引の場として重視されたのは、ここにあった火神廟であった。この火神廟は清

の乾隆年間に重修されたものであるが、後にその性質を失い、市場となっていった。現在、こ

の火神廟は「宣武区文化館」となっている。 
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（二） 呂祖閣 

和平門の中にある半壁街の北に呂祖閣があった。呂洞賓を祭祀する廟宇であったが、ここも

廟会が行われた地として知られている。毎月一日と十五日、それに呂祖の生誕節である旧暦四

月十四日には、廟会が行われた（30）。 

現在、ここはまったく民家の一部と化している。また保護は加えられていない。 

 
ほとんど保護されていない半壁街の呂祖閣  

（三） 曹老公観 

曹老公観は、新街口西路にかつて存在した道観である。本来の名称は「崇元観」であり、曹

老公観というのは俗称である。もともと、この道観は明の宦官曹化淳が作ったとされ、そのた

めにこの俗称がある。 

乾隆 33 年（1769）に重修されたが、その後は衰落し、清末にはすでに見る影も無かったと

いう。元来は規模広大な道観で、前方に玉皇殿、中に三皇殿、また後部に三清殿があった。明
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清においては、旧暦の毎月一日・十五日に廟会が開かれた他、春節一月一日から十五日までの

間、盛大に市が立ったという。しかし民国期以降、廟会は無くなり、民国 21 年（1931）この

場所は国民党により陸軍大学となった。さらに後には東北大学となった
（31）。現在では工場や

映画館になっている。 

七. まとめ 

この他、北京においては、現在でも残る雍和宮・黄寺などの地で廟会が行われていた。また

復興門内にあった都城隍廟においても、廟会は古くから盛んであった（32）。さらに前門付近に

あった前門関帝廟、広安門外の財神廟、東便門外の蟠桃宮、崇文門外の南薬王廟、鼓楼付近に

存在した北薬王廟など、数多くの寺廟で大小の廟会が開かれていた。小論では大規模な廟会の

行われた寺廟を中心に報告したため、これらの廟宇の現状については報告できなかった。継続

して調査するとともに、今後の課題としたい。 

さて、このような廟会は社会に経済的・文化的に北京に多大な影響を与えたにもかかわらず、

その役割についてはこれまで看過されやすかった。しかし、都市形成において廟会の果たした

機能は決して小さくない。北京の都市文化を考察する場合、今後は廟会にもっと注意する必要

があろう。 

また、小論が調査した寺廟のほとんどが、現在では文化財としての保護を加えられていない

のは問題であろう。再開発が進む北京において、白雲観や東岳廟など、一部の大規模な廟宇を

除いては文化遺産とは意識されぬまま、多くの寺廟跡地が消滅していくものと推察される。こ

のような廟会という文化的背景を有する寺廟の跡が、いたずらに失われていくことに関して

は、まことに残念な思いを禁じ得ない。 
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北京西派皮影戯をめぐって  

千田大介  

はじめに 

（一） 皮影戯概説 

皮影戯―影絵人形芝居―は、透明な皮革に着色した人形を、紙や布のスクリーンの裏か

ら灯光で投影しながら演じる演劇である。アジアからヨーロッパまで世界各地に分布し、こと

ジャワのワヤンはよく知られている。中国の皮影戯は、北宋代にその具体的姿を現してより、

中国各地の都市や農村に広く流行していたが、20 世紀の社会動乱と近代化の中で次第に廃れて

いき、人々の目に触れなくなった。皮影戯が盛んであるとされる河北東部および陝西の小都

市・農村でも、1990 年代以降の経済発展を背景としたテレビの普及によって、劇団は急速にそ

の数を減らしているという。このため、20 世紀に近代的な中国演劇研究が始まったとき、皮影

戯は既に研究者の目に触れにくいものとなっており、調査・研究が遅れる要因となった。 

本稿は、元北京皮影劇団編劇劉季霖氏への十数次にわたるインタビュー、および関連文献の

調査から得られた知見に基づいて、北京皮影戯の歴史と特色に関する基礎的事項をまとめ、あ

わせて近代北京におけるそのメディアとしての機能の変容について考察したものである。現在

劉季霖氏に北京皮影戯の歴史をまとめた書籍をご執筆頂いているため、インタビュー結果を

一々採録することはせず、このような報告書に論考を加えた形態にまとめることにした。 

（二） 北京東派と西派 

北京の皮影戯は、東西二派に分かれており、美術・音楽・台本など多くの面で相違があった。

北京内城という狭い地域にこのような差異が生じたことは奇異に感じられるが、清代までの北

京では、内城の中央を正陽門・紫禁城・景山が占めており、東城と西城との往来に時間を要し

たことに起因する。そもそも、皮影戯にとどまらず北京の東城と西城とでは、町の雰囲気は大

分異なっている。例えば、現在でも西単・西四と東単・東四とでは、西の方が洗練されたイメー



 北京西派皮影戯をめぐって（千田） 

67 

ジをもっている。また、東城には旧時、禄米倉・太平倉などの多くの倉庫が置かれ、江南から

水運で通州にもたらされた物資が陸路運び込まれた。通州を越えて山海関そして東北へと至る

街道沿いにあたるのが現在の唐山市であり、その地に盛行した灤州皮影戯・楽亭皮影戯の劇団

が街道沿いに北京東城に進出し、北京東派皮影戯を形成した。このため、劇団の多くは東単か

ら東四・隆福寺周辺に所在していた。 

西城は、北は居庸関を通じて大同に、西南は河北西部を経て河南・山西へと通じていた。西

派皮影戯は涿州大影とも呼ばれたが、蜀漢の先主劉備の出身地として知られる涿州はその交通

路の重要な中継地であった。劇団は、菜市口から西単・西四を経て新街口に達する道沿い、お

よび鼓楼付近に主に分布していた。 

現在の北京皮影劇団の前身は、 後の西派皮影劇団であった徳順班である。徳順班は路耀峰

とその五人の子が中核となった劇団であり、路家班とも称される。本研究のインフォーマント

である劉季霖氏は、文革後、北京皮影劇団の団長を務めた人であり、現在の北京皮影劇団が伝

統演目を継承していないため、西派皮影戯の 後の生き証人である。このため、本稿では北京

皮影戯のうち、西派を中心に扱う。 

（三） 用語 

本稿で用いる皮影戯関連用語について、ごく簡単にまとめておく。 

皮影戯・影戯 

皮影戯とは、人形の素材に皮革を用いた影絵芝居、影戯は皮革に限らず紙などの素材を用い

たものをも含める総称として用いる。 

影人 

「影偶」とも称される。影戯で用いられる人形のこと。 

頭楂・身子 

多くの地方の影戯では、頭はすげ替えられるようにできている。胴体（「身子」）から取り

外した頭部が「頭楂」である。 

影戯箱 

文字通りには、影人を収納する箱を指す。転じて、皮影戯の劇団を指すこともある。 

影巻 

皮影戯の台本。「影詞」などとも称される。 

影幕 

影人を投影する紙もしくは布製のスクリーン。 

冀東皮影戯 

灤州皮影戯・楽亭皮影戯は、ともに現在の河北省唐山市の県名を冠する皮影戯の流派である
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が、両者の差異は小さく、同一のものと見なして問題ないという。このため、本稿ではそれら

を「冀東皮影戯」と総称する。 

人戯 

皮影戯の用語ではないが、本稿中で木偶戯・皮影戯など人形を使って演ずる演劇と区別して、

人が演ずる演劇を称する際に用いる。 

一. 劉季霖氏の略歴 

（一） 劉季霖氏の出自 

はじめに、北京皮影戯調査のインフォーマントである元北京皮影劇団編劇の劉季霖氏の出自

および経歴について、まとめておく。 

劉季霖氏の父祖は正黄八旗に属する満州族であった。家譜等は残らない。言い伝えによれば、

一族の故地は松遼平原、清の入関とともに鎮海将軍をつとめた郎賽が 16 歳にして北京に移住

した。以下、熙洽・阿爾泰・伊里布らは、いずれも将軍、あるいは大学士をつとめた。 

数代くだって、劉氏の曾祖父・松寿は、義和団事件の頃、正紅旗都統・統領火器営をつとめ

る二品の官であった。その次男の劉子先が劉季霖氏の祖父となる。長男は劉大爺と呼ばれ、筆

帖式であったが、京劇・子弟書の愛好家で、自ら票房を開いていた。劉季霖氏はおさない頃、

その影響をうけた。しかし、道樂のために家は没落し、その子・黒大爺は阿片にも手を出し、

一族から遠ざけられたという。 

劉季霖氏の父は劉鋆。解放前には鉄道の車掌および駅長を務めた。梅蘭芳が上海公演に赴く

際に撮影した写真に写っているという。当時の車掌は、英語力を求められる、エリートの職業

であった。解放後は中央財経委員会の通訳、米糧庫学校の教員などをつとめ、1993 年に亡くなっ

た。 

（二） 劉季霖氏略年譜 

劉季霖氏の経歴を略年譜の形で概述する。 

1936 1 歳 小沙菓胡同（西単民族飯店そば）に生まれる。 

1939~40 4、5 歳 前門外の新新勧業場三階の新羅天劇場にて初めて皮影戯

を鑑賞。 

  小学校在学中より、西洋画の左輝、国画の呂牧石らに師

事する。 

1943 8 歳 鼓楼大街宝鈔胡同に転居。 
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1946 11 歳 護国寺題帽胡同に転居。 

1952 17 歳 北京市第七中学入学。 

1954 19 歳 南苑の華北第一機械技術学校（第 245 技校）に編入学。

飛行機の試験飛行の観測などを学ぶ。 

1955 22 歳 同校を退学、徳順班に入る。路景達を師に拝する。 

1966 31 歳 文革のために、東城区美術人形廠にて工芸品・人形の制

作に従事。後、工業局に移り宣伝を担当。 

1979 43 歳 劇団に復帰。 

1980 44 歳 北京市文聯代表となる。 

劉季霖氏は、中学で成績優秀であったため、先端技術である航空機関連の学校に特に選抜さ

れたが、芸術家はだであったためその仕事がいやで、結局、おさない頃に魅せられた皮影戯の

世界に入ることを決意した。知識人でありながら下海して皮影戯に携わったために、芸人であ

りながら自らを語る言葉と文章力を有している点、珍しい例であるといえる。他方、劉季霖氏

が語る内容がその知識によって方向性を与えられ、偏っている危険性も考慮する必要がある1。 

著作としては《中国皮影戯》があり、ほかさまざまな媒体に、皮影戯および北京伝統文化な

どに関する文章を発表している。 

二. 北京西派皮影戯研究史概観 

影戯の研究史については、磯部彰に「中国の影絵芝居とその人形」2があり、かつ全国の皮影

戯を網羅的に扱った金字塔とも言うべき江玉祥《中国影戯》3がある。そのため、本章では影戯

研究史の全貌を検討する煩を避け、北京皮影戯に関連する代表的な論考に絞って内容と背景、

問題点を整理し、研究史を概観する。 

（一） 民国時期の影戯研究～皮影戯の「発見」 

1.  《北平俗曲略》 

北京皮影戯に関するまとまった論考としては、1933 年に刊行された《北平俗曲略》がある。

編者は李家瑞。北京の芸能・演劇・俗曲の類を網羅的かつ系統的に解説した専著としては最も

古い。皮影戯は p.36～40〈灯影戯〉の項で扱われる。 

内容は、まず《事物紀源》《東京夢華録》を引いて影戯の起源が北宋代にあり、かつ説書芸

能との関係が深いことを指摘する。その上で、 

現在北平的影戲，通稱灤州影戲，因為演唱者都是灤州唐山一帶的人。 
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と、北京市中の影戯が灤州影と称され、灤州・唐山一帯の人によって演じられることを述べる。

影巻に関する記述も多く、車王府曲本と《燕影劇》を紹介し、中央研究院史語所に道光年間毓

秀班鈔本を中心に五十余種の影巻が所蔵されること、および影巻の体裁が、唱の前には「……

說了一遍」「在表那……」、既に述べた事実については「原是如此這般」「原是這般如此」と

いったフレーズを多用するのが説書に似通うことから、影戯が本来説書の一種であったと結論

づける。 

さらに、影巻に見える俗字・符丁について解説する。本研究の過程で収集された冀東系皮影

戯の鈔本影巻には、実際にそれらの俗字が大量に見えているので、この解説は極めて有用であ

る。あわせて、影巻〈當箱〉を収録する。 

本書はしかし、北京の皮影戯を扱いながらも西派皮影戯の存在について、一言も言及してい

ない。劉半農の序に 

我在中國俗曲總目稿的許文中說過﹔ 『李家瑞君毅參加此項工作之心得，寫了一

部北平俗曲略；這是一部獨立的書，但也可以與本書相輔而行，作為有力的補充』。 

と見えるように、本書は《中国俗曲総目稿》編纂の副産物であり、中研院史語所が収集した資

料の解説としての性格を持つものであった。影巻について詳細に解説するのはこのためであ

り、また西派皮影戯に言及しないのも、後で詳述するように口伝で伝わる西派の影巻が収集さ

れなかったためであると考えられよう。 

2.  顧頡剛〈灤州影戲〉 

顧頡剛の皮影戯に関する論文は、〈灤州影戲〉4および死後発表された〈中国影戏略史及其现

状〉5の二篇が存在する。それぞれの章立てを以下に掲げる。 

〈灤州影戲〉 

一 引論 二 傀儡戲與影戲 三 灤州影戲的創始 

四 灤州影戲之分期 五 灤州影戲的派別 六 灤州影戲的觀象 

七 灤州影戲之内容 八 灤州影戲與舊劇和電影 九 今後之灤州影戲―結論 

〈中国影戏略史及其现状〉 

影戏之起源 汉代之影戏 隋唐之影戏 两宋之影戏 

元代之影戏 明代之影戏 清代之影戏 现时之影戏 

影戏之体制 结论 

両者ともに、皮影戯の歴史から始まり、北京東派皮影芸人・李脱塵が著したという《灤州影

戲小史》に従って、北京東派・灤州皮影戯を中心に解説する。この《灤州影戲小史》はその後
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の北京東派・冀東皮影戯研究の出発点となる貴重な調査記録であるが、現在どこに収蔵されて

いるのかわからない。後者は、前者に比べて詳細な内容となっており、特に〈影戏之体制〉で、

皮影戯の音楽・劇団組織・物語・上演場所などについて総合的に解説している。 

論中では西派皮影戯への言及が見られるが、東西両派皮影戯を同系のものとして扱い、 

時間在清道光年間，在發展的過程裡忽然發生了兩大派別：（一）西派，（二）

東派。 

と、東派から西派が分化したものとする。また、東派が影巻を見ながら上演するのに対して、

西派は口伝であること、東派の影人が驢皮製であるのに対して、西派は牛皮製であることに言

及するが、総じて北京東派皮影戯の添え物として扱われている。 

3.  斉如山〈影戯―古都百戯之四―〉 

顧頡剛論文の翌年 1935 年、梅蘭芳のブレインとして知られる演劇研究家、斉如山が《大公

報》紙上の連載《故都百戯》で、8 月 7 日より四日間にわたって皮影戯を取り上げている。 

そこでは、まず影戯の歴史を概述、全国各地に分布することに触れた上で、その発祥地が陝

西であると推測する。 

次いで北京影戯が二つの派に分かれることに触れるが、西派・東派の用語を意識的に避けて

いるようで、一方が「老虎影」またの名を「流口影」、もう一方が灤州影戯であるとする。こ

のうち北京西派にあたる「老虎影」については、涿州一帯から来たが、老芸人の伝承によれば

源は河南・四川にあること、その歌詞が即興的に作られるため「流口影」と称すること、また

「誇獎歌」「房舍歌」「穿衣歌」などの歌唱は灤州影に見えず、鑼鼓が弋陽腔とほぼ一致する

ことを述べる。その上で老虎影の現状について、灤州影に押されて歓迎されず、甄三が班主を

つとめる開才胡同の西天和班、陸二とういものが班主をつとめる紅羅廠西口の某班のみがある

とする。「陸」は「路」と音通であるから、徳順班のことを指すと思われる。また、旧時の影

人は失われ、唱腔も断絶している中で、甄・陸の二班だけがそれを伝えているが、堂会での上

演は灤州影に市場を奪われ、わずかな利益で細々と食いつなぐ状態であるとする。 

一方、灤州影については、灤州起源であるが、明末に灤州人で関外に赴いて演ずる者がいて

歓迎され、清朝の入関に従って北京に伝わったとの、老芸人の説を紹介する。当時の状況につ

いては、自らの見聞に基づき、光緒中葉には十四の影戯箱が存在し、演唱できるものが約 90

名いたと述べ、以下の劇団を列挙する。 

劇団 所在地 班主 

三楽班 崇文門内 周瘸子 

鴻慶班 東単牌楼路東 丑子 
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毓秀班 煤渣胡同東口外 王瑞 

永楽班 灯市口 白四 

栄順班 銭糧胡同 李真 

裕順班 東四牌楼六条胡同 張煥章 

同楽班 東四牌楼六条胡同対過路西 趙連仲 

三義班 後門提督衙門旁 王萬杭 

徳勝班 後門方磚廠 高徳然 

玉順和班 東四牌楼弓箭大院 楊進光 

これらのうち、執筆時に残るのは、裕慶
マ マ

・栄順・玉順和・同楽の四班のみで、他は既に雲散し

たとする。また、新班として以下の三班を挙げる。 

楽春班 東四牌楼四条対過 陳薫 

裕慶班 絨線胡同 傅成志 

慶民生班 東四牌楼五条胡同 李崑 

上演の情況・方式についても詳述する。これら七八班のうち、影人を持つものは四班だけで、

その他の班は、堂会などの仕事が入ったときに、所有している班から借り受けて演じていた。

行当は、小嗓が旦と小生を兼ね、大嗓が老生と花臉を兼ねるため、一班八人で用が足りる。光

緒年間の堂会では、一時から七時まで演じ、夕食後ふたたび開演し、夜半まで演じるのが一般

的で、戯価は紋銀五両、民国以降は約十元で、時間が短ければ更に安くなるとする。 

さらに、旧時、怡王・粛王・礼王・荘王・車王などの王府が影戯箱を所有し芸人を雇用して

いたこと、特に粛王の府内には台本作家が二人、影人彫刻家が四人常に雇われていたことに言

及し、 後に、灤州影の音楽と影人の制作方法について言及する。 

以上のように〈故都百戯〉は、民国時期の北京における皮影戯上演情況を詳細に記している

点で、極めて資料価値が高い。また、北京西派皮影戯について、具体的に言及した初めての文

献としても、画期的な意義を持つ。 

4.  東派皮影戯の「発見」、西派皮影戯の「未発見」 

以上のように、皮影戯研究は 1930 年代に始まるが、大半が北京東派＝灤州皮影戯に関する

言及に偏っている。これには、次の原因が考えられる。 

皮影戯の先駆的研究業績を残した三名は、いずれも北京の出身ではない。李家瑞は白族の出

身で、雲南大理の人。北京へ移ったのは、南京大学から北京大学予科への転入時で二十代のと

きである。顧頡剛は江蘇蘇州の人で、やはり北京大学で学んでいる。彼が北京でいかにして戲

迷になったかは、『ある歴史家の生い立ち』6に詳しい。斉如山は、河北省高陽の出身である。 
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彼らは、いずれも青年期に北京に移り、そこで伝統演劇・芸能を研究対象として選択してい

るのであるから、皮影戯も北京に移った後で「発見」した蓋然性が高い。後で詳述するが、北

京西派皮影戯は伝統的に旗人の堂会に経営の基盤を置いており、舞台上演を始めるのは 1940

年代に入ってからである。従って、老北京の堂会を知らない“外地人”である彼らが触れるこ

とができたのは、茶館などでも上演していた東派皮影戯しかあり得ず、西派皮影戯は「未発見」

のままであったと考えられる。 

実際、顧頡剛・斉如山らの西派皮影戯への言及は、伝聞に基づいていると思われる。 

《灤州影戲》は、東派の芸人李脱塵（李崑の子）へのインタビューに基づいてまとめられたも

のであり、他のインフォーマントの名が見えないことから、西派皮影戯についても李脱塵の言

に従うと見てよかろう。前にも触れたように、灤州皮影戯から北京西派・東派が分化したとす

るが、後で詳述するように、西派皮影戯＝涿州大影は明末清初に既に成立していたと考えられ、

東西両派は本来別系統の皮影戯である。これは、自分の属する劇種・流派をより高く位置づけ

たい芸人の心理ゆえと理解されよう。西派の影人や音楽的特徴への言及が全く見られないこと

から、《灤州影戲》執筆時点において顧頡剛自身に西派皮影戯の鑑賞経験がなかったことは、

ほぼ確実である。 

斉如山の記事では、西派皮影戯の音楽への言及が見られるので、あるいは西派皮影戯の鑑賞

経験はあるのかもしれない。西派皮影戯は、梅蘭芳や尚小雲・程硯秋などの名旦の家で堂会戯

を演じられたというから、梨園との結びつきが深かった斉如山に鑑賞経験があったとしても不

思議はない。一方で、 

所唱之詞皆随編随唱，又名曰「流口影」，北京土語：凡随編随唱者名曰「流口

轍」，故此名曰「流口影」。 

と、西派皮影戯に台本が無く即興ででまかせに上演されるものであるとするが、実際には、西

派皮影戯では人戯と同様に、芸人が影巻を暗記している。「流口影」とは、影巻を見ながら上

演する東派皮影戯の立場からの罵語である。ここから、斉如山の記事も、情報源はもっぱら東

派芸人にあると思われる。李脱塵への聞き取りに基づく顧頡剛の記述とは微妙に食い違い、か

つ粛王府影戯箱について詳述し、それが楽春班に継承されていることを記しているので、その

辺りが情報源であるのかもしれない。 

この時期に北京の皮影戯が研究者によって「発見」されたのは、1930 年代という時代ゆえで

あろう。中国において民俗学研究が始まったのは 1919 年のいわゆる五・四運動以降のことで

ある7。1922 年には周作人らが編集をつとめる《歌謠週刊》が創刊され、各地の民間歌謡の収

集がおこなわれた。顧頡剛はそのような思潮の中、俗曲や唱本の収集に従事するようになり、

民俗学をも専門分野とするようになる。すなわち、白話文学運動と表裏一体をなす白話通俗文
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学への関心の高まりが、1930 年代に入って初期の皮影戯研究に結実したと考えられる。 

（二） 解放後の西派皮影戯研究 

1940 年代、北京に残る皮影劇団は現在の北京皮影劇団の前身である北京西派の徳順班のみと

なった。このため、解放後の北京皮影戯に関する論著は、ほとんどが徳順班を扱ったものであ

る。 

1.  関俊哲《北京皮影戯》 

北京西派皮影戯に関する初めての書籍が、関俊哲の《北京皮影戯》8である。目次を以下に掲

げる。 

第一章 皮影戯的発展 第二章 北京皮影戯的伝統劇目 

第三章 皮影戯的音楽伴奏和影詞 第四章 北京皮影戯人物的造形 

第五章 皮影戯人物的彫鏤 第六章 皮影戯人物的色彩 

第七章 影幕 第八章 動作和場面 

第九章 効果 第十章 新式影戯人物設計 

第十一章 如何組織演唱 

歴史から音楽、人形まで全般的に扱っている。 

劉季霖氏によれば、関俊哲は瀋陽の出身で共産党員、北京の解放にともなって紅軍とともに

北京に移り、北京市文芸処に所属していた。そのとき、所轄下にあった徳順皮影戯社に出入り

して団員から話を聞き、上演や後台の様子を観察してまとめたものである。ただし、関俊哲は

高等教育を受けた経験がなかったため、本書の内容、特に北京皮影戯の歴史をまとめた部分に

は錯誤が多く見られるとのことである。 

しかし、特に第四章以下、1950 年代の北京皮影戯の影人製作や劇団の体制を記した部分は、

中華人民共和国初期の劇団の様子を伝える資料として、重要な意味を持つ。 

2.  翁偶虹《路家班與北京影戲》 

翁偶虹は、《鎖麟囊》《紅灯記》などで知られる京劇の劇作家であるが、北京の伝統芸能に

も詳しく、徳順班と北京西派皮影戯についてまとめた《路家班與北京影戲》9を執筆している。

徳順班の路景平へのインタビューをまとめたものであるようだ。 

全体は六章からなり、それぞれ、路家班の歴史、清末・民国時期の北京皮影戯の劇団、祖師

爺、レパートリー、腔調、影人操作方法と口訣について概説する。個々の内容については後で

北京西派皮影戯について概述する際に触れるが、作者は伝統劇に精通するだけに、簡潔ななか

に必要な内容が盛り込まれており、北京西派皮影戯を考察する上での基本資料となる。 
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（三） 秦振安の西派皮影戯捏造説 

在米華人である秦振安の《中國皮影戲之主流―灤州影》10では、第五篇を北京西派皮影戯は

灤州皮影戯に他ならないのを、路家班が名称を捏造したとの説を証明するために費やしてい

る。論理的に破綻しており、中國の皮影戯研究界でも同意を得られていない説であるが、本稿

で西派皮影戯を取り上げる以上、批判しないわけにもいくまい。 

秦が西派皮影戯を捏造だと断定する根拠を以下に整理する。 

A) 涿州出身の路福元・路耀峰は北京に出て、灤州皮影戯を学んでいる。 

B) 涿州大影、あるいは蘭州皮影と称するが、涿州や蘭州に皮影戯は無い。 

C) 1959 年に、路家班は唐山市皮影劇団から人形・録音・技術等の援助を受けてい

る。 

D) 北京のような狭い場所で二つの派ができるのは不自然。 

E) 全ての台本を口伝で暗記できるはずがない。 

まず A)であるが、劉季霖氏および翁偶虹《路家班与北京影戏》によれば、路家の原籍は東北、

北京の昌平県沙河路家荘に定住したものであり、涿州出身ではない。秦はこのことを 1938 年

に北京東派皮影戲の老芸人・劉煥亭から聞いたとするが、その伝聞の不正確さはこの一事を

もって明らかであるし、芸人はともするとライバルを貶めようとするものであるから、そのま

ま鵜呑みにすることはできない。 

B)については、《北京皮影戯》を著した関俊哲が

秦への手紙の中に、涿州での調査の結果、皮影戯が

存在しなかったことに言及している。しかし、それ

は勿論、過去に存在しなかったことの証明にはなら

ない。事実、涿州には古い影人が伝わっており、旧

時皮影戯が存在したことが確認できる。その影人は

王宇文主編《郷土藝術》（河北美術出版社 1990）に

収録されている。 

秦は、西派皮影戯が蘭州皮影戯を詐称したのは、灤州皮影戯と似た発音であったためである

とする。その可能性は確かにある。しかし、それをもって一つの劇種の存在を否定することは

不可能であるし、そもそも、西派皮影戯の蘭州起源説は伝説に過ぎない。秦は一方で、顧頡剛

が伝説であると明言している灤州皮影戯の創始者黄素志について、秦の故郷である各安荘に当

地の出身であるとの言い伝えが残ることによって実在を断定するなど、資料の扱いが極めて恣

意的かつ非論理的である。 

C)であるが、その時期の北京皮影劇団は陣容が整わず、楽団すらも揃わなくなっていた。そ

涿州驢皮影《郷土藝術》p.65 
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のため、陣容の整った唐山市皮影劇団に援助を求めたもので、西派の技術と相違があるからこ

そ、冀東皮影の技法を学ぶ必要があったと考えるのが自然である。 

D)については、旧時の北京には東西で異なる文化が生まれる地理的要件が、前述のように備

わっていたのであり、清代までの北京に関する理解が不足している。E)に至っては、伝統劇の

役者あるいは説唱芸能が、長大な台本を覚えている事実を知らないのだろうか。例えば、京劇

の武生俳優である王金璐氏は 2000 ものレパートリーを暗記しているという。文字を知らない

ということは、逆に超人的な記憶力をもたらすものである。 

そもそも、西派の劇団が路家班一つにとどまらなかったことは、斉如山の《大公報》の記事

からも明らかであるし、その影人のデザインは冀東皮影戯と明らかに異なる。乾隆年間以前と

思われる旧影人も存在する。秦説の無理は火を見るよりも明らかである。 

秦は唐山市各安荘の出身で、皮影戯と郷土への愛にあふれた人物であること、「中國皮影戲

之主流」というタイトルに如実にあらわれている。推察するに、冀東皮影戯に比べて勢力の微

弱な、西派皮影戯の流れを汲む北京皮影劇団が、北京にあるばかりに中国の皮影戯の代表とし

て扱われることに、秦は我慢がならなかったのであろう。灤州皮影戯への盲目的な愛ゆえの過

ち、といったところであろうか。 

三. 北京西派皮影戯の特色 

（一） 皮影戯分類の視点 

伝統地方劇の場合、演劇を成り立たせるさまざまな要素のうち、主に声腔によって劇種の分

類がなされ、衣装や化粧・身体表現などは、劇種間の差異は案外小さいものである。しかし、

人物や動物、景物を平面に置き換えデフォルメした人形を視覚表現に用いる皮影戯の場合は、

声腔もさることながら、美術的要素をも十分に考慮する必要がある。また、影人や背景は上演

のための道具であると同時に、それ自体が美術品あるいは玩具として流通していたし、必ずし

も劇団員が制作する必要もない。首と両腕に繋がった三本の棒で操作する方法は、全国各地の

皮影戯でほぼ共通しているので、異なる地域の影人を借りて当地の皮影戯の上演に使用するこ

とさえも可能なのである。 

例えば、インフォーマントの劉季霖氏は北京西派の流れを汲むが、北京東派皮影戯の影人を

彫刻することもでき、実際、北京皮影劇団では北京東派・冀東系統の影人を使用したこともあ

る11。旧時は、彫刻の技量で名を成せば、他の劇団の求めに応じて影人を彫刻することもあっ

たし、内蒙古東部の皮影劇団は冀東地区に出向いて影人を買い付けるという。美術的にはほぼ

共通でありながら、声腔や劇団組織は全く別というケースも存在しうるのであり、皮影戯の分

類は、美術・声腔などのさまざまな側面から総合的に検討する必要がある。 
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以下では、北京西派皮影戯および東派・冀東皮影戯の形成について、先行研究に基づいて検

討した後、それぞれの皮影戯の特色を、劉季霖氏へのインタビューおよび文献資料の調査を通

じて得られた知見に基づき、全国の皮影戯と対照によって析出、その系統について考察する。

ただし、劉季霖氏が美術の専門家であったこと、北京西派皮影戯の伝統劇目の上演が途絶えて

いること、および全国各地の皮影戯の実地調査に着手していないことから、主に写真資料によ

る分析が可能な影人の造形の方面から検討することとする。 

（二） 北京西派皮影戯の特色～各地の皮影戯との比較から 

1.  影人～身子・全般 

北京西派・東派皮影戯は、全般に似通っていると言われる。しかし、こと影人の造形に関し

ては大きく異なっている。そもそも、大きさからして大分異なる。西派皮影戯は身子と頭楂あ

わせて約 50cm にもなる。解放後は、劇場上演にあわせて、更に大きな影人も作られたが、大

きすぎて上演は困難であっという。 

それに対して、東派＝冀東皮影戯は一般に 30cm 強の大きさである。こちらも、劇場上演す

る劇団では大きくなる傾向があり、唐山市皮影劇団では現在は 50cm ほどの大きさの影人を使

用している。全国の皮影戯では、山西北路皮影戯は北京西派とほぼ同じ大きさ、山西南路は小

振りであるという。《中国美術全集》《中国民間美術全集》キャプションによれば、山西中部

の孝義紙影戯は約 40cm、四川皮影戯が 65～70cm、河南省羅県・桐柏および雲南騰冲皮影戯が

55cm 前後、陝西・甘粛・河南豫西・山西南部の侯馬・曲沃皮影戯などは 33～40cm ほどである。 

北京西派皮影戯の材質については、牛皮であると、多くの先行論で言われている。しかし、

実際には、明末から乾隆年間にかけての旧影人では馬皮が使用されている。例えば、《中国美

術全集》p.183～184、《中国皮影戯》p.97～101 に掲載される西派皮影戯影人、および、早大中

央図書館に所蔵される明末清初涿州大影佈景などは、いずれも馬皮製である。馬皮は色が白っ

ぽく柔らかいが、弾性が弱いため破損しやすい欠点があるため、後世、牛皮や驢皮に改められ

たとする。皮影戯の上演では、一般の動作および戦いの表現で身子を 180 度よじったりもする

ので、材料の弾性が重視される。現在は、セルロイドを用いて影人を作ることもある。本研究

の過程で訪問した唐山市皮影劇団の新作皮影戯《熊貓咪咪》《亀与鶴》などでは、セルロイド

を用いた特殊な動物の影人が用いられる。しかし、人物は頭楂こそセルロイドで作ることがあ

るものの、よじると破損してしまうため、身子には使えないそうである。 

影人の材質は、全国各地の影戲でまちまちである。冀東皮影戯や東北皮影戯は驢皮、陝西皮

影戯、およびその影響が濃厚な山西皮影戯・河南皮影戯・甘粛皮影戯・青海皮影戯・四川皮影

戯などは一般的に牛皮、河北邯鄲皮影戯も牛皮である。紙影戯も山西湖南では紙影人を用いて

いたのが 1950 年代に水牛皮に改められたという。劉季霖氏は、影人の材質は、その素材が影
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陝西皮影戯影人《中国皮影

戯》p.83 

北京西派皮影戯影人《中国皮影

戯》p.97

魚大尾

四川皮影戯影人《中国皮影

戯》p.86 

湖北遠安皮影戯影人《民間

美術》p.141 

磁県牛皮影人《郷土藝術》

p.64

人に向いているか否かで決定するのではなく、その土地で如何なる材料が入手できるかという

現実的理由によって決まるとする。 

ちなみに、1980 年代までは北京や唐山地区の驢皮は安価であったが、現在ではスーツケース

や革靴などの材料に使われるために価格が高騰しているという。北京近郊ではもはや入手は非

常に難しいとのことである。なお、皮のなめし方については、《皮影》12に詳述されている。 

身子の造形的特色としては、

後足が地面に水平でなく、多少

つま先立ってデザインされる

ことがある。歩いている感じを

出すためであると言う。筆者が

図版類によって調査した限り

では、この造形は陝西皮影戯・

山西孝義紙影戯・湖北などと共

通するが、四川は両足ともに斜

めに、冀東皮影戯では両足と

も水平にデザインされる。 

靠の前に垂れる「魚大尾」

が動くことも、西派皮影戯、
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特に乾隆年間以前の旧影人の特色である。管見の限りでは、河北省磁県・邯鄲県等の地域に流

行する邯鄲皮影戯が同様の造形を持つ。あるいは、河北旧影戯の特色であったのかもしれない。 

ちなみに、冀東皮影戯の身子の特色は、ぶら下げても両足が水平にそろうようにバランスを

とって、腰・胴体の針眼を定めることにあるという。 

騎乗した人物は、西派皮影戯では馬と身子が一体となった専用の影人を用い、陝西皮影戯な

どと共通するが、冀東皮影戯では馬の影人と身子とを重ねて投影する。 

西派皮影戯の旧影人では、衣装の文様などの切り抜き方が「尖

刀口」であるが、嘉慶年間以降、東派皮影戯の影響を受けて「斉

刀口」に改められた。後者の方が、切り口が鮮明で、影幕に映

した時の効果が強い。色は明末清初の影人では赤・黄・青・黒

の四色しか用いられなかったが、後期年間以降、緑色が加わった。冀東皮影戯では、伝統的に

は赤・緑・黄・黒の四色だと言う。 

2.  影人～頭楂 

皮影戯の地域性が も顕著にあらわれるのが頭楂の造形である。特に、生・旦の眼と眉の形

からは、容易に各地の皮影戯の特色を見て取ることができる。 

北京西派の特色は、「へ」の字型につり上がった眉にある。東派・冀東皮影戯では、眉毛が

ぐるりと目尻に繋がった造形が特色である。東北各地の皮影戯も似通ったデザインであるが、

額から鼻にかけての線がより傾斜する。 

一方、陝西皮影戯では、

生は目と眉が平行にまっ

すぐ伸び髯に人毛を用い

るが、旦は弧を描いて目尻

と接する。目尻との接点が

鋭角的であるところは、北

京西派と似ている。四川皮

影戯は陝西皮影戯と似ているが、額が丸く出っ張るのが特色である。 

このほか、北京西派皮影戯では、生・旦の額からあごにかけての顔の輪郭に着色せず、半透

明な皮の色を黄色く影幕に映し出す。陝西、甘粛、山西晋南、豫西、四川、湖北竹渓・遠安・

仙桃などの皮影戯も、同様の特色を持つが、冀東皮影戯および東北皮影戯では、黒く着色する。 

3.  音楽的特色 

北京西派皮影戯の音楽については、翁偶虹《路家班與北京影戲》に詳しい。本研究で劉季霖

へのインタビューの結果もほぼ一致するが、先行文献に言及されていない事項も含まれるの

で、以下、劉氏へのインタビューをもとに西派皮影戯の音楽についてまとめ、適宜先行文献に

北京西派   北京東派・冀東 東北      陝西 

尖刀口 斉刀口 
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より補足することとする。 

北京西派の腔調は、蘭州皮影戯が北京への伝来の過程で、陝西の碗碗腔、河北の合合腔など

を吸収したものとされる。劉季霖氏によれば、河北省保定の皮影戯の音楽が非常に似通ってい

るとのことである。高腔はすなわち明代南戲声腔の一つ弋陽腔が変じたものであり、「南崑北

弋東柳西梆」と呼ばれた清代前期の演劇状況を遺すとみてよかろう。しかし、東派＝冀東皮影

戯の特色である板式「三趕七」が西派皮影戯にも見えるから、冀東皮影戯の北京進出以降、そ

の影響も多分に受けたようである。崑曲の曲牌が見え、また、光緒年間には、京劇の隆盛に影

響されて、京劇の唱腔や鑼鼓が導入されたように、人戲の影響も多分に受けている。 

 正音腔 

もっとも基本的な板式。四拍子で慢三眼・快三眼がある。斉言で、一句の字数により「七個

字正音腔」「十個字正音腔」「十一個字正音腔」に分かれる。 

 三趕七（三頂七） 

三三、四四、五五、六六、七七と、各句の字数が三字から七字に増加する句式。慢三眼・快

三眼があるが、冀東皮影戯には慢板がない。また、二人が交互に唱う、頂口唱という唱法もあ

る。あらゆる行当で用いられる。 

《楽亭皮影戯音楽概説》13《中国影戲》などでは、三趕七は冀東皮影戯特有のものであるとす

るので、おそらくは清代中期以降、東派皮影戯より吸収したものであろう。 

 五字数（五字錦） 

五言斉言の句式。上句と下句を交互に唱うこともある。ユーモラスな板式であり、多く丑・

彩婆子が用い、生・旦が唱うことはまれである。 

 小東腔（小河南） 

 大金辺・小金辺 

老生・方巾丑専用の板式。 

 大北調 

斉言句で、七字、および十字の二種類がある。翁偶虹は「大悲調」に作る。 

 小北調 

翁偶虹は「小悲調」に作る。 

 鴛鴦扣 

二人が交互に唱う。A:十・十 B:十・十 A:十・十 AB:五・五・十五・十五 という句式。板

は早いが、唱は比較的ゆったりとしており、行路の場面で用いられる。〈打十番〉の“慶元宵”

に起源する小唱で、南方に起源する。 

 還陽調 

気絶した人が目覚める時に用いられる。 
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 跑竹馬 

金銭蓮花落から移される。後は数板に変化する。あまり用いられない。 

 芻髻腔 

河南から河北経由で西派皮影戯に入った小調の演目〈借芻髻〉で用いられる音楽。唯一、揚

琴を伴奏に用いる。 

このほか、北京小調に起源する、剪靛花・道情などがある。 

 黄龍滾 

崑曲系の曲牌を用いるのは、西派皮影戯の特色で、東派皮影戯には見えない。黄龍滾は、武

丑が唱う曲牌で、伴奏に海笛子が用いられる。光緒年間頃に加えられた。 

 点絳唇・粉蝶児・撲灯蛾・山坡羊 

山坡羊は崑曲とは異なる「皮影山坡羊」である。 

4.  上演台本とレパートリー 

西派皮影戯は東派皮影戯の芸人から「流口影」と揶揄されたが、実際には京劇と同様に、師

匠から弟子に口伝で台本が伝えられており、即興で演じていたわけではない。 

西派皮影戯のレパートリーの中核を占めるのは、「京八本」と呼ばれる八種の演目である。

それは、四種の歴史もの 

《英列春秋》《背解紅羅》《四大名山》《香蓮帕》 

および四種の神怪もの 

《白蛇伝》《混元盒》《西遊記》《小開山》 

で、いずれも連台戯である。このほかにも歴史もの・神怪ものから世話ものまで、多くの連台

戯および折子戯があったとされ、翁偶虹は二十以上の劇目を列挙する。 

現代に伝わる西派皮影戯の影巻として、劉季霖氏は車王府曲本と《燕影劇》14を挙げる。車

王府曲本には確かに《英列春秋》が収録されている。ただし、同時に収録されている影巻は必

ずしも西派というわけではないようであり、車王府曲本所収影巻が東西いずれの流派に属する

のかは検討の余地がある。 

《燕影劇》は、山東兗州のドイツ人宣教師が編纂した北京皮影戯の影巻集である。国内では

東洋文庫に所蔵される。収録影巻は以下のとおり。 

白蛇傳 無底洞 混元盒 戲珠 百草山 麻姑跳神 

天仙送子 百壽圖 賜福 走鼓氈錦 棋盤會 抛彩逐婿 

報喜 雙鎖山 闖山 抱盔頭 七子八婿 太平橋 
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小罵城 大罵城 抱盒 狄青投親 胡廸謗閻 斬豆娥 

倒庭門 打口袋 大灶 小姑賢 平安吉慶 坐樓 

爭夫 打棗 花亭 借芻髻 掃雪 送米 

探監 要嫁粧 雪梅教子 三娘教子 雙官誥 聽琴 

逛燈 鬧洞房 當皮相 一疋布 打麵缸 偷蔓菁 

偷蘿蔔 教書謀館 放腳 母女頂嘴 老媽開嗙 男開嗙 

兩怕 三怕 小龍門 上粧臺 拿虼蚤 

劉季霖氏は、〈白蛇傳〉〈混元盒〉などは京八本と重なり、〈混元盒〉〈借芻髻〉〈白蛇伝〉

〈偷蔓菁〉などの北京西派の代表作を含むことから、北京西派の影巻であると断定している。

ただし、西派皮影戯の影巻であるとしても、いかなる経緯で収集されたのかは不明であり、今

後、冀東皮影戯影巻との詳細な比較検討が必要である。 

また、早稲田大学演劇博物館所蔵の影巻が収録する折子戯は、多くが《燕影劇》と重なる。

演博本は、演劇博物館が戦前に実施した現地調査において収集されたものであるが、詳しい入

手の過程については記録が残っていない。しかし、同時期に流通していた影巻の大半が北京東

派のものであること、また同時に収集された資料の中に隆福寺で旭某が制作・販売していたと

いう紙の影人を含むことから15、資料収集は東城を中心におこなわれており、東派の影巻であ

ると考えてよかろう。東派皮影戯は台本を見ながら上演するので、《燕影劇》テキストをその

まま導入することは可能であったと思われる。 

5.  上演慣習など 

以下、劉季霖氏より聞き取った皮影戯に関する雑多な事項を書き留める。 

皮影戯の祖師爺は、地域によって異なる。北京西派は観音菩薩である。ただ、観音が登場す

る劇中では「山人」と自称し、道士であるかのように扱われており、《封神演義》の影響を受

けていると思われる。観音の影人の扱いは特別であり、布を三つに折って観世音の影人をつつ

み、影人を収める戯箱の一番上に置く。これを「圧箱仏」と称する。上演前には登場場面の有

無に関わらず、観音の影人を取り出して、影幕の裏に設けられる影人をかけるための紐に懸け

る。観音の影人を取り扱うのは、班で も徳が高く歳をとった人であり、一般に班主がつとめ

る。 

一方、東派・冀東皮影戯では孔夫子を拝する。一節には、冀東皮影戯の創始者とされる黄素

志が落第書生であったためであるという。山西や陝西では黄龍真人をあがめている。黄龍真人

は《封神演義》に起源するので、この習俗の起源はさほど古くはない。 

西派皮影戯には、「大師哥」と称される、異常に巨大な手と下あごを持った滑稽な影人があ

る。大師哥という呼称は、観音が中國に来た後はじめて収めた弟子であるとの伝説に由来し、
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冀東皮影戯では同じものを「大下巴」と称している。大師

哥は生旦浄丑に関わらず、あらゆる行当の影人の替わりに

使用することができるという、特殊な機能を持つ。例えば

恋愛もののヒロインの変わりにこの人形を使い、物語と視

覚効果のギャップで笑いを取ることができる。このため、

観客を盛り上げるため、あるいは舞台裏にアクシデントが

発生したときの時間稼ぎにも使える。 

宗教的な文脈における上演も、旧時は多かった。皮影戯

の場合は還願のための奉納上演はあったが、誓願の場合に

は使われない。冀東に今もこの風習が残るという。そのよ

うな上演では、屋敷の広間に影幕をしつらえ、観客が見て

いるか否かに関係なく、夜通しで皮影戯を上演する。旧時

は、徳順班も演じたという。これに限らず、皮影戯は仏教との結びつきが深く、「梆子仏」「蒲

團影」などと呼ばれ、仏教の説法会などで演じられていたという。 

（三） 北京東派皮影戯 

北京西派皮影戯を論ずる都合上、以下、冀東皮影戯・北京東派皮影戯の形成について、ごく

大まかに触れておく。 

1.  冀東皮影戯と北京東派皮影戯の成立 

北京東派皮影戯＝冀東皮影戯の成立については、李脱塵の《灤州影戯小史》を受けた顧頡剛

《灤州影戯》の説が定説となっている。伝説によれば、灤州皮影戯の創始者は、萬暦年間、灤

州の生員の黄素志なる人物である。黄素志は科挙にたびたび落第して郷里に帰る面目を失い、

関外瀋陽に遊学して当地の童に学問を教えて生計を立てたが、才能あふれる人物であり、皮影

戯を創始するに至った。初めは紙を用いて影人を作っていたが、壊れやすいため、後に羊皮に

改めた。音楽も、初めは木魚の伴奏だけの簡単なもので、宣巻と呼ばれていた。 

黄素志については、史料には記録が見えず、実在は甚だ疑問である。更に、以上の皮影戯創

始の記述には、以下に引く《夢梁録》の記事との間に、符合が見られる。 

更有弄影戲者，元汴京初以素紙雕鏃，自後人巧工精，以羊皮雕形，用以綵色妝

飾，不致損壞。 

「黄素志」は「素紙」の音通であろう。また、紙から羊皮に改めたという材料の変化も、この

記事を踏襲したと思われる。顧頡剛や江玉祥も認めているように、黄素志創始説が伝説である

ことは明らかである。 

大師哥と観音菩薩 《中国皮影

戯》p.88 
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冀東皮影戯の影人の造形は、前にみたように、華北各地の皮影戯と独り異なっている点が多

いので、全く別系統の皮影戯であるとみなされる。先行研究では、顧頡剛が明の永楽帝が江南

の富戸を北京付近に移住させたことに起源を求めているが、しかし、後述するように北京西派

系統の皮影戯の方がより古くから北京に存在したと思われるので、説得力に欠ける。あるいは、

明末の東北皮影戯、もしくは山海関の軍隊との関連があるのかもしれないが、いずれにせよ現

状では推測の域を出ない。 

冀東皮影戯が隆盛に向かうのは、清代後期以降である。江玉祥によれば、清代の道光年間に

楽亭の芸人・高述堯が従来の灤州皮影戯の唱腔を改革し、また上演レパートリーを増やして面

目を一新させた。顧頡剛《灤州影戯》は、北京皮影戯が東西に分化したのは道光頃というが、

それは改良された楽亭皮影戯が北京東城に進出した時期を指すのであろう。 

2.  冀東皮影戯の影巻をめぐって 

西派皮影戯に対する冀東皮影戯の特徴に、影巻を見ながら上演することがある。このことは、

冀東皮影戯が盛行する上で重要な作用を果たしたと考えられる。口伝の場合、役者は台本を暗

誦しなくてはならず、一定量のレパートリーを身につけるにはそれなりの訓練期間が必要とな

る。しかし、冀東皮影戯では台本を見ながら演唱するので、極めて短期間で役者を養成できる。

現在、唐山市戯劇学院の皮影戯科における皮影戯役者の養成期間は、わずか三年間に過ぎない

という。これは一面、プロとアマチュアの垣根が低いとも言え、唐山市では集落ごと、あるい

は団地の楼ごとに一つの劇団があったというような、アマチュア劇団の隆盛と皮影戯受容の裾

野の広がりをもたらしたと言えよう。 

もっとも、影巻の流通には、秘密主義がつきまとったようである。影巻は所有者の財産であ

り、それを他の劇団や個人に貸し出すことはあり得なかった。このため、影巻の複製はは記憶

を媒介としておこなわれた。例えば、皮影戯の上演を見て暗記したものを書き起こす、または、

劇団に参加して影巻を記憶した役者が、その劇団の解散後、別の劇団に参加して記憶を頼りに

書き起こす、あるいは、影巻所有者に影巻を閲覧させてもらってその場で暗記し、帰宅後抄写

する、などの方法があったそうである。本研究を通じて収拾された影巻で、同じ物語でありな

がら歌詞や台詞に相当の出入りのあるものが多く見られるのは、このような事情に起因する。 

なお、影巻は上演台本として利用される以外に、冀東地域では読み物としても受容されたそ

うである。劉季霖氏によれば、冀東のある老人に影巻の購入を申し込んだところ、大切な読み

物だとして手放そうとしなかったことがあるとのことである。また、鼓詞や子弟書と同様に石

印本も刊行されており、影巻には読み物としての機能もあったと考えられる。 

（四） 北京西派皮影戯の形成と全盛期 

前にふれたように、北京西派の形成については、冀東皮影戯から分化したとの説、本来別系
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統であるとの説の二説がある。分化説の代表は顧頡剛《灤州影戯》で、明末に冀東で発生した

灤州皮影戯が東北に進出し、清王朝とともに入関して北京に定着したのが、嘉慶ごろ分化した

ものであるとする。 

別系統説は、斉如山《故都百戯》や、翁偶虹《路家班與北京影戲》、および劉季霖氏が受け

継いだ西派皮影戯の伝承に見えるものである。《故都百戯》では、四川・河南に起源するとし、

《路家班與北京影戲》では、蘭州から河南を経て昌平に伝わりそこから北京に入ったとする。

劉季霖氏は自身の見聞から、まず蘭州から山西に伝わり、やがて保定を経て涿州そして北京へ

と伝わったと推定する。 

前述のように、西派皮影戯と東派皮影戯との間には、特に影

人の造形が大きく食い違い、西派皮影戯には陜西系皮影戯との

共通点が多くみられる。これは、西派皮影戯と陜西系皮影戯が

同根のものであることを物語る。また、劉季霖氏が収蔵してい

た明末・清初のものという影人には、劉氏が纒頭と総称する異

民族をかたどった一群の頭楂を含むが（現在は早稲田大学図書

館に収蔵される）、それらは清末民国時期の西派皮影戯には該

当する演目が存在しなかったという。西派皮影戯の歴史の古さ

が窺い知れ、灤州皮影戯とは別系統であるという説が説得力を

持つ。 

江玉祥は、陝西皮影戯と西派皮影の間には、祖師爺が觀音菩薩であること、影巻を暗記して

上演するスタイルなどの共通が見られることから、西派皮影戯を秦晋系皮影戯と認めている。

また、唐山地区に 1950 年代まで伝承されていた福影と呼ばれる皮影戯も、同様の特徴を有し

ており、灤州皮影戯流行以前の秦晋系皮影戯であるとする16。 

そうであるならば、北京西派皮影戯の源流となる河北の秦晋系皮影戯は、冀東皮影戯よりも

はるかに古くから存在しており、北京における西派と東派の関係は、唐山市における福影と灤

州・楽亭皮影戯の関係と等しいことになる。顧頡剛が引く李脱塵《灤州影戯小史》では、北京

西派と東派の区別は、乾隆・嘉慶のころにあらわれ同治以降に明確化したとするが、これはす

なわち、冀東系皮影戯がその時期に北京に進出し基盤を築きあげたことを、灤州皮影戯芸人の

立場から言い換えたものであると考えるのが妥当であろう。 

ところで、顧頡剛が引く李脱塵《灤州皮影戯小史》では東北より北京に皮影戯を持ち込んだ

礼親王府に影戯班があったことに言及する。一方、劉季霖氏は、ヌルハチの第二子である礼親

王府の影戯班の遺物という西派皮影戯影人を所有していたが（現在は上海博物館に収蔵され

る）、その「精工紗彫」の極めて精巧な彫刻は、確かに一般の上演用のものとは異なっている。

また、果親王府の遺物という頭楂も所有しており、《中国美術全集》に写真が掲載されている。 

纏頭（早大中央図書館蔵） 
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考えるに、北京の各王府の皮影戯も当初は西派皮影戯を用いていたのであろう。やがて、清

代後期に冀東皮影戯が北京に流入・流行し東派皮影戯が成立し、西派を圧倒するにおよび、東

派皮影戯は西派皮影戯の王府上演の過去を我がものにしたのであろう。斉如山《故都百戯》で

は、怡王・粛王・礼王・荘王・車王等の王府が影戯班を抱えており、粛王府の影戯箱が東派皮

影戯の劇団に受け継がれていることに言及するが、清代後期には王府の影戯班に東派皮影戯が

採用されていたと考えれば辻褄があう。粛王府は現在の北京飯店の長安街をはさんだ反対側、

北京市政府がその場所であり、東城に位置している。一方、礼親王府は西四のクランクの東南、

果親王府は現在の平安大道と趙登禹路との十字路の北西にあたり、いずれも西城に位置してい

る。江玉祥は、東派は清代前期、王府内部でしか演じられなかったとするが、修正されるべき

であろう。 

劉季霖氏によれば、西派皮影戯の 盛期は乾隆年間であった。このころ各王府は西派の皮影

班を召し抱えており、民間とあわせて約三十の班が存在した。そのうち有名なものに、初代礼

親王代善の影戯班が解散した後に民間で組織され、影人の精巧なことで知られた絨線胡同口外

頭（西単の南）の南永盛、および、方磚廠胡同口外頭（鼓楼の南）の北永盛があった。なお、

北永盛の所在地は《故都百戯》に載せる東派皮影戯の徳勝班の所在地と同じ胡同である。鼓楼

周辺は、故宮によって仕切られた北京の東西が交わるところであり、さまざまな芸能が集まる

地でもあったので、北京における皮影戯の盛衰が如実にあらわれたものと解される。 

（五） 徳順班の沿革と清代後期以降の西派皮影戯 

劉季霖氏が団長を務めた北京皮影劇団は、解放後北京に唯一残った皮影劇団である徳順班を

母体とする。以下では、徳順班の成立から文革前までの歴史を、劉季霖氏へのインタビューに

基づき、翁偶虹《路家班與北京影戲》等を参照し、北京西派皮影戯の全般的情況に言及しつつ

まとめる。 

1.  徳順班の前身 

徳順班は路家班と称され、路氏一族の家族劇団であるかのように理解されているが、それは

事実と異なる。路氏は代々影戯班を組織し班主をつとめたが、世代ごとに影戯班を新たに組織

しているし、班員の大半が家族で占められたのは、1930 年代から中華人民共和国成立までの、

皮影戯が も零落した時期のみに過ぎない。 

路氏の皮影劇団は、清代中期、咸豊年間前後に路徳成が組織した祥順班にさかのぼる。劇団

の所在地は、西単の堂子胡同。翁偶虹によれば、路氏の原籍は東北で清朝ともに入関し、北京

の北、昌平県沙河の路家荘に住み着いた。六代目の路広才は棄農して北京に皮影戯を学んだが、

白蓮教の乱にともない皮影戯が弾圧されたため、山にこもって絶食して果てた。その子が徳成

であるという。ただし、白蓮教が皮影戯を宣伝に用い「懸燈匪」として弾圧されたとの伝承に
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ついては江玉祥が疑義を呈しており、路広才の経歴についても、誇張や錯誤を含む可能性は否

定できない。路徳成の子は福元。西四の頒商胡同口外頭に福順班を組織した。翁偶虹は、家具

製作業の傍ら皮影戯を上演する、兼業劇団であったとする。 

この時期、南永盛・北永盛は既に解散していた。北京西派の劇団としては、西天合が存在し

た。大きな劇団で、影人のすばらしさで名を馳せ、皇宮で上演したこともあったという。 

2.  徳順班の成立と清末民国時期の西派皮影戯 

北京皮影劇団の全身である徳順班は、路福元の子、宗元、字耀峰が光緒二十三年（1897）に

組織した。翁偶虹は、成立を光緒三十一年、耀峰を 1883 年 9 月 6 日生まれとする。所在地は

平安里の毛家湾兒（現在の平安大道平安里交差点の南東）。劇団員としては、以下の三名が知

られている。 

瞎王：教養があり、台本の編集を担当した。あだ名の通り、盲人であったた

め、口述した。家が無く、路耀峰に寄宿していた。 

李四：家が無かった。 

彭文録：耀峰の師弟。徳勝門外黒寺に居を構える。 

徳順班は、西派皮影戯の主要レパートリー“京八本”のうち、四種の神話戯《小開山》《西

遊記》《白蛇伝》《混元盒》で名をなした。《英烈春秋》などの袍帯戯も演じたが、主要レパー

トリーはあくまでも神話劇にあった。連台戯の上演はほとんど無く、いずれも折子戯として上

演された。徳順班は、影人の質は高くなく、しかも他の影戯班のものを購入して使っていた。

しかし唱腔に優れ、路耀峰は民国期には“小梅蘭芳”と称された。 

また、票友とも活発に交流し特に臥雲居士と親交があり、堂鼓を贈られている。一方、京劇

の俳優が皮影戯の幕後に至って歌うことも多かった。これを“穿筒子”と称し、金少山から赫

寿臣に至るまで、多くの京劇の俳優が出入りしたという。かくて、“影戯帯二簧”と呼ばれる

情況が生まれ、やがて義和団事件の頃、徳順班はそれまでの高腔を京劇の唱腔に改めた。 

この時期、西派の影戯班はまだ数班存在していた。 

永慶班：班主孟雨天 

天富班：所在地は達智橋口外頭。日中は木偶戯、夜間は皮影戯を演ずる、“木

偶皮影両下鍋”の劇団であった。 

西天和：所在地は缸瓦市（現光華理髪館の位置）。班主は甄永享（二爺）。

兄弟の永遠・永利・永貞らがいた。三男の永利は画師であった。 

永成班：魏殿臣 
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金鱗班：「白天演木偶、晩上演皮影」の「木偶皮影両下鍋」劇団。木偶戯は

大台宮戯で、宮中でも上演されたもの。声腔がともに高腔であった

ため、両立が可能だった。 

和成班：彭縁 

祥慶班 

このほか、搭班して皮影を歌う老生の霍二爺がいたという。 

中華民国が成立後、西派の劇団はますます減少し、西天合と徳順班のみが存続していた。西

派皮影戯は主に満州族の王侯貴族の堂会上演で経営を維持していたが、清王朝が倒れたこと

で、満州族貴族は没落へと向かい、堂会の需要が減少したのが主因であるようだ。また、顧頡

剛が言うように、映画など新たなメディアの登場、さらには、北京から南京への遷都もそれに

拍車を掛けたと思われる。 

徳順班では、このころ瞎王・李四らが没し、それに代わって路耀峰の五人の子が劇団に加わっ

た。その結果、劇団の陣容は以下のようになった。 

路耀峰（？～1962） 青衣 打単皮・太鼓 

路景魁（奎） 丑 三弦・瑣吶・小鑼 

路景通 武生 耍人兒 

路景達（？～1991.2） 小生（文生） 瑣吶・耍人兒・彫刻 

路景平 架子花臉 四胡・堂鼓 

路景安 小生・花臉・彩婆子 耍人兒・彫刻 

没年については、劉季霖氏は、直接の師となる路景達を除いて、覚えていないとのことである。 

劇団経営環境は更に悪化していたが、まだ劇団を維持し生活費をまかなうだけの収入はあっ

たという。京劇俳優との交流も続いており、四大名旦の尚子雲・梅蘭芳・程硯秋の家で堂会を

演じたこともあり、尚小雲の《混元盒》、程硯秋の《六月雪》はいずれも皮影戯から改変した

ものであるという。なお、程硯秋は早大演劇博物館に影人を贈っているが、それはおそらく徳

順班のものであったと思われる。ただし、現物は未整理資料となっているようで、未発見であ

る。また、路景達は影人の彫刻に優れ、美術的にも工夫を凝らし、京劇の臉譜を浄の造形に移

入した。 

3.  1936～40 年代 

1930 年代後半になると、日本の中国侵略が次第に激しくなり、北京は日本占領時代を迎える。

このため、皮影戯の上演環境は更に悪化した。西天和は七・七事変頃に劇団を解散し、世代交

代して班主をつとめていた傅子雲は、徳順班に参加した。ただし、1935 年に書かれた斉如山《故
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都百戯》では、西天和の班主を甄三としており、矛盾が見られる。同じ青衣であった傅子雲に

後を譲る形で、路耀峰は現役を退いたという。また、1940 年代はじめには、残る東派の劇団も

あるいは解散し、あるいは冀東の故地に帰り、北京に残る皮影劇団は徳順班のみとなった。 

1940 年頃、徳順班は前門の西南、大柵欄の新新勧業場（現在の新新時装公司）の三階にあっ

た劇場、新羅天で、定期的に皮影戯を上演するようになった。勧業場の経理課が皮影劇団を探

しており、徳順班に白羽の矢が立ったのだという。これが、西派皮影戯にとって初めての劇場

での定期上演となる。 

劉季霖氏は、少年時代にこの新羅天での上演を見て皮影戯に魅せられたという、一方、澤田

瑞穂も昭和 16 年に新羅天で西派皮影戯を見ている17。澤田の記述によれば、新羅天は二階が部

屋に分かれて、そこで各種芸能を上演していた。徳順班は若手を中心に十人余りの人数を抱え

ていたという。 

ところで、澤田は新羅天の徳順班以外にも東派皮影戯の劇団を訪ね、足繁く通っている。そ

の劇団は、「東四電車通りの路西、馬大人胡同の南にある狭い小路」の「「灤州皮影戯 勝友

軒」という軒灯の掛かった小屋」で上演しており、座長格は「白玉璞という五十余歳の老人」

であった。劉季霖氏へのインタビューで、民国時期、東派皮影戯 晩期の劇団として、白玉普
ママ

が班主をつとめる銭粮胡同の燕春台の名が挙がっていたが、銭粮胡同は隆福寺の裏手を東西に

走る胡同で、馬家胡同の南の筋にあたり、まさしく澤田の記述と合致する。澤田は燕春台が北

京を後にして冀東に帰る前、ほぼ 後の公演を見、北京東派皮影戯という劇種の消滅に立ち

会ったのである。 

さて、徳順班はこの時期、新羅天のほか、新街口西街の布店の二階で、店の宣伝・客寄せの

ための皮影戯上演を始めた。その情況については、楊樹屏〈三十年代北京商業大競争見聞〉18に

詳しい。それによると、その布店は祥順成といい、民国 17・8 年頃の夏、通り沿いのバルコニー

に影幕を組み、毎晩《西遊記》《白蛇伝》などを毎日連台戯として上演し、店の前は黒山の人

だかりで交通の妨げとなるほどであった。しかし、近所の布店三益和は、それに対抗して宣伝

のための映画上演を開始し、祥順成の皮影戯を上回る人気を集めた。過剰な競争に同業の和気

を損なうことを懸念した別の布店、および交通の妨げとなることを憂慮した警察が斡旋し、両

店を和解させたという。 

徳順班がこの時期に新羅店・祥順成という新たな固定上演場所を開拓せざるをえなかったの

は、日中戦争時期の北京では堂会上演の需要がより一層減少し、経営困難に陥ったためである。

それでも、劇団の維持は困難で、路耀峰は人力車夫をつとめ、また路景達は影人を販売用に彫

刻して一家を養っていたが、それでも間に合わず後には三輪車夫をつとめた。この苦況にあっ

て劇団が存続しえたのは、家族中心の劇団へと変化していたため、団員が離散することなく団

結を保ち得たことが大きい。 
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また、同時期に徳順班はレコード録音をしたという。幸い、日本コロンビアが復刻した『中

国伝統戯曲音楽集成』に、路宗友（耀峰）・路景奎の「双怕婆」、および傅子雲・路景奎「王

小趕脚」が収録されており、解放前の徳順班皮影戯を聞くことができる。 

4.  徳順班から北京皮影劇団へ 

1949 年の解放後も、堂会などの需要は回復せず、徳順班の経営は困難を極めた。そんな中で、

路景達は劇団を維持するために、さまざまな働きかけをおこなった。まず、副業の縁を生かし

て、毛家湾東口にあった三輪車公会の宣伝に皮影戯を売り込み、街頭で愛国ものを中心に上演

した。さらに、北京市文化局文芸処に出向いて発言し、美術家・戯劇家の審査を経て、皮影戯

を民間芸術と認定させることに成功する。その結果、上演機会が増え、また路景達は美術院の

民間美術家になる。 

このころ、徳順班は徳順皮影戯社に名を改め、路景達が劇団長に就任した。なお、劇団長は

1955・6 年ころに、路景平に交代した。改組とともに、徳順皮影戯社は専業劇団化し、政府の

お墨付きをえたことで収入の途も増え、劇団員に給与（45～60 元）を支払いなお余りある情況

となった。路耀峰も 1958 年まで給与をもらっていたという。ちなみに、劉季霖氏が劇団に参

加したのは、1955 年のことである。 

上演場所もそれまでとは様変わりし、西単にあった曲芸庁、大柵欄の前門小劇場などで上演

するようになった。また、1950 年代から 60 年代にかけて数度の天津公演を行い、大成功を収

める。さらに、朝鮮戦争に中国が参戦すると、徳順皮影戯社は第三批赴朝慰問団に参加し、各

地で慰問公演した。帰京後、文芸講習班に参加している。 

1956 年、徳順皮影戯社は、大柵欄の南、陝西巷の、かつての李万春京劇団の本拠地に移転し

た。翌年には木偶戯の劇団と合流し、名称を北京宣武皮影木偶劇団に改めている。このころに

なると、多くの新編劇が創作・上演されるようになった。劉季霖氏も《三隣居》《偽装狐狸》

《抜蘿蔔》《猪八戒背媳婦》などを製作した。1958～9 年にかけては、北海公園の王佛閣で上演

したが、短期間で終了した。 

1960 年に劇団の本拠地は、大柵欄から現在の遠東飯店前にかけて斜めに伸びる鉄樹斜街（李

鉄拐胡同）に移った。この時期には、内城や前門での上演が減少し、そのため、団長の路景平

は天橋での上演を企図した。天橋の持つ猥雑とした場末のイメージから、劇団員たちは反対し

たが、景平の説得により 1964 年には天橋電影院で上演するようになった。その後、同じく天

橋の二友軒に移り、短期間であるが天楽戯院でも上演した。当時の上演時間は、午後 1 時から

5 時が一般的で、時には午前 10 時から昼食まで演ずることもあったが、夜の上演はなかった。

この路景平の経営判断によって、劇団の経営環境は改善した。 

文革を経て、1979 年に劇団は改組して北京宣武皮影劇団となり、香爐宮に移った。さらに

1984 年には北京皮影劇団に改称、1995 年に石頭胡同に移っている。 
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おわりに 

（一） 近代都市と皮影戯 

1.  皮影戯のメディアとしての特色 

旧時都市には数多くの演劇・芸能があった。それらは、競争関係にありながらも、それぞれ

異なった表現方法および社会的機能を備えており、相補的な共存関係にもあったと考えられ

る。以下では、皮影戯と京劇との比較を通じて、それぞれの通俗娯楽メディアとしての特色や

機能を相対化するとともに、それらが近代においていかなる変容を遂げたのかを徳順班の歴史

から析出することを試みる。 

影人を操作しスクリーンに投影する皮影戯では、人戯では表現が難しい飛行や妖術などを、

簡単に視覚的に表現することができる。西派皮影戯の「京八本」の半ばは神怪ものであるが、

それは皮影戯の表現技法を 大限に生かせるからであろう。皮影戯は、物語の伝達機能という

点にも特色がある。劉季霖氏によれば、旧時の富戸には、皮影戯劇団を招いて十日から数ヶ月

にもわたって連台戯を演じさせることがあったという。傅耕野〈堂会戯〉19によれば、王府で

の堂会では、数ヶ月連続で皮影戯の連台戯を上演することもあったという。一方、北京の京劇

では連台戯はさほど多くなかった。通俗娯楽メディアとしての皮影戯は、視覚表現および物語

の伝達に大きな特色があったと考えられる。 

演劇上演のコストも、重要なファクターである。民国初年まで、皮影劇団の経営を支えてき

たのは、誕生日・婚礼など慶事における堂会戯の需要であったが、清末から民国年間にかけて

の堂会については前掲〈堂会戯〉に詳しい。それによれば、屋敷内に戯台のある大邸宅を除け

ば、堂会を上演するにあたって、中庭に臨時の戯台を組み立てるか、中庭が充分広くない場合

は戯台・飯荘・戯園などを借りる必要があった。京劇の場合、俳優への謝礼は一般の商業公演

の倍であった。 

皮影戯の場合は簡単な映幕を設置するだけでよく、一般の屋敷の広間で十分に上演できたの

で、上演場所のコストがかからない。また、京劇の場合、楽隊・俳優を会わせると、人数は十

人を超えるのが普通であるが、皮影劇団の場合は、一人が楽隊・歌唱・耍人児の幾つかを兼ね

るので人数は十人に満たず、当然コストは京劇よりも安価であった。 

今回の調査では、具体的なコストを知るインフォーマントを発見できなかったが、斉如山《故

都百戯》によれば、午後から夜半まで上演して、清末は紋銀五両、民国以降は約十元であった

という。十元という価格は、アヒル一羽とフカヒレスープの宴席が一卓 8～15 元20、北京・上

海の三等客車が 22 元 8 角 5 分であることを考えれば、年に数えるほどしかない慶宴の座興と

しては、さして高額ではなかろう。皮影戯は人戯にない表現方法を備え、かつ低廉なメディア
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として一定の需要を獲得したものと考えられよう。 

2.  民国期都市皮影戯衰退の要因 

表現や上演コストといった点で、皮影戯の京劇への優位性は民国時期に至っても大差なかっ

たと考えられるが、それにも関わらず、1920～30 年代に皮影戯は没落し、京劇は黄金時代を築

きあげた。経済環境的には、清朝の滅亡にともなって旗人貴族層が没落し、かつ不安定な社会

情勢によって堂会の需要そのものが減少したことが考えられるが、しかし民国期おける京劇と

皮影戯とを対比した場合、社会・経済環境の変化が及ぼした影響も大きいと考えられる。 

劉季霖氏によれば、皮影戯は、スクリーン越しに影人を投影するため、上演者と観客とが顔

を合わせる必要がない。顔を合わせるのは、点戯
リ クエスト

の際の戯目単のやりとりがせいぜいである。
清代にあっては、儒教的な規範がともすれば過剰なほどに要求され、男女が席を同じくしない

ため、戯園への女性の出入りも禁止された。堂会で人戯を上演する場合は、見ず知らずの若い

男と、世間を知らない娘とが顔を合わせる危険性があり、しかも娘が俳優に惚れてしまうよう

な事態が発生することもあった。しかし、皮影戯のばあいはこのような危険性が無く、そのた

め年頃の娘のいる家でも安心して上演することができた。 

つまり、旧時の堂会において皮影戯が選択されるにあたって、女性観客の存在が重要なファ

クターとなっていたのである。京劇や梆子戯などが生中心主義であるのに対して、西派皮影戯

は旦角が劇団の中心となる体制であったが、それは、かかる上演環境にも適合していたからで

あろう。 

中華民国が成立し五・四運動を経ると、中国の女性の地位向上がはかられるようになった。

劇場は清代には男性のみしか入れなかったが、民国時期になると、まず劇場を半分に区切り男

女が別々のエリアに座る男女分座制があらわれ、やがては男女が混じり合って座るのも許容さ

れるようになった。1920～30 年代の京劇では、梅蘭芳ら四大名旦が登場し、旦角戯の占める地

位が飛躍的に高まったが、大量に出現した女性観客の嗜好にマッチしていたことが一因である

とされる21。かかる社会変革、および京劇観劇体制の変化によって、相対的に皮影戯のメディ

アとしての特性は損なわれ、それが皮影戯の堂会需要の減少に結びついたのではなかろうか。 

ところで、茶館が民国時期に衰退した理由は、低廉で洗練された新式のサービスを提供する

勧業場・遊楽場などの大規模娯楽・商業施設に設置された茶社との競争に敗れたこと、また、

資本規模が小さいため清代末期から南京遷都に至る社会環境の変化に対応しきれなかったこ

とにあるとされる22。皮影戯と京劇との場合にも同じことが言えよう。 

京劇は、その出発点である四大徽班晋京のときから、新安商人の商業資本に支えられた大規

模娯楽メディアであり、民国時期にあっても政治・社会の不安定をよそに、女性という新たな

消費者を大量に獲得することで黄金時代を現出した。一方、皮影劇は商業資本の支えを持たな

い、十人余りの小規模劇団経営であり、民国時期に新たな需要層を開拓することもできなかっ
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た。徳順班は 1930 年代後半以降、新新勧業場の新羅天や布店の祥順成に上演の場を求めたが、

それは、旧来の小規模地場資本と旗人の政治的地位に由来する経済力に支えられた北京の都市

芸能が終焉し、商業資本に裏打ちされた近代都市的な上演文脈へと取り込まれたことを意味す

る。蛇足を加えれば、中華人民共和国のもと、徳順班は民間芸術との政治的認定を取り付け、

また朝鮮戦争の慰問に赴くなど、商業資本から政治へと再度、存立の文脈を変化させ、それに

よって現代まで命脈を保った。 

以上のように、徳順班の歴史からは、近代北京における都市・社会の変容と、伝統演劇・芸

能との相関を読みとることができる。 

（二） 今後の課題 

皮影戯は、北宋の筆記にあらわれてより一千年近くの歴史を有するが、これまでの人戯偏重

の演劇史の中で、十分にその文化史的意義が検討されてきたとは言い難い。例えば《都城紀勝》

には以下のように見える。 

影戲，凡影戲乃京師人初以素紙雕鏃，後用彩色装皮為之，其話本與講史書者頗

同，大抵真假相半，公忠者雕以正貌，姦邪者與之醜貌，蓋亦寓褒貶於市俗之眼戲

也。 

従来、話本小説の発生については、講談との関係からの言及が大半であったが、この記述から、

宋代の皮影戯にも影巻が存在し、しかも話本と同様に流通していたことが推測される。また、

美醜の区別で正義と悪とを表現することが特記されているが、これは現在の京劇など伝統劇の

臉譜にも見られる表現方法である。それが特記されているということは、宋代においては一般

的ではなかったということであり、臉譜という表現技法のある部分が皮影戯に起源する可能性

を示すと考えられよう。 

現在、我々は演劇といえば人戯を想起してしまうが、近世においては庶民層にはむしろ木偶

戯や皮影戯の方が広く流行し受容されていた時期もあった。本稿では京劇と皮影戯との関係に

しぼって、メディアとしての機能および社会的文脈をごく表面的に比較したが、今後は文字メ

ディアも含めて、さまざまな通俗物語メディアが特定の社会環境のもと相互に影響をおよぼし

ながら共存・競争していた様態を精査し、通俗物語メディアの構造の変遷過程として演劇史・

通俗文学史を再構築する作業が必要になろう。皮影戯研究は、その端緒を提供するものである。 

また、本研究では北京西派皮影戯を取り上げ、近代都市における通時的な芸能の変容につい

て考究したが、一方、北京東派の劇団は多くが冀東出身者によって経営されており、経営環境

が悪化すると冀東の故地に帰っていったように、常に冀東地域との結びつきを保っていた。さ

らに、冀東皮影戯の劇団は、都市に限らず、農村や郷鎮でも農閑期を中心に長期間の連続公演



近代中国都市芸能に関する基礎的研究 

94 

などを行っており、現在でも唐山市皮影劇団は農村で公演をしている。つまり、東派＝冀東皮

影戯は、北京という大都市と唐山地域の地方都市、さらには冀東地域の農村とを直接に媒介す

る演劇メディアであった。また、本研究の過程を通じて数多くの影巻が収集されたが、それら

の大半は冀東地域のものである。 

冀東地域への現地調査を通じて、上演の実態と歴史とを明らかにし、また影巻について、京

劇台本や鼓詞・子弟書などの北方地域に流通した通俗文学メディアとの比較を通じて、物語・

言語などの特色を抽出することで、都市と農村との文化交流のモデルを抽出することも、今後

の課題である。 

*     *     * 

筆者が劉季霖氏と偶然出会ったのは、1991 年の春のことである。偶然立ち寄った長富宮のロ

ビーで、皮影劇団が影人の実演販売をしていた。澤田瑞穂の本を通じて皮影戯の存在は知って

いたので、勢い込んでどこで上演しているのかを訪ねたところ、その場を仕切っ ていた男性が、

今は上演がないので話を聞きたければ明日家に来い、と応えてくれた。厚かましくも押し掛け

た筆者に、影人や影巻を示しながら皮影戯のこと、芸能のこと、そして北京のことを熱く語っ

てくれたその男性こそが、劉季霖氏である。この偶然の出会いがなければ、本研究は立ち上が

らなかったであろう。 

その後、劉季霖氏は不幸にも脳内出血を患い、半身不随となってしまった。しかし、病身を

おして、我々の見当はずれな問いに一々答えてくださり、その熱意はいささかも衰えることが

なかった。末筆ではあるが、劉氏のご厚誼に衷心より感謝申し上げたい。 
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押韻から見た説唱文学と皮影戯  

古屋昭弘  

1．はじめに 

本稿では明清以来の説唱文学の韻を大雑把ながら整理し類型化すること、そしてその中で皮

影戯の韻についても考えることを目的とする。本来は各種説唱文学の韻をそれぞれの作品に即

して帰納すべきであるが、経験的に言えば、そこまでせずとも元の『中原音韻』の十九韻や清

朝以来の十三轍に基づくことによって大体の整理は可能である。ただし南方の説唱文学も視野

に入れるならば、もう少し工夫が必要となる。入声の問題もある。そこで中古漢語の十六摂を

基準として、より多くの作品に適用できるような韻類を先に設定しておきたいと思う。黎 1966

の「詩歌新韻轍」などの試みと類似するが、それらが実作の用に供されることを目的にしてい

るのに対し、本稿は整理と類型化の便宜のための設定である。 

2．韻類の設定 

まず非入声の場合。例字のあとの韻母は現代北京語のピンイン（主要なもののみ）。あくま

でも参考のためであり、各韻類の推定音ではない。以下、韻類はゴチで示す。 

〈韻類〉 〈十三轍〉〈中原音韻〉 〈例字〉 

通 中東轍（東冬韻） 通公紅中容 -ong 

曽 中東轍（庚青韻） 登能層氷升 -eng,-ing 

梗 中東轍（庚青韻） 英明名情丁 -eng,-ing 

曽梗 w 中東轍（東冬韻、庚青韻） 兄弘宏榮萌 -ong 

江宕 江陽轍（江陽韻） 當郎張常光 -ang 

止 a 衣期轍（齊微韻） 皮奇移離疑 -i 

止 b 衣期轍（支思韻、齊微韻） 池詩師司之 -i 

止 c 灰堆轍（齊微韻） 隨眉追歸飛 -ei,-uei 
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遇 a 姑蘇轍（魚模韻） 圖姑湖無珠 -u 

遇 b 衣期轍（魚模韻） 居虚餘魚驢 -ü 

蟹 a 衣期轍（齊微韻） 迷提泥齊西 -i 

蟹 b 灰堆轍（齊微韻） 杯陪雷回背 -ei,-uei 

蟹 c 懷來轍（皆來韻） 臺開財栽齋 -ai 

蟹 d 懷來轍（皆來韻） 街鞋階偕諧 -iai 

臻 人辰轍（眞文韻） 昏伸人聞斤 -en,-in 

深 人辰轍（侵尋韻） 擒心吟陰林 -en,-in 

山 a 言前轍（寒山韻） 殘安間顔還 -an  

山 b 言前轍（桓歡韻） 完冠酸寛官 -uan 

山ｃ 言前轍（先天韻） 眠煙憐仙全 -ian 

咸 a 言前轍（監咸韻） 男談三藍衫 -an 

咸 b 言前轍（廉纖韻） 甜簾嫌炎嚴 -ian 

效 遥迢轍（蕭豪韻） 桃高標橋妖 -ao,-iao 

果 梭波轍（歌戈韻） 哥羅波摩窩 -e,-uo 

假 a 發花轍（家麻韻） 茶沙牙霞誇 -a  

假 b 乜斜轍（車遮韻） 些邪爹爺靴 -ie 

假 c  （車遮韻） 遮車 -e 

流 尤求轍（尤侯韻） 頭收仇休遊 -ou,-iou 

上の韻類表のうち摂を更に分けたものについては解説が必要となろう。 

まず遇 b とは、中古魚虞韻（上去声を含む）の牙喉音・歯頭音と娘母・來母の諸字つまり北

京語の-ü（居など）を指すが、それらの字が遇 a の字（遇 b 以外のもの）つまり北京語の-u（姑）

と通押するか止 ab 蟹 a の字つまり北京語の-i（基など）と通押するかということも、分類の基

準となる。なお止 a は舌上音・歯音および日母を除く止摂開口字のこと。多くの方言で「遺季」

など一部の合口字もここに入る。止 b は止摂開口の舌上音・歯音。北京語でいえば zhi・chi・

shi､zi・ci・si 及び er の類。説唱文学ではよく止 a と通押する。止 c は止摂合口字。北京語では

-ei や-uei となる。 

蟹 a とは中古齊韻（上去声を含む）・祭韻・廃韻の開口字のこと。多くの作品で止 ab と通押

する。蟹 b は蟹摂 1・3・4 等の合口字（「外」など中古泰韻の一部の字を除く）のこと。北京

語でいえば-ei や-uei となるもの、多くの作品で止 c と通押。蟹 d は「街皆」など蟹摂 2 等開口

の牙喉音の諸字を指し、それが「該」などの蟹 c（蟹摂 abd 以外、即ち北京語の-ai や-uai）と

通押するのか、それとも「斜」などの假 b（正歯音・日母を除く假摂麻韻 3 等）と通押するの
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かが問題となる。北京語でいえば古い-iai の段階にあるのかそれとも新しい-ie の段階にあるの

かという問題である。假 c は「遮車捨」など假摂麻韻 3 等の正歯音・日母のこと。假 b（乜斜

轍）と押韻する場合と果（梭波轍）と押韻する場合がある。 

山 a 山 b 山 c と咸 a 咸ｂは『中原音韻』によって分けたが、明清以来の説唱文学を扱う場合、

ほとんど必要のない区別である。本稿では特にことわらない限り山および咸は細分していな

い。ただし木魚書では山 a と山 b 山 c、および咸 a と咸 b を区別する傾向がある。 

曽梗 w は「兄弘宏」などの曽梗摂合口字である。これらの字は『中原音韻』では東冬韻と庚

青韻に分属。明代以降はほとんど通として扱われるので本稿でも一々通＝曽梗 w とはせず、通
の一字で示すことにする。従って本稿の曽と梗は曽梗 w を含まないものとする。 

止 b は『中原音韻』で多く支思韻に属するが、「知笞癡」などの止摂開口舌上音の字は齊微

韻に属する。 

3．初歩的類型化 

以上のうち、華南の個別の説唱文学を除き、山と咸、臻と深を分ける必要は普通ないであろ

う。曽と梗も、非入声の場合、合併しても差し支えない。 

さて説唱文学で最もよく使われる韻類は臻深、曽梗、通などである。これら諸類の字の通押

状況によるだけでも初歩的な分類が可能である。例えば、大まかに言って、次のような状況が

見られる。 

明刊説唱詞話や江南の弾詞・宝巻、広東の木魚書（および京劇）など：臻深＝曽梗≠ 通 

明の楊慎『二十一史弾詞』：臻深＝曽梗＝通 

清初の木皮散客鼓詞（および敦煌変文や元雑劇）：臻深≠ 曽梗≠ 通 

清初の鼓詞や清中期の子弟書、現代の快板：臻深≠ 曽梗＝通（清末民国初の鼓詞も同様） 

同じく鼓詞と名付けられていても以下の三種は状況を異にする。 

『彩雲毬鼓兒詞』：臻深＝曽梗＝通 

『宣統復辟夢』『水滸傳鼓詞』：臻深＝曽梗≠ 通 

このほか遇 b＝止 ab 蟹 a（たとえば居魚と欺池齊）は鼓詞や子弟書などの北方の作品に多く

見られる。呉語系の弾詞では遇 a＝遇 b のみならず遇＝果（たとえば無奴と哥和）の通用も見

られる。木魚書では效の一部の字（刀など）が遇 a（徒など）と押韻。明らかに粤語の影響で

あろう。 
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4．中古入声について 

次に入声については、上の韻類のどれかに派入している場合と独立している場合とがあり、

それ自体分類の基準となしうるものである。弾詞・宝巻などの江南の作品では入声で押韻する

ことがほとんどないとはいえ、押韻するとすれば入声同士で韻を踏むものと予想される。入声

が上の韻類のどれかに派入するものは一般的に言って北方の作品である。 

入声の派入状況を類型化するうえで最も役に立つのが、いわゆる文白異読に関連する通摂 3

等入声、江宕摂入声、梗摂 2 等入声（および曽摂歯上音入声）、曽摂 1 等入声の諸字の動向で

ある。多くの作品で次のように二つの反映が見られるのである。参考のため北京語の韻母をピ

ンインで付した。 

通摂 3 等入声 流 粥熟 -ou,-iou 

 遇 ab 福俗 -u,-ü 

江宕摂入声 效 嚼着 -ao,-iao 

 果 濁托 -e,-uo 

梗摂 2 等入声 蟹 c 白宅 -ai,-uai 

 果 責白 -e,-uo 

曽摂 1 等入声 止 c 蟹 b 黑賊 -ei 

 果 德國 -e,-uo 

それぞれ上の方を白話音型、下の方を文語音型と名づけることができよう。北京語でいえば、

通摂 3 等の「六」に流類相当の liou と遇 a 類相当の lu の二音、宕摂 1 等の「薄」に效類相当の

bao と果類相当の bo の二音、梗摂 2 等の「柏」に蟹 c 類相当の bai と果類相当の bo の二音、ま

た曽摂 1 等の「得」に止 c 蟹 b 類相当の dei と果類相当の de の二音が、それぞれ存在するよう

な例である。 

清初の鼓詞・木皮散客鼓詞では、江宕摂入声→果（脚着郭）の状況が見られる。子弟書では、

江宕摂入声→效（着學薄）、江宕摂入声→果（着學薄）、および梗摂 2 等入声→蟹 c（白宅）、

梗摂 2 等入声→果（白）、および曽摂 1 等入声→止 c 蟹 b、曽摂 1 等入声→果の両方の状況が

見られる。ちなみに元曲では、江宕摂入声→效、梗摂 2 等入声→蟹 c、曽摂 1 等入声→止、の

現象が広く見られる。なお董西廂諸宮調では「剥角」などのような江摂入声の字が（本稿で言

う）假 a と通押する。現代四川の説唱文学では文語音型のみの状況が見られるが、曽摂 1 等・

梗摂 2 等入声が果ではなく假 b に入るのが特徴である。 

以上以外の入声は北方でそれぞれほぼ次のような派入状況を見せることが多い。参考のため

対応する北京語の韻母のピンインを付す。 
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通摂 1 等入声 遇 a 撲哭 -u 

臻摂 1 等合口入声 遇 a 突忽 -u 

臻深摂 3 等開口入声 止 ab 蟹 a 吉一 -i 

臻摂 3 等合口入声 遇 ab 出屈 -u,-ü 

山咸摂 1 等入声 果假 a 割合 -e,-uo,-a 

山咸摂 2 等入声 假 a 瞎壓 -a,-ua 

山咸摂 3 等輕唇音入声 假 a 發法 -a 

山咸摂 3 等入声（輕唇音と次の類を除く） 假 bc 折舌 -e,-ie,-üe 

山咸摂 3 等合口入声（舌上音・正歯音） 果 拙 -uo 

曽梗摂 3 等開口入声 止 ab 蟹 a 席石 -i 

曽梗摂 3 等合口入声 遇 b 域 -ü 

5．皮影戯の韻について 

ここで以上のような韻類を基準として皮影戯の押韻状況を分析してみたい。今回あつかうの

は民国年間の排印本『燕影劇』（東洋文庫所蔵、全 754 頁）である。読み物として鑑賞する限

り、七言句を基調とする「唱」の部分を始めとして、ほとんど説唱文学と言ってもよいほどの

劇本である。明刊説唱詞話の『花關索傳』と酷似する「唱」が現代安徽の儺戯で使われている

ことからもわかるように、もともと説唱文学と戯曲の関係は深いと言えよう。 

まず問題となるのは韻の踏み方であるが、一般的な偶数句押韻（大部分は平声）の方式を採

っている。「唱」の第一句（奇数句）が入韻することもある。特徴的なのは次のような押韻法

が間々見られることである。 

…一雙俊目神都定 望看奴家身上釘 

天縁福凑休錯過 你須幇助我成功 

助我清風與細雨 

〔白〕小青你如此助我一陣清風細雨…（ｐ2） 

ここは「釘功」のように典型的な曽梗＝通の押韻が続くところであるが､「助我清風與細雨」

のように非押韻句で一旦停頓し、そのままセリフに移ってしまうのである。セリフのあとでは

既に換韻しているという点で戯曲一般の「入れゼリフ」とも異なるもの。このような押韻法が

各処に見られる。これが説唱文学や戯曲の押韻法の中でいかなる位置を占めるのか俄かには決

めがたいが、あまり見かけないことだけは確かである。たとえば民国初期の『桃花菴鼓詞』で

も似たような個所があるが、セリフのあとで前と同じ韻が続いている点で皮影戯とは異なる。 
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もうひとつおもしろい句式がある。 

失寶印 

是渺茫 

内有隱情 

該我傷命 

此乃天數定 

人力不相當 

前後封鎖未動… 

このように一字ずつ増やしていく句式が数箇所に見られる。童謡の「寶塔歌」と類似するも

のと言えよう。千田大介氏の指教によれば、これは「三赶七」と呼ばれる皮影戯特有の句式で

ある。『楽亭皮影戯音楽概論』（人民音楽出版社 1991）に音楽・句式に関する解説があるとの

由。ちなみに白居易にも一字至七字詩がある（中華書局本『白居易集』p1522）。 

「百壽圖」（p218~224）の次のような韻の踏み方も興味深い。二人の神仙が交互に唱うとこ

ろである（攢十字）。 

…自盤古分天地四時興旺 

生太極合兩儀八卦陰陽 

按金木水火土五行方向 

先君臣後父子三綱五常… 

同じ 韻類（こ こ では江宕）に属する 上去声と 平声の字が交互に使われている 。同様の押韻法

は京劇にも 見る こ と ができ る 。 

次に具体的な押韻状況を見てみたい。結論から言えばほぼ十三轍と一致しているので、各轍

の名も併記した。韻字の列挙は 300 頁までのものに限定した。入声と合韻（頁数を付す）につ

いては全体に関するもの。 

曽梗＝通 中東轍 

青通容紅層名公釘程情僧聽能攻行靈逢輕穹傾形明同升横生亭蹬睛風宗窮成驚中恭盅兄聲精

綾平終寧忠冲迎扔冬哼坑功陵聖贏蒙騰空踪盈睜更營鬆氷誠凶庭廷擎從京盛鋒封卿洪戎怔奉疼 

合韻：斟 179 新 179 辛 420 心 452 人 492 

江宕 江陽轍 

郷香娘常郎當藏裳張詳庄黄傷岡梁樁強亡腔良彰忙央量茫方幇王床堂祥防蒼嚷雙棠汪長光亮
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簧缸陽匠行箱上妨賬粧坊傍房腸綱崗羊疆漿桑鴦獐筐揚場芳忘臓枉唐鎗康 

合韻：完 3 邊 110 

止 ab＝蟹 a＝遇 b 衣期轍 

提疑餘思居之衣啼齊嗣奇低脂依西皮知醫虚司裡稀魚機姿迷施離欺軀墀棋拘辭車意鶏梯泥吁

時移 

入声：的姪級滴吃激屈食一息席疾惜七戚尺急式實石隻識 

合韻：飛 490 

止 c＝蟹ｂ 灰堆轍 

内類備背灰回妹歳 

入声：得没德賊黑 

合韻：怪 55 風 119 白 321 

遇 a 姑蘇轍 

湖圖無珠鋪孤呼胡奴壺楚狐吾夫如 

入声：足速撲熟屋不谷服辱贖出 

合韻：浮 1 哪 53 婦 53 妻 56 我 56 漱 56（「浮婦」のような流摂唇音の遇摂化は広く見られる

現象） 

蟹 cd 懷來轍 

哉臺腮歪栽排開來獃挨才偕階該乖懷埃埋哀界咳財齋釵猜衰材 

入声：白宅摔拍責摘擇窄 

合韻：岩 10 

臻深 人辰轍 

眞嗔林伸心聞人云身深門焚神君根臨存珍侵們文分倫恨陰昏擒斤呑恩吟論紛塵禁輪尊銀巡忖

民姻裙春今貧墳羣沈音雲孫掄臣尋親痕勤勲新因軍 

合韻：伶 116 拚 129 迎 149 聲 289 名 515 扔中情 554 丁 556 睛 557 行 558、言 289 憐 294 

山咸 言前轍 

言酸寃添前憐肝寒端般園殘鮮男歡連邊間圓年短遠坎眼淺顯敢險閃罕喊俺撿顔環衫三縁烟關

全娟蓮丹番眠聯擔還傳山盤難天仙剜寛然懸坦攔員翻掀捐泉纒瞞元原咱顚乾田餐安賢玩延先鸞
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點臉觀嚴攢冠虔凡穿官錢煎煩藍淹喧完牽拴篇尖班千板染掩款綻轉緩膽滿斬鞍團潭晏川漣杆堪

談宣竿看殿偏謙權 

合韻：同 54 定 106 籠 168、罷 107 德 107 歳 152 彩 230 愛頼 456 海 684、色 109/230/684 百 683

（「彩愛頼海色百」の入韻はｒ化に関係あるものか） 

效 遥迢轍 

簫橋逃夭標了妖鰲桃苗姣熬曹咬刁高嬈毫腰描遭饒勞較消瞧梢遥捎蹺窰抛挑郊滔 

入聲：薄學酌着惡落 

合韻：手 293 

果＝假 c 梭波轍 

窩挪麼哥羅何魔婆捨車梭歌娥多和波 

入声：割活惡説薄得佛合賊磕着拙捉奪撥白剥樂客擱餑桌撤托 

合韻：邪哈 121 夫 172 謀 204 

假 a 發花轍 

茶媽家牙誇抓拿嘉麻沙訝花叉爬芽 

入声：法達八答插發煞搭撒乏殺扎髮哈瞎疸溻拉薩軋紮雜 

合韻：他 7 娃 7 差 7 斜 9 偕 9 涯 67 麼 136 罷 216 挪 550（「他娃差涯罷」などは多くの方言で

假摂 2 等と同様の対応を示す） 

假 b 乜斜轍 

邪爹 

入声：絶闕咧別撇旋貼穴接噦蝎缺噎節折 

合韻：壘 273 着 429 

流 尤求轍 

流頭仇休勾收究遊由秋謀愁猴週修優逑眸投透侯叩拗羞毬儔樓牛甌留悠求 

入声：熟粥 

合韻：抓 23 親 103 來 268 踢 278 刨 599 

6．皮影戯の韻のまとめ 

以上をまとめれば以下のとおり： 
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1．ほぼ十三轍と一致 

2．よく使われるのは山咸、江宕、曽梗＝通、臻深 

3．非入声の場合、曽梗＝通≠ 臻深（個別の例外を除く） 

4．入声の派入状況 

通摂 3 等入声→流と遇 ab 

江宕摂入声→效と果 

梗摂 2 等入声→蟹 c と果 

曽摂 1 等入声→止 c 蟹 b と果 

5．假 c の「車」などは果と押韻（-ie でなく-e や-o のような韻母が想定される） 

6．蟹 d の偕や階などはまだ蟹 c と押韻（-ie でなく-iai のような韻母が想定される） 

7．「謀」が流だけでなく果にも入る 

この押韻状況と最も近いのは説唱文学の子弟書である。1～7 までそっくりである。たとえば

皮影戯でも子弟書でも江摂入声の「學」が效類に入るが、これは北京語でいえば xiao2 に相当

し、北京語ほか北方官話の白話音の特徴である。現代北京語ではもうほとんど使われない音で

あり、6 の状況と合わせ、皮影戯の韻がやや古い段階の北京語（北京語に基づくと仮定した場

合）を反映することを物語ろう。熊 1999 によれば子弟書はほぼ 18、19 世紀の北京語を反映す

るものである。ただし 6 の状況だけならば京劇にも見られるものである。民国初期のいわゆる

「老國音」でも「皆鞋」などには-iai に当たる注音がなされている。北方官話のその他の方言が

古い段階の状況を保存し、皮影戯がそれに基づくと見ることも可能である。皮影戯によく出て

くる文末の語気助詞「咧」も北京語ではあまり使われないものである。語彙・文法の問題とと

もに今後の課題としたい。 

 

 

注 

清初の木皮散客鼓詞と清初の鼓詞は、劉階平編著の『木皮散客鼓詞』『清初鼓詞俚曲選』（正中書局）

による。清末民国初の鼓詞は以下の家蔵石印本による：『金陵府鼓詞』『説唱袁世凱風流遺史』『楊貴

妃全傳説唱鼓詞』『桃花菴鼓詞』『林黛玉葬花説唱鼓詞』『英雄涙國事悲全集』。弾詞は家藏の『雲外

飄香』（呉語系、光緒 20 年）、『前笑中縁金如意』（呉語系、光緒刊、上海書局）、『二十一史弾詞』、

『娯蘐草弾詞』（光緒刊）、李伯元『庚子國變彈詞』（上海良友圖書公司、1935）、『三國志玉璽傳』

（童萬周校點、中州古籍出版社、1986）、宝巻は風陵文庫藏『烏金寶卷』と家藏『梅花戒寶卷』、木魚

書は『花箋記』（渡辺浩司氏校本、私家版）と家藏『包公審郭槐龍鬚帕記』（五桂堂）、子弟書は『子

弟書叢抄』（上海古籍出版社、1984）、現代山東の説唱文学は『山東傳統曲藝選』（山東人民出版社、

1980）現代四川の説唱文学は『四川曲藝選』（四川人民出版社、1981）による。皮影戯は千田氏蔵の石

印本『青雲劍影詞』も参照。句式や押韻の状況は本稿の皮影戯とほぼ同じである。なお福建の「歌仔册」
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などの説唱文学の場合、本稿の韻類のみでは処理しきれないこともあろう。  
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混元盒物語の成立と展開  

山下一夫  

一. はじめに 

混元盒物語とは、明代の張天師が「金花聖母」と対立しつつ「五毒」の妖怪を退治するとい

う話である。『三国演義』や『水滸伝』『西遊記』などのように著名なものではなく、また文

学史の類で取りあげられることも少ないのだが、神怪小説に分類される『混元盒五毒全伝』を

筆頭に、伝奇『混元盒』（一名『闡道除邪』）、京劇『混元盒』、鼓詞『五毒伝』、影戯『混

元盒』など、主に清代から民国にかけて様々な媒体で取りあげられ、一定の展開を見た。本稿

は、この混元盒物語の演変史を辿りながら、その作品としての特性について考えて行きたいと

思う。 

二. 小説『混元盒五毒全伝』について 

現存する混元盒物語の作品の中で、成立がおそら く も古いと思われるのは、小説『混元盒

五毒全伝』である。以下、その版本やあらすじ、成立年代などの問題について述べてみたい。 

（一） 版本 

小説『混元盒五毒全伝』の版本は、管見の及んだ限りでは以下のようなものがある1。 

• 『混元盒五毒全伝』二十回。南京図書館所蔵。蕭相愷によれば2、序跋や刊刻年代、

また書肆名などは見えないらしい。ただ、館蔵書簽に「明末清初」とあって、これ

は何らかの根拠があるだろう、としている。筆者は未見なので、詳細は解らないが、

半葉八行、毎行十六字という版型なので、後述する授経堂刊本と同系統のものかも

知れない。 

• 『混元盒五毒全伝』二十回、道光十二年（1832）富経堂刊木刻巾箱小本。半葉十行、

毎行二十一字。封面題『張天師収妖伝』、書口題『混元盒』。浙江図書館所蔵（上

海古籍出版社『古本小説集成』に影印が収録されている）。 
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• 『混元盒五毒全伝』二十回、同治十年（1871）授経堂刊本。半葉八行、毎行十六字。

戴不凡『小説見聞録』3、及び張穎・陳速「通俗小説書目補遺及其他」4に著録する。

天津市人民図書館所蔵（周紹良旧蔵本）、大阪府立図書館所蔵。戴不凡旧蔵本は所

在不明。 

• 『聚仙亭全伝』十回、儲仁遜抄本小説之十四。天津南開大学所蔵。二十回本の二回

分を一回にまとめ、全部で十回にしたもの。儲仁遜抄本小説とは、天津の人で同治

十三年（1874）に生まれ、民国二十八年（1928）に卒した儲仁遜によって、おそら

く光緒二十九年（1902）前後に抄写されたとされる白話小説十五種のことで、収録

されているテキストは天津評話や弾詞、鼓詞などと関係のあるものが多いとされる5。 

• 『混元盒五毒全伝』二十回、北京図書館所蔵（鄭振鐸旧蔵本）。孫楷第『中国通俗

小説書目』に「坊刊小本」とする6。 

• 『混元盒五毒全伝』二十回、四冊十六巻、咸豊同治間襟霞閣刊刻本。胡士塋「中国

通俗小説書目補」に著録する7。 

このほか版元不明のものに、北京図書館所蔵斉如山旧蔵本（封面佚）、筑波大学所蔵残本（第

十一回から第二十回のみ存）がある。いずれも半葉八行、毎行十六字という版型なので、南京

図書館所蔵本や授経堂刊本と同系統のものかもしれない。 

（二） あらすじ 

小説『混元盒五毒全伝』のあらすじは以下のようなものである。（富経堂本による、以下引

用文なども同じ） 

明の永楽年間のこと。塩城県の謝白春は、同郷の崔子英、陸賓と意気投合し、

義兄弟の契りを結ぶ。その際、占い師の袁柳荘に運勢を看てもらったところ、謝

白春は苦難の末に皇室の駙馬になり、崔子英はいずれ皇室の大任を担う人物に、

陸賓はよこしまな心を持つため今年の六月十五日に死ぬだろうと鑑定される。そ

の後、陸賓は謝白春から元手を借りて商売にでかけ、探親に向かう崔子英ととも

に揚州に旅立つ。 

一人塩城に残った謝白春はある日海辺で瓢箪を拾う。開けてみると中から化け

物が出てきて、食べられそうになるが、運良く法術の使える金奶奶に助けてもら

う。謝白春はそのまま金奶奶のもとに留まり、三女と結婚する。ある日、謝白春

は誤って聚仙亭の石版の封を破り、中に閉じこめられていた五毒の妖怪と瓢箪の

化け物を逃がしてしまう。金奶奶は、三女との縁が終わるときが来た、苦難の時

は自分の名前を三回唱えるように、と言って謝白春を塩城に帰らせる。 
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さて、塩城では陸賓が商売で儲けて揚州から帰って来ていた。陸賓は謝白春に

借りた元手を返したくないので、妻の劉氏に美人局をやらせて謝白春を陥れよう

と企む。劉氏は計略を聞いて怒って井戸に身を投げるが、そこで三足の蟾精に取

り憑かれる。陸賓があわてて井戸の底から引き揚げると、劉氏は先ほどとはうっ

てかわって計略に協力することを約束する。六月十五日、陸賓は謝白春を招き、

好物のスッポン料理を出すが、謝白春は金奶奶から渡された錦嚢の中に記されて

いた「好物を食べるなかれ」という言葉に従って手を着けない。仕方なく陸賓が

食べると、全身に痒みを覚え、水で流すと言って浴室に行くが、そこで体が溶け

て血と骨だけになってしまう。一方劉氏は巧みに謝白春を誘惑するが、計略に乗

らない謝白春に業を煮やしているところに、陸賓が変死しているのを発見され

る。劉氏は謝白春が密通を謀り、陸賓を殺害したと訴えて出る。 

崔子英の妻である呉氏は、謝白春が陥れられたのを知り、淮安府の宗道台に陳

情に行く。そこへ、たまたま張天師が通りかかり、呉氏の話を聞いて妖怪の仕業

と看破し、塩城に赴いて、王霊官と東海竜王の三太子に命じ、劉氏に化けた蟾精

を捉えさせ、秘宝の混元盒の中に封印する。宗道台は謝白春の聡明ぶりが気に入

り、翰林院大学士陳奉臣の娘で姪に当たる陳鳳英との結婚を薦める。そこで謝白

春は陳府に赴き、下女の蘭花に誘われ陳鳳英と契りを結ぶが、金奶奶が遣わした

判官が現れて、謝白春が契りを結んだ陳鳳英は狐狸精の化けた偽物だという。狐

狸精は逃げだし、本物の陳鳳英のもとへ行く。陳府ではどちらが本物か解なくな

り騒動になるが、そこへ張天師が現れ、偽物を見破り王霊官を使って退治する。 

さて、謝白春は張天師の薦めで、途中再会した崔子英とともに都の夏太師のも

とへ赴く。そこで天子に才を認められて、公主を娶り駙馬となるよう薦められる

が、婚礼の日に公主が妖怪に連れ去られる。困り果てた謝白春が金奶奶の名前を

三回唱えると、金奶奶が現れ、自分の道袍二着に張天師の押印を得ることが出来

れば公主を取り戻してやると言う。そこで謝白春がその旨奏上すると、張天師

は、金奶奶というのは千百年の修練を経た老狐狸精で、もし天師印を得たら大羅

天仙になってしまうので出来ない、と言って拒むが、天子は金奶奶が妖怪を退治

したら天師に印を与えさせると約束する。そこで金奶奶は菖蒲剣を使いつつ、錦

毛紅冠鶏を原形とする昴日星を召喚し、公主を連れ去った五毒の蜈蚣精と蜘蛛精

を降し、張天師に混元盒の中に収めさせた。公主は毒にやられており、張天師に

は治せず、金奶奶の薬でようやく回復する。しかしなおも金奶奶に打印を与える

ことを拒む張天師に対し、皇太后が一計を案じ、張天師の印は辟邪に験があると

聞くので自分の服百十着に押させるようにと命令させ、中に金奶奶の道袍二着を
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混ぜておいた。しかし、張天師は中から道袍を見つけ出し、妖怪の皮だと言って

法術で調伏しようとしたので、金奶奶は慌てて掲地神を派遣して道袍を取り戻さ

せた。 

さて、張天師は兵馬を募り反乱を起こした蝎子精と蟒蛇精を退治しに行くこと

になり、馬霊官を駆使して闘うが、逆に妖怪の毒気にやられてしまう。そこで金

奶奶は薬で張天師を治し、さらに菖蒲剣で妖怪を降した上、混元盒の中に収めさ

せた。張天師は仕方なく一着目の道袍に印を押すが、二着目は拒む。そこで金奶

奶は張天師に退治させるため壁虎精とそれを守る護法神とを宮中に遣わす。張天

師は王霊官を駆使して闘うが妖怪を降せず、結局金奶奶が二着目の印をもらうの

と引き替えに菖蒲剣で壁虎精を退治し、張天師の混元盒に収めさせた。金奶奶は

金花聖母に封じられ、三女とともに張天師の印の入った道袍のおかげで昇仙して

いった。また謝白春は公主を娶って駙馬となり、さらに陳鳳英との結婚の約束も

果たした。 

（三） 成立 

さて、本書の成立について、戴不凡は以下の様に述べている8。 

一、開端に、「本書は三代、秦、漢、晋、唐、宋、元などに出るのではなく、

大明の永楽年間に出るものであります。」9とあり、また第八回に、「さて、こ

の張天師はただ今の永楽天子の御前で上奏いたしました。」10とある。こうした

表現は、清代のものではありえない。 

二、毎回の回目がみな単句で、しかも次の回目とあまり出来のよくない対句と

なっている。つまり、 

第一回 謝公子郊外遇友 

第二回 袁柳莊風鑑驚人 

第三回 海灘辺遇怪物偕花燭 

第四回 聚仙亭掲封皮暗走妖魔 

第五回 設奸謀妻兒跳井 

第六回 請赴宴自身殞命 

……（以下略）…… 

というようになっているが、こうした形式は、章回小説盛行後のものとは思わ

れない。しかし、回目が単句だが次の回目と対句になっていない古本『英列伝』

などよりは、後になるであろう。 
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三、各回の字数がひどく少なく、おおむね 1500 字程度しかない。また、「且

聴下回分解」の所が、特に話を引けるような場面でないものが多い。さらに、各

回冒頭の「詩に曰く」「詞に曰く」の内容が、本文と何の関わりもないものが多

い。とりわけ奇妙なのは、第二回の回目が「袁柳莊風鑑驚人」となっているのに、

袁柳荘が登場するのは第三回になってからで、第二回にはこの明代の著名な占い

師の名前が一字も出てきていないことである。 

これらのことから、『混元盒五毒全伝』は、明代の比較的初期の短編小説であ

り（本書の字数は全部で 27000 字から 28000 字程度であるが、これはほぼ『売油

郎独占花魁女』の分量と等しい）、後に回目が挿入され（これも清代人ではない

だろう）、長編の章回小説に近いものになった、と考えられる。 

戴不凡は以上のように述べて、明代初期に短編小説として成立したものが、のちに章回小説

としての体裁を整えられ、単行の長編となったとしている。確かに、長編小説にしては字数が

少ない、回目が単句でしかも次の回目と対句になっている、といった点では、明刊本のある『南

海観音菩薩出身修行伝』二十五回や『唐鍾馗全伝』三十五回などともよく似ており、戴不凡の

説も全体的には首肯できるものであるとは言えるだろう。しかし、戴不凡が論拠として挙げて

いる点は、いずれも疑えば疑うことが出来る。蕭相愷は以下のように述べる11。 

清初の小説で、明のことを「大明」としているものも決して珍しくはなく、ま

た更に時代が降るものでも、そうした現象はしばしば見られる。例えば、咸豊年

間に刊行された『繍球縁』は全称を『大明全伝繍球縁』というし、また『雲中雁

三閙太平荘全伝』の別の清刊本は、『大明奇侠伝』と称している。この二種は清

人の作である。標題ですらこうなのだから、ましてや本文については推して知る

べし、であろう。また、「毎回の字数が非常に少ない」ということだけでは「短

編小説に後の人が回目を挿入して成立した」とは決して断定できない。例えば『浪

史』などは、毎回の字数は『五毒全伝』の各回より少ないが、本文と回目は明ら

かに同一の人物の手になるものである。結局、『混元盒五毒全伝』は、あまり聡

明とは言えない作者によって、民間伝説や皮簧戯、さらにはもしかしたら鼓詞な

どに取材して書かれた、というのが実際のところであろう。 

蕭相愷は具体的な成立年代を挙げていないが、「皮簧戯に取材」云々と言っているので、（南

京図書館の「明末清初」という書簽を別とすれば）小説成立の下限となる富経堂刊本の道光十

二年（1832）に近いあたりを想定しているものと思われる。 

ただ、蕭相愷のいう京劇や鼓詞などは、後述するように明らかに明代の小説『封神演義』の



 混元盒物語の成立と展開（山下） 

111 

影響を受けているが、小説『混元盒五毒全伝』はそうした形跡が見られない。小説化にあたっ

てわざわざそうした要素を取り除いたとは考えづらいので、小説は『封神演義』の影響を受け

る以前の内容を伝えているものとするのが自然であろう。そうすると、やはり成立はもう少し

溯るものと考えられるのではないだろうか。 

また、明・劉若愚の『酌中志』巻二十には、以下のような記述がある12。 

五月。初一日から十三日まで、皇后妃嬪や内臣たちは、五毒やヨモギで作った

虎の飾りの縫い取りをした礼服を着て、門の両側には菖蒲やヨモギの鉢を置き、

門の上には屏風を吊し、その上に天師や仙子仙女が剣を執って五毒を降す物語を

描き、新年の門神に似たようなことをする。一ヶ月吊しておいてから片づけられ

る。 

『酌中志』は、魏忠賢一党によって貶められた宦官の劉若愚が、かつて宮中で見聞した様々な

事柄を獄中で綴ったもので、崇禎十四年（1641）頃までに完成したとされる13。さて、劉若愚

ははっきりと記していないが、菖蒲やヨモギ云々という点から、これは五月五日の端午節の習

俗を指しているものと思われる。そしてここでいう「天師や仙子仙女が剣を執って五毒を降す

物語」とは、明らかに混元盒の物語のことを指していよう。しかも、「仙女が剣を執って」と

いう点は、後述する伝奇や鼓詞などよりも、比較的小説の内容に近いように思われる。 

以上の点から、短編小説原形説の是非はともかくとして、小説『混元盒五毒全伝』の成立は

おおよそ明末頃としておくのが、とりあえずは妥当なのではないかと思われる。 

 

三. 小説『混元盒五毒全伝』と端午節 

先に引用した『酌中志』の記述は、端午節の際に混元盒の物語を絵に描いて飾るというもの

であった。ではなぜ端午節なのだろうか。実は、小説『混元盒五毒全伝』の中には、端午節に

おける辟邪の風習との関わりを伺わせる記述が多く、その成立と密接な関係があることが推測

される。 

（一） 五毒 

小説の第二十回には、張天師と金花聖母が五毒を退治した後、以下のような一節がある14。 

金花聖母は拝謝して帰って行き、五毒を後府に封印した。（後に）端午節にな

ると、五毒を絵に描いて、壁に貼るようになった。 

小説の後日談として、端午節の際には五毒の絵が飾られるようになったというのである。こ
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れは先ほどの『酌中志』の記述とも一致している。この習俗はいつ頃から行われるようになっ

たものなのだろうか。 

端午節については既に様々な論考があり15、その起源や性格についても諸説あるが16、いずれ

にせよ辟邪、すなわち邪気を払うという習慣が行われ、そのために様々なものが用いられてき

た。例えば、『太平御覧』巻三十一に引く後漢・応劭の『風俗通義』佚文では17、 

五月五日に、五色のひもを腕に繋げば、悪鬼や凶物を避け、疫病も患わない。 

とあり、五色のひもが辟邪に使われたとしている。聞一多は、彩色されたひもというのはかつ

ての刺青の風習の名残だとしているが、これが五色になっているのは、やはり五月五日からの

連想であろう。また、『後漢書』志第五「礼儀中」には18、 

五月五日には、朱色のひもと五色印を門戸の飾りにして、悪気を止める。 

とあるが、この五色印なるものも同様の連想によるものと推測される。また、晋・葛洪『抱朴

子内篇』雑応巻十五に、ある人が「五兵を辟ける」道を尋ねた際、抱朴子が師の鄭君の言葉を

引き19、 

また、五月五日に赤霊符を作って、胸につければよい。 

と答えていて、赤霊符なるものが端午節の辟邪に用いられたことを示している。この他、梁・

宗懍撰『荊楚歳時記』の「五月五日」項では20、 

五月五日を浴蘭節と言い、人々はみな草合わせの遊びをし、またヨモギを採っ

て人の形にして、門戸の上に掛けて、毒気を祓う。 

とあり、辟邪のためにヨモギが用いられたことが記されている（浴蘭節は端午節の別名）。 

このように、五色のひもや五色印、また赤霊符やヨモギなどが端午節の辟邪に用いられてい

たが、これに宋代以降、五種類の毒虫をあしらったものが加わる。まず、陳元靚『歳時広記』

巻二十一「挿艾花」項に北宋・呂原明の『歳時雑記』を引き21、 

端午の時、都の士女は髪飾りに、絹や紙の類を切ってヨモギの形にしたもの

か、あるいは本物のヨモギを使い、その上にむかで、げじげじ、へび、さそり、

草虫の類、及び天師の姿などを描き、さらに石榴、忘れ草、つつじ、造花、ある

いは香薬を花にしたものを施す。 

とあり、五種類の毒虫を髪飾りに描く習俗が記されている。五種類なのは、やはり上に見た五

色のひもや五色の印と同じく、五月五日からの連想であろう。毒虫を描くのは、おそらくこれ
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らが害虫の類を食べることから、やはり辟邪の効能があると信じられたものと思われる。そし

て、この髪飾りが後に「五毒符」と呼ばれるようになる。万暦二十一年（1593）の沈榜『宛署

雑記』巻十七に22、 

五月の女児節には、端午のひもを結び、ヨモギの葉や五毒の霊符を飾る。 

（注）宛の風俗で、五月一日から五日までは、娘たちを着飾らせる。その様は、

非常に艶やかで美しい。嫁いだ女性たちも実家に帰るので、この日を女児節と称

している。端午の日には、五色の線を集めてひもにし、子供のあしに繋ぐ。男性

はヨモギの葉をかぶり、婦女はむかで、へび、やもり、ひきがえるを「五毒符」

として、髪飾りにする。 

「五毒」と言いながら四種しか挙がっていず、しかも『歳時雑記』の記述と異なっているが、

これは五という数字が先行していて、内容をこれに合わせているからであろう。そして髪飾り

以外に、『酌中志』に見えるような門戸に貼るお札や、辟邪のために携帯して用いる符も「五

毒符」と言われるようになる。清初の呂種玉『言鯖』巻下に23、 

端午の日に五毒符を作って子どもに身につけさせ、様々な毒を寄りつかないよ

うにさせるという習俗が現在行われている。案ずるに、昔の山東の風俗に、穀雨

の日に、さそり、むかで、まむし、ハチ、いさごむしの絵を描いて五毒符を作り、

それぞれの絵を針で刺し、家の戸に貼って、毒虫を祓った。すなわち、昔は五毒

を穀雨に用い、端午ではなかったのである。 

とある。ただ、髪飾りの五毒は、邪を退治する側のものだったのだが、ここでは五毒の絵を針

で刺すということをしているので、退治される側のものになっている。それは先に見た『酌中

志』も同様である。呂種玉は、五毒符はかつて穀雨の際の習俗だったとしているが、おそらく

これはもともと髪飾りの毒虫とは別に行われていたものが、後に合流して、どちらも五毒符と

称されるようになったものと思われる。あるいはそれに、混元盒物語の流通が関わっているか

も知れない。 

「五毒符」を門戸に飾る習俗はその後も続けて行われている。清の道光十年（1830）に刊行

され、当時の蘇州の習俗を記した顧禄『清嘉録』巻五「五月」の「五毒符」の項に24、 

尼庵では、五色の色紙をひきがえる、とかげ、蜘蛛、ヘビ、ヤスデの形に切っ

て、檀家に贈る。門楣や寝室に貼ると、毒虫を退治することが出来る。これを「五

毒符」と称する。 

とある。また、光緒二十六年（1900）までに成立し、当時の北京の習俗を記した敦崇『燕京
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歳時記』の「端陽」項には、五毒餅なるものを食べる習慣が記されている25。 

毎年、端午節の前になると、役所や顕官の邸宅ではみなお互いに粽子を贈答

し、これに桜桃、桑の実、クワイ、桃、杏および五毒餅、玫瑰餅などを添える。 

これはおそらく、五毒の絵を餅に描いたものだろう。いずれにせよ、端午節における五毒の

イメージは、かなり一般的なものになっていたことが解る。 

（二） 張天師 

また、小説では張天師が主要登場人物の一人となっている。張天師とは言うまでもなく、江

西省の龍虎山に本拠を置く道教の一派、天師道の領袖である。後漢の張道陵の末裔とされ、非

常な霊験の持ち主であると一般には信じられていた26。 

ところで、小説中に登場する張天師は、張俊という名前になっている。 

天子は（上奏文を見て）言った、「張俊よ、 近駙馬が公主と婚礼を挙げたの

だが、その時に公主が輦車からいなくなってしまった。これはいったい何の妖怪

の仕業なのか。」天師は言った、「その駙馬とは、謝翰林の子謝廷のことでしょ

うか。」（第十七回）27 

皇太后は言った、「張俊、お前はまさか公主の命を救いたくないとでも言うの

か？公主は今や明日とも知れない命なのだぞ。」天師は言った、「たとえ私張俊

の首を斬られても、印を押すことは出来ませぬ。」そうして立ち上がって辞去し、

宮門を退出して行った。（第十八回）28 

小説の舞台である永楽年間の張天師というと、『漢天師世家』巻三29などによれば、洪武十

三年（1380）に襲教し永楽八年（1410）に羽化した第四十三代張宇初か、その弟で永楽八年に

襲教し宣徳二年（1427）に羽化した第四十四代張宇清ということになる。しかしいずれも俊と

いう名ではなく、また小説に出てくるような事績も（当然のことながら）見当たらない。 

おそらく小説中の張天師は、端午節との関係で登場しているだけで、永楽年間の特定の張天

師を反映しているわけではないだろう。張天師もまた、端午における辟邪のシンボルであった

からである。 

先にヨモギを人の形にして辟邪とするという、『荊楚歳時記』中の記述を引用した。この「ヨ

モギ人形」を、宋代以降、天師道の発展を受けてか張天師の形に作るようになる。『武林旧事』

巻三「端午」項に30、 

天師の艾虎（ヨモギで作った虎の人形）を飾る。 
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とあるし、また『歳時広記』巻二十一「画天師」に『歳時雑記』を引き31、 

端午の時は、都では天師の絵を描いたものが売られる。また、泥をこねて張天

師にし、ヨモギを頭に、ニンニクを拳にして、門の上に置く。 

とあるように、端午節の際に張天師の絵なども飾られるようになっている。また後には天師の

二字の入った符も行われるようになっている。清初の呉存楷『江郷節物詩』「端陽符」項に32、 

道院は端午の日に符を贈る。これには必ず「天師」の二字を入れて、霊験あら

たかなものとする。戴いた者は金銭や米でお布施にする。 

とある。また、これは「天師符」と呼ばれたらしく、『清嘉録』巻五「五月」の「貼天師符」

項に33、 

五月一日に、人家では道院から贈られた天師符を大広間に貼って悪気を鎮め、

謹んで拝して焼香する。六月一日になってこれを焼いて送る。 

とある。また、先に引いた『燕京歳時記』の「天師符」項には34、 

毎年、端午節になると、市肆で尺幅の黄色い紙を用い、これに朱印を押し、天

師や鍾馗の像を描いたり、五毒符呪の図を描いたりして、吊り下げて売る。都の

人々は争って買い求め、それを家の中門に貼り、祟りや災いを避ける。 

とあり、天師符や五毒符の類に朱印が押されていたことが解る。小説中では、張天師の印は非

常に霊験あらたかなものとされているが、あるいはこうした符などの朱印から連想されている

のかもしれない。 

（三） 菖蒲剣 

また、小説中では金花聖母が五毒を退治するのに菖蒲剣なるものを使っている。 

金奶奶は、「妖怪め、でたらめを言うな。わたしは今回、勅命を奉じてお前を

捉えるのだ。逃げるな！」と言って、袖の中から小さな菖蒲剣を取り出し、法術

で三尺ほどの長さの青鋒にして、（蜈蚣精の化けた）和尚に向かっていった。（第

十七回）35 

金奶奶は菖蒲剣を執って迎え、戦うこと数合、そこへ妖怪は向き直って毒鉤を

放った。金奶奶は剣を振り下ろして毒鉤を叩き斬り、返しの一手で妖怪を斬り倒

した。すると、妖怪は大さそりの化け物の原形を現した。（第十九回）36 
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金奶奶は妖怪を見るや、呪文を唱えて袖の中から菖蒲剣を執りだし、一撃で妖

怪をまっぷたつに斬り裂いた。妖怪はやもりの精で、張天師が妖怪の霊魂を混元

盒の中に収め、肉体は火で焼き払った。（第二十回）37 

この菖蒲も、端午の辟邪のために古来用いられてきたものである。例えば『歳時広記』巻二十

一「菖蒲酒」項に『歳時雑記』を引き38、 

端午の際は、菖蒲を刻んで細かくし、酒に入れる。 

とある。菖蒲の葉は鋭いので、蒲剣と称することもあり39、後にはさらにこれを実際の剣に見

立てて端午節の際に飾った。清初の呉存楷『江郷節物詩』「蒲剣」の項に40、 

菖蒲の葉を截って剣となし、それによって魑魅魍魎の類を退けることが出来

る。 

とあり、また『清嘉録』巻五「五月」の「蒲剣蓬鞭」項に41、 

菖蒲の葉を截って剣となし、ヨモギを割いて鞭となし、桃梗（桃の枝）と蒜頭

を副えて、床や戸口に掛ける。これらはみな鬼を退けるものである。 

とあり、また『燕京歳時記』の「菖蒲艾子」項に42、 

端午の日には菖蒲やヨモギを門の傍らに挿して不祥を祓う。これはまた、いに

しえの艾虎（ヨモギで作った虎の人形）や蒲剣の名残である。 

とある。小説でいう菖蒲剣は、こうした習俗に取材して、金花聖母の使う武器に仕立て上げた

のだろう。 

さて、以上見てきた点から考えると、小説『混元盒五毒全伝』は、端午節における辟邪の風

習を、五毒符や菖蒲剣など実際に行われている習俗を材料に物語化し、神怪小説として成立し

たものと考えてよいだろう。あるいは、もともとは端午節の際に縁起物として何らかの形で語

られていたものなのかもしれない。 

 

四. 伝奇『混元盒』の成立と上演 

清代には伝奇『混元盒』が作られ、宮中などで応節戯として行われた。以下、その成立や上

演情況について考えてみたい。 
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（一） 伝奇『混元盒』 

『今楽考証』の「国朝雑劇」項に43、 

裘蔗村 四種 又有『女崑崙』院本二巻 『混天合』傳奇 

 『昆明池』 『集翠裘』 

 『鑑湖隠』 『旗亭館』 

とある。蔗村は号で、名は裘璉である。浙江慈渓の人で、明・崇禎十七年（1644）に生まれ、

清・雍正七年（1729）に卒した44。この『混天合』について、荘一拂『古典戯曲存目彙考』は

『混天盒』として45、 

明代に『混元盒』小説があるが、これと題材が同じかどうかは不明である。 

と述べている。『古本戯曲叢刊五集』46に収録される『女崑崙』はその「自叙」によれば康煕

十五年（1676）の作ということなので、『混天盒』（？）もおそらくその前後のものかと思わ

れ、あるいは次に述べる『混元盒』伝奇と関係があるかも知れないが、劇本が現存しないので、

詳細は不明である。 

次に『混元盒』、一名『闡道除邪』伝奇がある。『曲海総目提要』巻四十に「近時人作」と

して著録されている。成立年代は不明だが、『紅楼夢』第五十四回で以下のように言及されて

いるので47、乾隆年間にはすでに行われていたものと思われる。 

麝月らが「手に持っているのは何ですの？」と訊くと、女房たちが「ご隠居様

が、花様たちお二人（金鴛鴦と花襲人）に召し上がるようにと下さったものでご

ざいます。」と答えた。すると秋紋が笑って「あら、外で上演しているのは『八

義記』で、『混元盒』ではないのよ。それなのに、何で金花娘娘が飛びだしてく

るのよ。」 

ここは元宵節の観劇の場面で、金鴛鴦と花襲人に引っかけて、『混元盒』とその登場人物であ

る金花娘娘に言及している。『八義記』と対比させているので、『混元盒』も戯曲であろう。

第五十四回を含むものとしては現存 古のいわゆる「庚辰本」は、乾隆二十五年（1760）の成

立とされるので、少なくともこのころまでには『混元盒』が世に行われていたことになる。 

この『混元盒』伝奇は、宮中で行われたいわゆる内府演劇であった。周明泰輯『清昇平署存

档事例漫抄』所収「嘉慶二十四年賞恩檔」に48、 

五月初二日 同樂園承應 頭本『闡道除邪』五出「金殿試術」 

初四日 同樂園承應 二本『闡道除邪』十六出「彭澤鬭法」 



近代中国都市芸能に関する基礎的研究 

118 

初五日 同樂園承應 三本『闡道除邪』十五出「雷撃餘氛」 

とあるので、それぞれ十六齣程度で三本以上はある長大な演目が、少なくとも嘉慶二十四年

（1819）の段階ではすでに上演されていたことが解る。同楽園は雍正四年（1726）に造られ、

咸豊十年（1860）に英仏連合軍により焼失した、円明園の中にあった戯楼である49。『古典戯

曲存目彙考』巻十一に『混元盒』を著録し、昇平署抄本と（おそらくそれを収録した）『古本

戯曲叢刊九集』本があり、「全部で八十五齣である」としているのがこれに相当するだろう。

なお『九集』は、宮廷大戯を集めて影印した叢書だが、実際には『混元盒』は収録されていな

いので50、これは荘一拂の誤認だと思われる。また、中央研究院歴史語言研究所に、『闡道除

邪』抄本が所蔵され、崑曲に分類されている。頭本二齣「道陵賜寶」、二本四齣「狂狐作祟」、

二本六齣「瘋魔控訴」、二本七齣「施威被擒」のみの破本で、この全八十五齣本の一部を構成

するものと思われる。 

ただ、その後の上演記録を見ると、おそらく上演の都合などで簡略化されたのか、齣数や齣

題の異なるものが幾つか見受けられる。まず、『清昇平署存档事例漫抄』所収の「道光三年恩

賞日記档」五月初一日と初五日、「道光四年恩賞日記档」五月初一日と初五日を見ると、以下

の齣名で『闡道除邪』二本各十六齣、全三十二齣の簡略版が行われている51。 

頭本 一「金花聚妖」 二「陳生自嘆」 三「月下摂韓」 四「五夜呑舟」 五

「全節剖腹」 六「起程失篆」 七「二妖献印」 八「謁師生釁」 九「拘魂弁

明」 十「蟒怪思春」 十一「漁郎獲偶」 十二「漁戸憂児」 十三「摂水阻舟」 

十四「遭寃泣訴」 十五「金針刺蟒」 十六「大悲救難」 

二本 一「漁色逢妖」 二「狂狐作祟」 三「霊判閑邪」 四「攔街控訴」 五

「白氏施威」 六「金花奮勇」 七「彭沢闘法」 八「蝎虎呑児」 九「投井幻

形」 十「献技投充」 十一「端陽聞信」 十二「妖犯鎖拿」 十三「哭屍霜目」 

十四「議盗同心」 十五「諸神預召」 十六「四怪全除」 

なお、東京大学東洋文化研究所双紅堂文庫には、『闡道除邪第二本』抄本が所蔵されている。

目録では「伝奇」と分類されており52、封面に「頭本五出至八出総本」とあって、第五齣「全

節剖腹」、第六齣「起程失篆」、第七齣「二妖献印」、第八齣「謁師生釁」が収録されている。

これは、上に見た档案の記述と一致するので、道光三年と四年の上演分に相当するものと見て

よいだろう。 

さらに、『清昇平署存档事例漫抄』所収の「道光七年恩賞旨意承応档」と「道光八年恩賞档」

を見ると、『混元盒』全十齣とするものが行われている。各齣題は以下の通りである53。 

一「群妖奉令」 二「大悲救難」 三「蝎虎呑児」 四「投井幻形」 五「献
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技投充」 六「妖犯鎖拿」 七「哭屍霜目」 八「議盗同心」 九「諸神預召」 

十「掃除諸毒」 

八十五齣から三十二齣、そして十齣と、次第に簡略化の方向へ向かっているようであるが、

一方で「道光二十二年差事档」を見ると54、『闡道除邪』二本各十六齣を上演しており、道光

三年と同様の齣数に戻っている55。 

（二） 端午応節戯 

さて、清代の内府演劇は、「節戯」と「大戯」があったといわれる56。「節戯」はもっぱら

国家の安寧や吉祥を述べるもので、ストーリー性に乏しく、比較的短いものが多い。例えば、

乾隆年間には、皇族の慶寿の際に行われた『九九大慶』、皇族の婚礼や巡幸の際の『法宮雅奏』

（この二つを「慶典承応」と称する）、各節令に応じて行われた『月令承応』などが作られて

いる。これに対し「大戯」は、ストーリー性に富み、唐僧取経故事に取材した『昇平宝筏』や、

目蓮故事にちなんだ『勧善金科』、三国故事による『鼎峙春秋』、水滸故事の『忠義璇図』、

楊家将故事の『昭代簫韶』など、小説に取材したものが多く、宴席や慶典の際などに折に触れ

て上演された（昭槤『嘯亭続録』巻一57では、『勧善金科』を年末に、『昇平宝筏』を上元節

に上演するとしているが、実際にはこれ以外の上演記録の方がむしろ多い）。大部のものが多

く、全部で二百齣を超えるものも少なくないが、上演の都合等で簡略化したり一部を改編した

りして行うことも多い58。『混元盒』（あるいは『闡道除邪』）もこの「大戯」に分類される

が、五月五日前後の上演になっていることから解るように、「端午応節戯」として行われた点

が、一般の大戯とは様相を異にしている。 

無論、「節戯」の中にも端午応節戯は当然ながら存在した。『月令承応』には、『屈子競渡』

という屈原にちなんだ応節戯が収録されている59。しかしこれは、王芷章によれば、現存資料

中には上演記録が見当たらないという。あるいは、乾隆年間には『屈子競渡』が行われていた

のかも知れないが、おそらく早い段階で『混元盒』に取って代わられたものと思われる。端午

応節戯は他にも、『霊符済世』『祛邪応節』『采薬降魔』『蒲剣閑邪』などがあったが、これ

らは開団場戯として上演され60、中心はやはり『混元盒』であった。 

『混元盒』がこのように端午応節戯として行われたのは、もちろん物語そのものが端午節の

習俗を背景にして成立したものであり、これを上演することよって辟邪の意を表すためだと思

われる。 

（三） 内容 

伝奇『混元盒』は、先に見たように幾つかのバージョンがあり、それぞれで内容に繁簡の違
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いがあったことが想像される。それらをすべて検討することは不可能なので、とりあえず『曲

海総目提要』巻四十に収録されている解題61をベースに、筆者が目睹することの出来た東京大

学東洋文化研究所双紅堂文庫蔵本と中央研究院歴史語言研究所蔵本を参照しながら、ストー

リーの概略を述べると、以下のようになる。 

明の嘉靖年間のこと。不老長生の道を好む世宗は、もと皮匠で石を金に換える

術をもつ陶謙を重用し、丹薬の完成のために無実の童女を多数焼き殺す。これを

見た天界の玉帝は、凶神を派遣して世宗を罰しようとする。依頼を受けた截教の

領袖である金花聖母は、この機に乗じて仇関係にある洪教の天師張節（張捷とす

るものもある）を滅ぼそうとたくらみ、手下の妖怪たちを呼んで、まずは天師の

八卦五雷神印を破り、その後各地に潜伏して天師を待ち構え、これを討つよう命

ずる。張天師の祖である張道陵がこの企みに気付き、金花聖母に対抗するため張

節に混元盒をはじめとする秘宝を授ける。 

さて、趙国盛は、奎星閣で妖怪が出るという話を聞いて、剣を持って待ち構え

ていると、夜中に美しい女性に化けた妖怪が現れる。そこで趙国盛が酒を大量に

飲ませると、妖怪は酔って前後不覚になり、珠のようなものを吐き出す。趙国盛

がこれを呑んでしまうと、妖怪は激しく怒り、巡按御史に任じられた趙国盛から

印を盗みだす。趙国盛は印を失って政務が出来なくなるが、道士に化けた別の妖

怪が現れて印を取り戻してきて、かわりに張天師の八卦五雷神印を持っている紙

に押させるよう依頼する。趙国盛はいわれたとおりにするが、持参された紙は婦

人の皮を剥いでなめした人皮で、これに印を押すと神通力がなくなることを悟っ

た張節は、黒幕の妖怪である黒石精、蓽石精、独角大王を退治する。しかし趙国

盛は都に戻って張天師を侮告し、これを信じた世宗は廷臣の陸炳と薛保を派遣

し、張天師を上京させる。 

張節は途中、漁民を拐かした大白蟒蛇の洪氏夫人や、また蜈蚣精の呉公長老を

退治して混元盒に収めるが、不利を悟った紅衣道人、白衣娘子、黄衣娘子は金花

聖母のもとに訴えたので、聖母が自ら出陣して張節と戦う。これを見た張道陵は

玉帝に奏上し、天兵を差し向けさせるが、金花聖母を降せず、仕方なく今度は西

方闘戦勝仏孫大聖（孫悟空）と二郎神に助力を求めると、金花聖母は敗走し、師

匠の老母元君を担ぎ出してくる。大聖も老母には手が出ないが、玉帝は元君の師

である女媧に命じて金花らを叱責させ、紅衣道人、白衣娘子、黄衣娘子を退治す

る。 

さて、張節は張家湾で、散仙陸圧道人の助力で千年老狐の白氏夫人を退治した
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後、都に入って世宗に謁見し、無実を晴らす。趙国盛は斬首されそうになるが、

妖怪の珠を呑んで得た神通力で逃亡する。世宗は陶謙に蝎子精を退治するよう命

ずるが、陶謙は懼れて逃亡し、死んでしまう。結局張節が蝎子精を退治し、世宗

に対して今後は正法を崇めるようにと奏上し、混元盒を開けて中に封じ込めてあ

る妖怪を見せた。その後張節は龍虎山に帰り、玉帝に水官星君に任命されて昇天

していった。 

先に見た小説『混元盒五毒全伝』と比べると、人皮紙への押印など、多少の関連のあるエピ

ソードも見受けられるものの、全体的には大きく内容が異なっている。小説が永楽年間となっ

ていたのに対し、伝奇『混元盒』では舞台が嘉靖年間に移され、世宗に取り入った道士の陶仲

文62をモデルとする陶謙や、宦官の陸炳63などが登場して、ある程度当時の史実に照らし合わさ

れた改編が行われている。ただ、張天師の名前が張節となっているが、嘉靖年間に在位した第

四十八代張彦頨、第四十九代張永緒のどちらとも節という名は見当たらない64。強いて言えば

世宗に重用された道士の邵元節65が近いと言えば近いが、これはむしろ陶仲文を積極的に登用

した人物である。『漢天師世家』や『龍虎山志』などを見ても、張彦頨にしろ張永緒にしろ陶

仲文の重用ぶりに対して積極的に異議を唱えたという記述は見えないので、逆にそうした史実

に配慮して張節という架空の張天師を担ぎ出したのかも知れない。なお、明代の小説『封神演

義』には、「截教」の道士かつ殷の国師である聞仲の配下に張節という人物が出てくる。雷部

正神に封じられた聞仲に従って、死後は雷部二十四位正神の一柱である張天君に封じられてい

る。天師道は宋代以降雷法と密接な関わりがあり、また小説『混元盒五毒全伝』中でも張天師

はしばしば雷法を駆使しているが、『封神演義』作者がそうした点を意識して取り込んでいる

とすれば、あるいはこれと関係があるかも知れない。 

また小説では、自力で五毒を退治できず、金花聖母に助けられた見返りに天師の打印を与え

てしまうなど、張天師のイメージは形無しであった。さらに、金花聖母は謝白春が誤って逃が

した五毒を退治する役回りのはずなのに、張天師から譲歩を引き出すために壁虎精を自分で宮

中に送り込んでいるなど、ストーリーが矛盾しているともとれる点がある。これに対して伝奇

では、正道たる張天師の「洪教」と、金花聖母とその配下が属する左道の「截教」の対立とい

う構図に単純化し、前者が後者をうち負かすという筋立てになっている。これは、もちろん仙

人の二大派閥である「闡教」と「截教」が対立して闘うという『封神演義』の影響もあろう（作

中登場する陸圧道人なども、『封神演義』オリジナルとされる仙人である）。ただ、やはり端

午節の応節戯という性格上、張天師の辟邪能力を前面に押し出す必要があったことが大きな理

由であろうと考えられる。 

五. 京劇『混元盒』 
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その後『混元盒』伝奇は京劇にも移植された。以下、その成立や上演情況を述べ、さらにこ

こから派生した『五花洞』『九花洞』などについても考えてみたい。 

（一） 宮廷演劇の京劇化と兪菊笙本『混元盒』 

さて、宮中では、その後も引き続いて『混元盒』が端午応節戯として上演されている。「光

緒十年恩賞日記档」では66、 

五月初一日、…（中略）…二出頭本『混元盒』、四出二本『混元盒』、六出三

本『混元盒』、八出四本『混元盒』。 

初五日、…（中略）…二出二本『闡道除邪』、末出二本『闡道除邪』。 

とある。五月一日分は、一本各二齣ずつ、全部で八齣本の『混元盒』が行われたということで

あろう。また、昇平署档案に基づいて朱家溍が整理した「清代宮中乱弾演出史料」によれば67、 

光緒二十二年、五月初五日、統一斎承応、『闡道除邪』二十三出、過会。 

光緒三十四年、五月初一日、頤樂殿承応、頭本『闡道除邪』前八出、……頭本

『闡道除邪』後八出。初四日、頤樂殿承応、頭本『闡道除邪』前八出。初五日、

頤樂殿承応、頭本『闡道除邪』、…（中略）…二本『闡道除邪』。初六日、三本

『闡道除邪』、…（中略）…四本『闡道除邪』。 

宣統三年、『闡道除邪』。 

とあり、実に清朝滅亡まで『混元盒』の上演が続けられていたことが解る。なお、統一斎は康

煕年間に北京の中南海に造られた戯楼で、また頤楽殿は光緒十六年（1890）に造られ、頤和園

内にある大戯楼に面した建物である68。 

ただ、清末は崑曲が廃れて梆子や京劇などに取って代わられた時代である。それは宮廷演劇

も同様であった。朱家溍は、宮中では光緒年間に伝奇『混元盒』を京劇に改編し、以後これを

上演したという69。そうすると、上に見た『混元盒』あるいは『闡道除邪』も、京劇として行

われたとみるのが自然であろう。 

斉如山によれば、 初に京劇『混元盒』を上演したのは兪菊笙であるという70。兪菊笙、号

は潤仙、道光十八年（1838）に生まれ、民国三年（1914）に没した。同光年間三代武生の一人

で、兪派の創始者として知られる。兪菊笙の京劇『混元盒』は、武生であるかれにあわせて武

場に重きが置かれ、唱法は「崑乱両下鍋」、すなわちある役回りは皮簧を、ある役回りは崑曲

を唱うというものだったという。春台班で京劇『混元盒』が初演された時の配役は以下のとお

りである。 
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大蜈蚣―兪菊笙 

張天師―張玉奎（喜児） 

青石精―慶四 

白石怪―銭宝豊 

紅蟒精―王長寿 

蜘蛛精―陸春蘭 

蝦蟇精―董三福 

蝎虎精―田老 

黒狐精・金花娘娘―孫彩珠 

白狐精―馮瑞雲 

兪菊笙は宣統三年（1911）五月の 後の舞台でも『混元盒』の飛龍僧を演じている71。また

景孤血によれば、兪菊笙は崑曲『闡道除邪』の内廷本を内密に宦官から借り出して京劇に改編

したが、完成前に事態が露見したため、仕方なく『封神演義』の「広成子三進碧遊宮」の段を

入れて、内廷本と異なる内容に仕立てあげ、懲罰を免れるようにしたのだという72。 

『京劇劇目辞典』には73、「兪潤仙（菊笙）編劇」とする趙綺霞所蔵『混元盒』八本を著録さ

れている。伝奇本と比べると、蝦蟇精が井戸に身投げした回民の哈清宇に化ける話や、壁虎精

が豆売りの彭福児に化ける話などが加わっているほか、景孤血の言説を裏付けるように、四本

から突然『封神演義』の「広成子三進碧遊宮」に類似するストーリーが混入している点が注目

される。 

さらに、この混入された「広成子三進碧遊宮」の部分は折子戯としても行われたようである。

中央研究院歴史語言研究所所蔵の『混元盒』皮簧がこれにあたり、これは張節や金花聖母はも

はや登場せず、「混元一気大陣」を敷いた多宝道人を、広成子らが調伏するという話になって

いる。 

（二） 『五花洞』の成立 

なお、『混元盒』の外伝とも言うべき演目に『五花洞』がある。『戯考』所収本74によりス

トーリーを概観すると以下のようなものになる。 

五花洞で千年の修錬を経た蜈蚣の金頭大仙、蝎の毒尾大仙、壁虎の灰身大仙、

蝦蟇の金眼大仙、蛇の長身大仙の「五妖」は、天師の張傑が常に自分たちと敵対

することを恨んでいた。壁虎と蝎は世間を攪乱すべく、人間界に降りてゆくが、

途中、弟の武松の所へ行く武大と潘金蓮に会い、戯れに二人そっくりの姿に化け

る。武大と潘金蓮の本物と偽物が混じり合い、真偽がつかなくなったため、困っ
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た一同は役所に訴え出る。訴えを受けた陽穀県令は、折良く巡回に来た包公に審

議を委託する。そこへ張傑が現れ、法官らを使って壁虎と蝎を調伏する。 

ただ、斉如山によれば、『戯考』本のような形になったのは後世のことで、かつては趙文科

が潘金蓮を迎え入れようとするシーンなどがあったという。いずれにしても、「五妖」や張傑

（傑は節や捷と同音）という設定は明らかに『混元盒』から取ったものであるが、これに潘金

蓮や包公など宋代の人物を交えているのは少々時代錯誤の感がある。演劇としては、本物と偽

物が立ち替わり同じ振る舞いをするところに面白さがあるのだろう。 

この『五花洞』も、兪菊笙が所属していた頃の春台班で創作されたものらしい。斉如山によ

れば、『五花洞』は兪菊笙の内弟にあたり京劇『混元盒』で張天師を演じた張玉奎の手になる

もので75、自らは包公を演じ、本物と偽物の潘金蓮は胡喜禄と王長桂が演じた。張玉奎は胡喜

禄と王長桂の顔が似ていることから本物と偽物が入れ混じるシーンを思いついたという。その

後、『五花洞』は龐先生という人物によって改編され、包公や張天師も本物と偽物が現れ入り

乱れるというシーンが加わったが、のちにこれらは『双包案』と『双天師』という演目として

独立し、以後『五花洞』は再び包公一人、張天師一人の話に戻ったという。 

斉如山のいう『双包案』なる演目は、『戯考』所収本76によれば、 

千年の修錬を経た黒鼠大仙は、包公が陳州放糧から帰る途中近くを立ち寄ると

知り、包公に化けて法堂に赴く。そこへ本物の包公が現れ、真偽がつかなくなっ

たので、包公は天師に要請して天兵を呼び、偽物を調伏する。 

というもので、また『双天師』については、清蒙古車王府曲本に『九花洞』として収録されて

いるものがこれに当たり77、 

金花聖母の命で九花洞を守る九尾黒狐狸大仙は、道友である五花洞の妖怪たち

が紅教の張傑に調伏されたのを聞き、張天師に化けて玄帝廟に赴く。そこへ本物

の張天師が現れ、真偽がつかなくなっため、師匠の普化天尊に訴え出る。普化天

尊は黒狐の偽物を見破り、天兵を使ってこれを調伏する。 

というものである78。いずれにしても、本物と偽物が交互に同じ演技をする滑稽さを売り物に

しており、『五花洞』の二番煎じといった感がある。 

さて、『五花洞』はその後、非常な流行を博し、様々な役者が演じているが、注目すべきは、

民国二十五年（1936）に楊小楼が吉祥園で端午節の際に上演していることである79。『五花洞』

も『混元盒』と同じく端午応節戯として行われることがあったと見てよいだろう。 
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（三） 王瑶卿本『混元盒』 

さて、清蒙古車王府曲本には、『混元盒』第一本から第八本と、それに続く『善道除邪』第

九本から第十六本が収録されている（善と闡は音が近い）80。『京劇劇目初探』で、『道咸以

来梨園繋年小録』の記述をもとに著録するもの81ともほぼ内容が一致している。 

これは、先に見た兪菊笙京劇本と異なり、「広成子三進碧遊宮」のシーンがなく、伝奇本に

比較的近い展開となっている。ただ、伝奇本と比べると、兪菊笙京劇本にあった、蝦蟇精が井

戸に身投げした回民の哈清宇に化ける話や、壁虎精が豆売り（こちらは名前が李長寿になって

いる）に化ける話などが加わっているほか、伝奇本にも兪菊笙京劇本にも見えない、蝎子精が

蘇巧雲に化ける以下のような話が入っている。 

名門に生まれながら、父母と夫に先立たれた蘇巧雲は、兄の蘇懐仁に再婚を強

要されるが、従わなかったために花柳界に売られ、貞節を守るため首を吊って自

殺する。そこへ蝎子精が現れ、死体を呑んで蘇巧雲になりすます。にせ蘇巧雲は、

曹公子に気に入られる。（『善道除邪』第九本頭場から三場まで） 

蘇巧雲の霊魂は、地府で自らの窮状を閻君に訴え、玉帝に節烈仙女に封じられ

る。また朝天宮にいる張天師の夢枕に立って、蝎子精が自分に化けて怪をなして

いることを告げる。さて曹公子はにせ蘇巧雲と結婚することになっていたが、婚

礼の日に張天師は洞房に隠れて蝎子精を待ち伏せ、鶏に化けた昴日星を使って退

治し、混元盒に収める。（『善道除邪』第十本二場から八場まで） 

ところで斉如山によれば、兪菊笙の後を受けて、旦として著名な王瑶卿が、影戯から「蝎子

精」の段を入れるなどして、旦重視の内容に改編した『混元盒』を上演したという。実際、『中

国京劇史』によれば、王瑶卿は光緒二十八年（1902）頃の福寿班での上演を皮切りに、民国十

三年（1924）に舞台を離れるまで数度、紅蟒と琵琶仙子の役で『混元盒』八本を演じている82。

また斉如山によれば、王瑶卿本は女性の観客に歓迎されて大当たりし、その後はどこの戯班で

も王瑶卿が加えた部分の上演が欠かせなくなったといい、また後に梅蘭芳が民国四年（1915）

七月二十五日の初演を皮切りに琵琶仙子の役で『混元盒』を上演しているが83、これは王瑶卿

本に斉如山が手を入れたものだという。この他、王瑶卿は「蝎子精」の段を『琵琶縁』（また

『琵琶仙子』『勾欄院』ともいう）として、蟒精が漁民を誘惑し張天師に誅される場面を『如

意針』（また『金針刺蟒』ともいう）として独立させ、折子戯にして上演している。 

以上の点からすれば、清蒙古車王府曲本所収本は、王瑶卿の改編したテキストということに

なる。清蒙古車王府曲本は乾隆五十五年（1790）から光緒末年まで継続して抄写されたとされ

るので84、光緒二十八年頃初演の作品を収録するということはあり得るし、また王瑶卿初演と
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される『如意針』85が収録されていることも証左となろう。では、王瑶卿が参考にした影戯『混

元盒』とは、どのようなものであったのだろうか。 

六. 影戯『混元盒』と鼓詞『五毒伝』 

混元盒物語は、影戯や鼓詞でも行われた。以下、その内容について考えてみたい。 

（一） 影戯 

影戯にも『混元盒』の演目がある。影戯とは、スクリーン上で平面の人形を動かし、幕後に

いる芸人が唱ったり科白を述べたりしながら演じられる芸能である。中国では一般に演劇に分

類するが、実際には演劇と講唱文学の中間的位置を占めているものと思われる。人形を皮で作

ることが多いため「皮影戯」とも称し、また本邦ではしばしば「影絵芝居」と訳される。筆者

が見ることが出来た影戯『混元盒』は以下の三つである。 

• 『混元盒』三部、抄本。中央研究院歴史語言研究所所蔵。封面に「光緒三年」とあ

る。 

• 『混元盒』二巻、抄本。中央研究院歴史語言研究所所蔵。 

• 『混元盒』不分巻、鉛印本。『燕影劇』（山東兗州府天主教会 1915）所収。東洋文

庫蔵。 

中央研究院で俗曲を収集した際に作成された『中国俗曲総目稿』に、三部本を「影戯詞・北

平・抄・三本」として、また二巻本を「影戯詞・北平・抄・二本」として著録しているので86、

両者はともに北京のものと思われる。また、『燕影劇』はタイトルから解るように（燕は北京

の別名）、北京影戯のテキストを集めたもので、前半が三部本と、後半が二巻本と字句がほぼ

一致している。 

この影戯本には確かに蝎子精の段が含まれている。清蒙古車王府曲本所収京劇本と比べる

と、確かに内容がよく似ており、斉如山のいう影戯移植説を裏付けることが出来る。例として、

蘇巧雲の霊魂が張天師の夢枕に立って怨みを述べる場面の韻文を挙げると、影戯『混元盒』で

は以下のようになっている87。 

奴家我生前本是名門女、巧雲蘇氏女多姣、父母雙亡丈夫歸隱去、惡兄心毒起禍

苗、將我賣在煙花巷、刁氏打罵甚難熬、叫奴接客將錢賺、那時我不肯失節赴陰曹。 

清蒙古車王府曲本『善道除邪』第十本三場では、以下のとおりである。 

我本郷間民良善、蘇氏巧雲守家園、配夫名叫陳文煥、未到一載喪黄泉、可恨胞

兄綱常亂、不念手足情義偏、將奴賣在合歡院、勒逼為娼享唱彈、守節懸樑行短見。 
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いずれも、「私の名前は蘇巧雲と言います。夫たちが死んで、よこしまな心を持つ兄に花柳

界に売り飛ばされてしまいました。客を取って金を稼ぐよう強要されたので、貞節を守るため、

自ら命を絶ちました」という内容になる。ただ、同じ五言の韻文なのに、字句は全くといって

よいほど異なっている。これは、蝎子精の段ほぼ全部にわたって言えることである。無論これ

は影戯と京劇という劇種の差に起因するのだろうが、直接の継承関係にあると思われる劇本間

でも、字句が流用されずほとんど改められている点は興味深い。 

それにしても王瑤卿はなぜ影戯から蝎子精の段を移植したのだろうか。これについては、王

瑤卿本は女性の観客に歓迎された、という斉如山の話と関係がありそうである。かつて女性は

京劇の観劇を制限されていたため、影戯がその受け皿となっていたという側面がある。しかし、

清末にそうした制限が緩み、女性観客が増えると、王瑤卿や梅蘭芳などの旦戯がこうした層に

歓迎されて盛行した。そうして新たな旦戯が作られる際に、もともと女性好みの要素を持って

いた影戯の内容を借用して移植した、というのがおそら く その理由であったろう。 

ところで、北京の影戯は東派と西派に大別される。東派は東城を主な活動領域とし、北京の

東に位置する冀東から伝わった「灤州影系」に属する影戯である。冀東との関係は密接で、芸

人たちはしばしば北京と往来していたようである88。演目を抄本で伝承し、上演時にも台本を

見ながら唱う。一方の西派は、西城を主な活動領域とし、陝西から琢州を経て北京に伝わった

とされ、「秦晋影系」に分類されているが、東派と違って故郷の琢州などとの往来は早くに途

切れたようである。演目を口伝に頼っているので、抄本の類などはほとんど見当たらないが、

『燕影劇』所収のテキストは清末民初に西派が行っていた演目を反映しているもののようなの

で89、これに収める『混元盒』も、おそらくは西派で行っていたものであろう。関俊哲によれ

ば、西派がよく上演する演目を「京八本」といい、『白蛇伝』『混元盒』『西遊記』『小開山』

『楊家将』『下南唐』『背解紅羅』『香蓮帕』を指すというので90、『混元盒』が西派の常演演

目であったことが解る。これに対して、中央研究院歴史語言研究所所蔵テキストは北京で行わ

れた抄本ということなので、そうするとこれはテキストを抄写して伝える東派のものだろうと

いう推測が成り立つ。冀東との芸人の往来を考えれば、東派は灤州影戯とほぼ同義のはずなの

だが、湯際亨の報告91に見える灤州影戯の常演演目の中には、『混元盒』は見当たらない。た

だ、本来異なる影系に属する東西両派が、北京で相互に影響を及ぼしあううちに、西派で行っ

ていた『混元盒』を北京に来た灤州の芸人たちが取り入れたということは考えられる。 

（二） 鼓詞『五毒伝』 

ところで、先に見た孫楷第の『中国通俗小説書目』では、「『混元盒五毒全伝』二十回」と

して鄭振鐸蔵本を著録し、「鼓詞に基づいて改作されたものである」と述べている92。鼓詞と

は、打楽器を使って節をつけながら、散文の語りと韻文の唱いを交互に演じる、主に北方で行
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われた講唱文学の一種である。しかし二十回本の小説を読む限りでは、鼓詞に基づいたテキス

トであるという積極的な特徴は、特に見出すことができない。 

ただし、同じく混元盒の故事に取材した、小説とほぼ同名の鼓詞本というのがある。中央研

究院歴史語言研究所蔵の『新刻五毒伝混元盒全伝』十二卷、錦章図書局石印本がそれである。

出版年代は不明だが、版元が清末民初に上海で石印本を多数出版していた所なので、おそらく

これもその頃のものだろう。また未見だが、北京の清華大学図書館にも清・泰山堂刻本『新刻

五毒伝』十二巻が所蔵されており、『中国善本書目集部』93で「弾詞」として著録しているこ

とや、十二巻という巻数からして、中央研究院本と同系統のテキストだろうと考えられる。錦

章図書局石印本を見ると、韻文と散文が交互に現れるスタイルで記されており、また巻一の第

一葉に「五毒伝留下鼓詞」とあることなどから、鼓詞のテキストであることが解る。ストーリー

は清蒙古車王府曲本所収京劇本や影戯『混元盒』とほぼ共通しており、小説『混元盒五毒全伝』

とは異なっている。 

また、清蒙古車王府曲本に収録されている鼓詞『西遊記』94にも、一部混元盒物語に由来す

るエピソードが含まれている。鼓詞『五毒伝』から、蟒精が漁民を拐かす話や、張家湾で白狐

精が怪をなす話などを流用し、孫悟空を絡ませるなどして手を加え、西天取経の物語に混入さ

せたものである95。おそらく、鼓詞『五毒伝』の流行を受け、これが伝奇本などと同じくもと

もと西方闘戦勝仏孫大聖の名前で孫悟空が登場することから、これに引っかけて取り入れられ

たものだと思われる。 

いずれにせよ、孫楷第の指摘は、こうした鼓詞における混元盒物語の流通を、二十回本の小

説に重ね合わせたものであろう。しかし、先にも述べたように、これら鼓詞本は『封神演義』

の影響を受け内容も複雑になっているのに対し、小説はそうした要素が見られないので、「鼓

詞に基づいて改作されたものである」というのは難があろう。 

七. おわりに 

これまで述べてきた点をまとめると、以下のようになる。 

混元盒物語は、端午節における辟邪の風習を背景として成立し、また戯曲化されてからは端

午応節戯として行われるなど、物語そのものが端午節と表裏一体の関係にある。 

混元盒物語は、小説、伝奇、京劇、影戯、鼓詞など様々な媒体で展開した。その過程で影戯

の場面が京劇に移植されるなど、媒体間での交流も起こっている。また、清代以降展開した媒

体は、伝奇、京劇、影戯いずれも北京で行われたもの、また鼓詞も北京をはじめ北方で展開し

た講唱文学で、概して北京との関わりあいが強い。また、京劇では『五花洞』『九花洞』など

の異伝を生んでいる。 

なお、今回は混元盒物語と民間文学との関わりについて扱うことが出来なかった。これにつ
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いては稿を改めて論じたい。 
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では、北京東派の影戯芸人が解散し たあと 、故郷の灤県に帰っ ていっ たこ と が報告さ れている 。  

89 『燕影劇』所収影戯テキスト の内容およ び性格については、現在別稿を準備し ている 。  

90 関俊哲『北京皮影戯』（北京出版社  1959）15 頁。  

91 湯際亨「中国地方劇研究之一・灤州影戯」（『中法大学月刊』8 巻 3 期  1936）。  

92 「本鼓子詞改作。」人民文学出版社  1982、204 頁。  

93 上海古籍出版社  1996。  

94 北京古籍出版社影印本第 135 函第 1 冊から 第 144 函第 4 冊所収。  

95 秦嵐前掲論文参照。ただし 秦嵐は、「曲本『西遊記』に取り 入れら れたのは『曲海総目提要』に収録

さ れている も のと 車王府曲本の『混元盒』、『善道除邪』など を継承し たも の」と し ている が、鼓詞『五

毒伝』から 流用さ れたも のと する 方が妥当であろ う 。  
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影巻に見る武侠小説  

資料紹介  

岡崎由美  

近代中国武侠小説は、1923 年から上海の『紅雑誌』に連載された平江不肖生の『江湖奇侠伝』

を本格的長編武侠の嚆矢として、30 年代、40 年代の時局の悪化の中でも創作が続いた。その

後、新中国が成立すると、武侠小説は発禁の対象となり、1980 年代、梁羽生や金庸といった香

港産の新派武侠小説が解禁になるまで、ほぼ 30 年間大陸においては武侠小説の空白時期があ

った。しかし、一部の伝統芸能が文革中も公の目を盗んで上演されつづけていたように、武侠

小説も刊行こそ禁止されたものの、やはりこうした伝統芸能に依拠して、細々と伝えられてい

たのである。ここでは、機会があって目睹した皮影戯の脚本の中から、禁書時期における武侠

小説の流伝状況の一例をノートしておきたい。 

一. 『鷹爪王』 線装抄本 全 31 本 

第５本封面に「六三年四月廿四日抄峻」の書写。第 17 本封面裏に「癸卯五月」。第 20 本封

面に「癸卯年五月一日抄」。第 26 本封面に「一九六三年四月一日」。また、第 17 本と第 22

本封面に「孫耀卿編」と書写している。 

『鷹爪王』は、元来、鄭證因（1900－1960）が 1941 年から北平の『369 画報』に連載した全

73 回の小説で、旧派武侠小説の代表格の一つとされている。ストーリーは、清の嘉慶年間、捻

軍の戦乱が激しかった頃、鷹爪王と異名をとる淮陽派の掌門王道隆が武林の達人を率いて、猖

獗をきわめる鳳尾幇と対決し、その本拠地十二連環塢を瓦解させる経緯を描く。 

本皮影戯脚本は、鄭證因の『鷹爪王』を前提にしたものであることは間違いないが、物語自

体は、原作の事件から約 40 年後、鷹爪三侠と呼ばれる鷹爪王の三人の弟子と女侠雲秀英、唐

賽花らが、捲土重来を期す鳳尾幇と対決するというもので、いわゆる外伝を作ったといってい

いだろう。原作で五十代であった鷹爪王はすでに齢九十を超す老人である。鷹爪王の弟弟子万
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柳堂など原作の登場人物も顔を出すが、鳳尾幇は龍頭鳳尾幇となっており、峨眉派の掌門九子

鬼母が雲南の苗疆で復興したとの設定になっている。この九子鬼母の人物設定は、旧派武侠作

家朱貞木の『蛮窟風雲』（1948 年刊）に登場する、雲南苗寨に一派を率いる九子鬼母を借りた

ものとおぼしい。 

【冒頭】 

出白髯二童后站   当年大破连环坞 战败对头武维扬。 老父鹰爪王王道隆幼

受名人传艺，练得一身鹰爪力个样惊人武功。当年大破龙头凤尾帮，战败天南逸叟

武维扬之后，多年隐居，现今年过九旬，一生教了三个徒儿，大弟子名叫邺天章，

绰号钻云神吼，二弟子沙天龙，绰号碧眼金蝉，三弟子云天彪，人称赤胆侠闪电飞

虹。他三人俱有绝艺武功，特有三弟子云天彪，有拳剑钉三绝艺，闪电飞虹行提纵

术各种惊人武功，当此可算压倒南七北六，天生侠肝义胆，视恶如敌，因他弟兄作

出多少杀恶济世惊人之事。人称鹰爪三义。前者我听了一个飞信以竟传出叫他三人

前来。 上邺沙白红三尖鸡尾巾 师父在上弟子拜揖。」坐了。」徒儿告坐。」天

章天龙你二人来的正好，为师正在愁闷。唱 为师我 正思量 因你三弟 天彪子

扬 生来性刚烈 最恨恶豺狼 杀些赃官污吏 斩些恶霸豪强 我恐怕终久受了

恶人害 (我想着叫他少)作些一庄。」沙天龙」邺天章」口尊恩师 细吁衷肠 只

因我三弟 天彪云子扬 见恶如同仇恨 济贫义胆侠肠 （若叫他少作除）暴安良

事 只怕难拦这一桩」镇南侠 武彦章 前者见他说其详 如今那一个 龙头凤尾

帮 现在云南之地 苗汉集居地方 为首之人有两个 一男一女武功为强 有飞

声 来此方 我咱师徒 见个弱强 还有天彪妹 云秀英姑娘 他们结交官府 

作事恨如豺狼 师父这龙头凤尾帮为首男女二人是谁 （谢容翘绰号叫）作（九子

鬼母）峨嵋派是他掌门墙 岳鸣宵 总舵帮 武林人称 镇海魔王 二人俱有那 

绝艺武功强 那个九子鬼母 是个恶淫婆娘 不但身有惊人艺 阴谋鬼诈人难防 

师徒三人正讲话。 上黑净罗帽柳堂被双剑 外面进来云子扬。 白 师父在上，

弟子云天彪拜揖。」免。」大哥二哥可好。小弟拜揖。」三弟由何而来？」由寨而

来。 髯 子扬来的正好。为师与你两个兄长正议论与你。」恩师传出叫弟子前来。

不知与我二位兄长议论弟子什么？」前者镇南侠武彦章向为师说，云南峨嵋派龙头

凤尾帮的魁首九子鬼母谢容翘与镇海魔王岳鸣宵以及那些牙爪想要到北方，看来与

咱们作对。」师父峨嵋派龙头凤尾帮乃是害人恶魔，想要来到北六省，与咱们作对

却要怎样？」他们多半杀你，要你从今以后少露些面目。」少献些身手。」却因何

故？」因为那九子鬼母与岳鸣宵都有惊人武功，还有一群牙爪，那淫妇九子鬼母不

但有绝艺武学，更有难测鬼诈奸谋在勾结官府，恐你受他们的暗算。」师父些言差
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矣。唱 （云天彪闻听师）父这些话 连说差矣把话说 恩师原谅弟子我 恕徒儿

的幼（无知言语 狂） 子扬有话说来 若看恩师这样讲 弟子就得隐田桑 奈何

徒儿生就得 自负敢言性烈刚 身在绿林只几载 经过多少血战场 （弟子我一生

并无别的）望想 志在杀恶而安良 怜老惜贫（扶危济困） （专杀那土豪劣）绅

与镖行 赃官污吏若赶上 一定叫他狗命亡 世上只要有我这 闪电飞虹云子扬 

那怕粉身与碎骨 （我也要杀尽害）人恶豺狼 说什么那些峨嵋派 说什么龙头凤

尾帮 （你老说什么岳）鸣宵的武功好 （说什么九子鬼）母阴谋手段强 他就设

下天罗网 难挡我这义胆侠肠 （全凭我这一对重石）棉沙掌 （背后的两口紫）

电剑鸳鸯 子午梅花钉九口 五祖点穴法儿强 闪电飞行提纵术 （定与那害民

匪）徒闹一场 非是徒儿（不听教训） 非是徒儿仗艺逞强 今要听了恩师的话 

（赤胆侠三个大）字徒儿怎应当 （我兄弟怎么算）得鹰爪三义 望乞恩师细思量。」

咳！口打叹声说罢了 白 老夫也知道劝不了你 徒儿还有一事」二人 三弟请

便。」髯 事事多加小心去吧。」弟子遵命。」二人 师父莫非咱师徒不是那九

子鬼母的对手么？」若论武功却无所惧，只是那九子鬼母的阴谋手段实在是厉害。」

只要他不来，却也无人是我三弟的对手，他那拳钉三绝艺可算压倒武林。师父放心。」

等那九子鬼母与岳鸣宵来时，还要拘束他一番。」师父言之有理。唱 师徒三人谈

以往。」下。 

二. 『燕飛女侠』 線装抄本 全 80 本 

一部封面に、「喀左 勝利影社」の書写と共に、「喀喇沁左翼蒙古族自治県  勝利影社」の

朱印あり。同県は遼寧省にあり、『中国戯曲劇種大辞典』（1995、上海辞書出版社）によれば、

遼寧省の中では皮影戯が盛んであった土地の一つである。また、『中国戯曲志・遼寧巻』（1994

年）によれば、ここは、冀東皮影戯の影響を受けた凌源影調戯が流行した地域で、1960 年凌源

影調戯実験劇団が正式に成立して以後、旧作の改編や新作劇が続々と送り出されたとのことか

ら、本影巻がこの時期の編による可能性は高いと思われる。 

ストーリーは、武昌に武道場を開く侠客燕長江と娘の燕飛が、大道で武芸を披露しながら江

湖を渡り歩き、強きをくじき弱きを助く武勇譚で、外国製の洋装をした人物が登場するなど、

清末の時代風俗が盛り込まれている。 

【冒頭】 

摆场七小英雄站 拳打南山虎 脚踢北海蛟 卖艺江湖走 全凭练拖刀」俺小太

宝文凌银」玉面童子艾文龙」探曩取物杨九青」银锤张新」闭目仙李成」贾寿」孟

永涛」今有老师付设坐大家在此伺候 老髯燕长江坐侠肝义胆壮千秋 扶危济困遍
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九州 卖艺为题除恶霸 赃官污吏刀削头 老夫神石太宝燕长江，乃福建建宁府人

氏。兄长燕长海，他的武艺练到剑客之身份。老夫无儿，只有一女，名叫燕飞，随

他伯父练成惊人之艺，人称女侠。时下皇王无道富豪，官府欺压良民，百姓饿得不

能生存，黎民俱遭涂炭。老夫在武昌之地设立武场，有穷家子弟学几招拳脚，挣几

文金银，以便度日。倘遇赃官污吏不法之徒，暗中杀之，与众除害，因有侠客之称。

此乃三月之时，春暖河 ，街上人烟稠密，正是科场之期。今来在四川春阳镇万福

店居住。众家徒弟们。」有」行李放在店中随我卖艺走走 唱欠身离坐往外走 代

领徒弟一大帮 走出店外留神看 （大街上忙忙碌）碌七十二行 看见了（贫苦之

人推车）担担 汗流满面受饥荒 多少穷人挨门讨 君王无道民遭殃 官宦之家骑

马坐轿 前有恶奴把名扬 他的富贵由那里得 抽民之血他欢畅 （看起来世上

真）乃不平等 潮流黑幕人不安康 全怪君王行无道 只使黎民受灾殃 （且不言

长江卖）艺奔闹市。」下。 来了二人走的慢 二丑藏峰峪中当头目 因为探盘出

山岗 四川九沟十八峪 传遍南北具声扬 眼前就是春阳镇 咱们就去沽酒一场 

不言二贼进镇去。」下。 又来众位卖艺行 上众人分站师徒八人唱然时来在十字

口 两边分 站当阳 长江弓身 言道 口尊众位听其详 白众位爷台站稳金

身。我们是卖艺之人，因受饥荒所迫，不能度日，离家走闯江湖，代领几名青年学

了几招粗笨拳脚，练上几套，使大家 心。有钱的帮个钱元，无钱的帮个人元，赏

多了不嫌多，赏少了不嫌少。但不知那位师傅在此，难以登门叩拜，武行之人看去，

请于指教。徒弟们。」有。」下场来。」在下文凌银。」艾文龙。合 武艺不高，

请众原谅。文唱 文凌银身一弓 （抽出双刀一纵）身形 忙把架拉好 双刀午出

风 前进串跳代蹦 一片白光相同 前进后退招招（有势） 只听嗖嗖起金风 众 

好哇！俩边人 鼓掌声 连连喝彩 足踢（登脚） 文龙入了场 二人比雌雄 单

刀入了空内 来回四十有零 二人演罢一傍立 面不改色气不涌。」下。 又来了 

杨九青 手搿单刀对众一弓 银锤小张新 照样把礼行 兵刃一摆动手」（九青）

用刀来对 二人走了三十趟 站在一傍脸不红。」下。 （好哇！）俩边人 千余

名 连声夸好海潮（相同） 武艺真正好 大家把钱扔 咱们捧这一场 就算周济

贫穷。」长江弓身忙道谢 多谢众位厚待情。」闪出来 小李成 英雄气概 红面金

睛  擎刀当场立  弓身把话说  在下新学乍练  (武功)不甚精通  言罢提刀走几趟  介

面不改色 气不涌。」下。 
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現地調査経過概要  

第 1 回予備調査（北京） 

期間 --------------- 1996 年 2 月 15～22 日 

参加者 ------------ 千田大介・平林宣和 

聞き取り調査 --- 劉季霖（元北京皮影劇団団長） 

第 2 回予備調査（東京） 

期間 --------------- 1996 年 3 月 20 日 

参加者 ------------ 鈴木靖・平林宣和 

聞き取り調査 --- 張宝華（元北京市宣武区風雷京劇団） 

第 1 回現地調査（北京） 

期間 --------------- 1996 年 7 月 24～8 月 4 日 

参加者 ------------ 岡崎由美・鈴木靖・竹越孝・千田大介・二階堂善弘・武藤小夜子 

聞き取り調査 --- 劉季霖・関剣青（元中国木偶劇団団長） 

第 2 回現地調査（北京） 

期間 --------------- 1997 年 2 月 16～3 月 5 日 

参加者 ------------ 岡崎由美・千田大介・平林宣和・武藤小夜子・山下一夫 

聞き取り調査 --- 劉季霖・関剣青・劉曽復（元北京医科大学教授）・王金璐（元中国

戯曲学院教授）・李墨瓔（王金璐氏夫人） 
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第 3 回現地調査（北京） 

期間 --------------- 1997 年 8 月 15～9 月 5 日 

参加者 ------------ 佐藤仁史・梅田雅子・千田大介・波多野真矢・平林宣和・藤野真子・

三須祐介 

聞き取り調査 --- 劉季霖・劉曽復・王金璐 ・李墨瓔・朱家溍（元故宮博物院研究員） 

第 4 回現地調査（北京） 

期間 --------------- 1998 年 7 月 29～9 月 5 日 

参加者 ------------ 材木谷敦・千田大介・二階堂善弘・平林宣和 

聞き取り調査 --- 劉季霖・朱家溍 

第 5 回現地調査（北京） 

期間 --------------- 1999 年 3 月 15～16 日 

参加者 ------------ 千田大介・平林宣和 

聞き取り調査 --- 彭隆興（元中央戯劇学院教授）・葛献挺（元北京芸術研究所研究員） 

第 6 回現地調査（北京） 

期間 --------------- 1999 年 7 月 26～8 月 6 日 

参加者 ------------ 川浩二・高屋亜希・千田大介・二階堂善弘・平林宣和 

聞き取り調査 --- 劉季霖 

第 7 回現地調査（北京・唐山） 

期間 --------------- 2000 年 2 月 26～3 月 12 日 

参加者 ------------ 佐藤仁史・高屋亜希・千田大介・戸部健 

現地協力者 ------ 劉小娟（唐山市文化局） 

聞き取り調査 --- 劉季霖・唐山市皮影劇団 
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第 8 回現地調査（北京・唐山） 

期間 --------------- 2000 年 9 月 2～8 日 

参加者 ------------ 川浩二・佐藤仁史・高屋亜希・千田大介・平林宣和・藤野真子・三

須祐介・山下一夫 

現地協力者 ------ 劉小娟 

聞き取り調査 --- 劉季霖・劉鋭華（元唐山市皮影劇団編劇）・齊永衡（元唐山市皮影

劇団団長） 

見学 --------------- 唐山市皮影劇団特別上演 

■資料調査した図書館 

中国国家図書館（北京図書館） 

北京市首都図書館 

中央戯劇学院図書館 

北京市芸術研究所図書館 

中央芸術研究院図書館 

 

※敬称は省略し た。  

※本研究の全期間を通じ て北京大学大学院在籍中（当時）の大野香織が現地調査に随時参加し た。  
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日本国内所蔵民国時期中国戯劇雑誌目録  

 

一、本目録の名称は、『日本国内所蔵民国時期中国戯劇雑誌目録』である。 

二、本目録は、日本国内の各研究機関に所蔵される、清末から 1949 年までに刊行された中国

演劇関係雑誌を収録の対象としている。 

三、本目録は、以下の各目録データを主な情報源とし、さらに個別の情報を加えて編纂され

た。 

1､東洋文庫近代中国研究委員会編『日本主要研究図書館蔵 中国文新聞雑誌総合目録』

1959 年 

2､アジア経済研究所『中国文雑誌・新聞総合目録』1986 年 

3､国立国会図書館編『国立国会図書館所蔵アジア言語逐次刊行物目録 平成 7 年 3 月

末現在』1996 年 

4､九州大学図書館教養部分館『濱文庫(中国戯劇関係資料)目録』1987 年 

5､東洋学文献センター連絡協議会編『日本文・中国文・朝鮮文等逐次刊行物目録』1963

年 

四、本目録の書誌データに関しては、傅暁航・張秀蓮主編『中国近代戯曲論著総目』（文化

芸術出版社、1994 年）の記載内容を適宜参照している。 

五、データの内容に関しては、正確を期すべくチェックを重ねたが、各目録をもとに作成し

たため、所蔵機関の名称変更など、十分に捕捉できていない場合がある。また、実見して

いない資料も多く、書誌データなどに一部不備が残されている。これらの点に関しては、

あらかじめご了承願いたい。 

六、本目録は今後 Web 上に公開し適宜改訂をしていく予定である。収録データに関して、読

者諸兄の御批判、御教示をいただければ幸いである。 
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日本国内所蔵民国時期中国戯劇雑誌目録 

半月劇刊 （1936、半月刊） 

天理図書館 1936 1 巻 1 期 

京都大学付属図書館 1936 1 巻 1 期 

東京大学東洋文化研究所東洋学文献センター 

 1936 1 巻 1 期 

半月戯劇 （1937～1948、半月刊、上海） 

編者：鄭子褒主編、梅花館主、陳蝉翁、鄭小章合編 

出版者：声美出版社・半月戯劇出版社 

九州大学付属図書館教養分館濱文庫 

 1939～1941 2 巻 7、9 期・3 巻 3～5 期 

北平半月劇刊 （1936～1937、半月刊、北平） 

編者：劉広團等編輯、姚観生、沈時勷、王墨髯、沈聞＃等編 

出版者：北平半月劇刊社 

九州大学付属図書館教養分館濱文庫 

 1937 11 期 

北平劇世界月刊 （1937、月刊、北平） 

出版者：北平劇世界月刊社 

東京大学東洋文化研究所 1937 1 巻 1、2 期 

天理図書館 1937 1 巻 1 期 

東京大学東洋文化研究所東洋学文献センター 

 1937 1 巻 1 期 

北平戯曲学校畢業生劇団 （1941、不明、北平） 

編者：呉江楓主編  出版者：黄金出版社 

九州大学付属図書館教養分館濱文庫 

 1941 
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北洋画報 （1926～1937、天津） 

出版者：北洋画報社 

国立国会図書館 1926～1937 1～1587 期 

春柳 （1918～1919、天津） 

編者：春柳雑誌事務所 

京都大学付属図書館 1918 1 期 

東洋文庫 1918 1 期 

京都大学人文科学研究所 1918～1919 1～8 期 

都立大学付属図書館 1918～1919 1～8 期 

北海道大学付属図書館 1918～1919 1～8 期 

国立国会図書館 1918～1919 1～8 期 

富連成特刊 （1940、単行本、北平） 

編者：呉江楓主編  出版者：黄金出版社 

九州大学付属図書館教養分館濱文庫 

 1940 

旧劇集成 （1939～1940、単行本、天津） 

編者：潘侠風主編  出版者：華新書局 

九州大学付属図書館教養分館濱文庫 

 1939～1940 5 巻～7 巻 

吉祥劇刊 （不明、北平） 

出版者：吉祥戯院 

九州大学付属図書館教養分館濱文庫 2 期 

劇学 （1938～1939、不明、北平） 

編者：国劇学会  出版者：国劇学会 

京都大学人文科学研究所 1938～1939 1 期～16 期 

劇学月刊 （1932～1936、月刊、北平） 

編者：徐凌宵、金悔廬主編 
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出版者：南京戯曲音楽院北平分院研究所・北平中国戯曲研究院研究所 

発行者：世界編訳館北平分館・世界書局 

国立国会図書館 1932～1935 1 巻 1 期～5 巻 6 期（3 巻 7～12 期欠） 

九州大学付属図書館教養分館濱文庫 

 1932～1935 1 巻～4 巻 

京都大学文学部図書室 1932～1936 1 巻 1 期～5 巻 6 期 

京都大学付属図書館 1932～1934 1 巻 1 期～3 巻 12 期 

京都大学人文科学研究所 1932～1936 1 巻 1～5 巻 8 期 

北海道大学付属図書館 1932～1933 1 巻 1～2 巻 6 期 

東北大学付属図書館 1933 2 巻 

東洋文庫 1932～1933 1 巻 1 期～2 巻 12 期 

天理図書館 1932 1 巻 1 期 

一橋大学経済研究所資料室 1932～1934 1 巻 5 期～3 巻 12 期（1 巻 6～12 期・2

巻 1、4～6 期・3 巻 1、3～5 期、7～11

期欠） 

立言画刊 （1938～1943、週刊、北京） 

編者：金達志主編  出版者：立言画刊（総）社 

九州大学付属図書館教養分館濱文庫 

 1939～1942 45～62、64～84、89～93、95～112、

115、117、122、124～127、129～132、

134～145、147、148、166～191 期 

十日戯劇 （1937～1941、旬刊、上海） 

編者：張古愚主編、鄭過宜、胡憨珠編  出版者：国劇保存社 

九州大学付属図書館教養分館濱文庫 

 1937 4、8、12～16、26、29、32～34、46～

49、51、52、54～61、64～66、68～72

期 

戯海 （1937、月刊、上海） 

編者：陳忠豪編  出版者：戯海出版社 
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天理大学図書館 1937～1938 1 巻 1 期 

東京大学東洋文化研究所東洋学文献センター 

 1937 1 巻 1 期 

戯劇 a （1929～1931、双月刊、上海） 

編者：欧陽予倩、胡春冰主編、広東戯劇研究所編 

出版者：広東戯劇研究所・神州国光社 

国立国会図書館 1929～1931 1 巻 1 期～2 巻 6 期 

天理図書館 1929 1 巻 1 期 

京都大学人文科学研究所 1929～1931 1 巻 1 期～2 巻 6 期 

京都大学中国文学研究室 1929～1931 1 巻 1 期～2 巻 6 期 

戯劇 b （1921～1922、月刊、上海・北京） 

編者：民衆戯劇社・新中華戯劇協社 

出版者：民衆戯劇社・新中華戯劇協社  発行者：中華書局 

京都大学人文科学研究所 1921～1922 1 巻 1～6 期、2 巻 1～4 期 

天理図書館 1923 1 巻 1 期 

東京大学東洋文化研究所東洋学文献センター 

 1921～1922 1 巻 1 期～2 巻 4 期 

京都大学付属図書館 1923 1 巻 1 期 

戯劇叢報 （1915、月刊、上海） 

編者：夏秋風主編  出版者：戯劇叢報社  発行者：新劇小説社 

天理図書館 1915 1 巻 1 期 

東京大学東洋文化研究所東洋学文献センター 

 1915 1 巻 1 期 

京都大学付属図書館 1915 1 巻 1 期 

東京大学文学部図書室 1915 1 巻 1 期 

戯劇叢刊 （1932～1935、不定期、北平） 

編者：国劇学会  出版者：国劇学会 

東京大学文学部図書室 1932～1935 1 期 

東洋文庫 1932～1935 1 期期 
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東京大学東洋文化研究所東洋学文献センター 

 1932～1935 1～4 期 

天理図書館 1932 1 期 

京都大学文学部図書室 1932～1935 1～3 期 

国立国会図書館 1932～1935 1～4 期 

戯劇的園地 （1929、半月刊、上海） 

出版者：辛酉学社愛美的劇団出版 

都立大学付属図書館 1929 1 巻 3、4 期 

戯劇画報 （1939～1940、不定期、上海） 

編者：鄭過宣・王唯我編輯 王紹基主幹  出版者：上海戯劇出版社 

九州大学付属図書館教養分館濱文庫 

 1939 2～5 期 

戯劇時代 （1937、月刊、上海） 

編者：欧陽予倩、馬彦祥主編  出版者：戯劇時代出版社 

都立中央図書館 1937 1 巻 3 期 

東京大学東洋文化研究所東洋学文献センター 

 1937 1 巻 3 期 

戯劇旬刊 （1935～1937、旬刊、上海） 

編者：張古愚主幹、呉我尊、鄭過宜、張肖倉編輯  出版者：国劇保存社 

九州大学付属図書館教養分館濱文庫 

 1935 1～36 期 

東洋文庫 1936 18 期 

都立大学付属図書館 1935～1937 1～36 期 

東京大学東洋文化研究所 1935～1937 1～36 期 

戯劇月刊 a （1928～1931、月刊、上海） 

編者：劉豁公、鄭過宜主編、鄭子褒理事編輯 王得天主幹 

出版者：戯劇月刊社  発行者：大東書局 

東洋文庫 1928～1931 1 巻 1 期～3 巻 7 期 
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九州大学付属図書館教養分館濱文庫 

 1931 1 巻 3、11、12 期・2 巻 2、3、5、6、8、

9、11 期・3 巻 1、3～7、9～12 期 

東京大学東洋文化研究所 1928～1932 1 巻 1 期～3 巻 12 期 

京都大学中国文学研究室 1928～1932 1 巻 1 期～3 巻 12 期 

早稲田大学中央図書館 1928～1930 1 巻 1 期～2 巻 12 期 

天理図書館 1928 1 巻 1 期 

都立大学付属図書館 1929～1930 2 巻 1 期～3 巻 3 期 

京都大学付属図書館 1928 1 巻 1 期 

京都大学人文科学研究所 1928 1930 1 巻 1 期～3 巻 3 期 

都立中央図書館 1929 2 巻 3 期 

戯劇月刊 b （1937、月刊、北平） 

編者：関仲蛍主編  出版者：戯劇月刊社 

天理図書館 1937 1 巻 1 期 

東京大学東洋文化研究所東洋学文献センター 

 1937 1 巻 1 期 

戯劇與文学 （1940、月刊、上海） 

編者：戯劇與文学社 

出版者：国民書店 発行者 戯劇與文学社 

東京大学文学部図書室 1940 1 巻 1～4 期 

戯劇與文藝 （1929～1930、隔月刊、北平） 

編者：熊佛西主編  出版者：戯劇與文藝社  発行者：文化学社 

天理図書館 1929 1 巻 1 期 

京都大学付属図書館 1929 1 巻 1 期 

東京大学東洋文化研究所東洋学文献センター 

 1929 1 巻 1 期 

戯劇與音楽 （1931、月刊、上海） 

編者：鄭導楽、謝韻心主編  出版者：芸術書店 

天理図書館 1931 1 巻 1 期 
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東京大学東洋文化研究所東洋学文献センター 

 1931 1 巻 1 期 

戯劇雑誌 （1923、月刊、北京） 

出版者：中華印刷局 

東京大学東洋文化研究所東洋学文献センター 

 1923 1 巻 1 期 

天理図書館 1923 1 巻 1 期 

戯迷傳 （1938～1940、旬刊、上海） 

編者：劉菊禅、劉菊祥主編、鄭過宣等編輯  出版者：上海戯報社 

九州大学付属図書館教養分館濱文庫 

 1939 2 巻 1、5～6 期 

戯曲 （1942、月刊、上海） 

編者：趙景深、荘一拂主編  出版者：曲学叢刊社 

都立大学付属図書館 

戯雑誌 a （1922～1923、月刊、上海） 

編者：戯社  出版者：戯社 

天理図書館 1922 1 巻 1 期 

東京大学東洋文化研究所 1922 1 期、3～9 期 

早稲田大学中央図書館 1922 嘗試号、創始号、3 期 

戯雑誌 b （1922） 

出版者：戯社営業部 

天理図書館 1922 1 巻 1 期 

東京大学東洋文化研究所東洋学文献センター 

 1922 1 巻 1 期 

荀慧生特刊 （不明） 

編者：何海生編輯  出版者：五洲画報社 

九州大学付属図書館教養分館濱文庫 
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藝術月刊 （1930、月刊） 

編者：藝術劇社編 

国立国会図書館 1930 1 期 

天理図書館 1930 1 期 

遊戯世界 （1921～1923、月刊、上海） 

編者：周痩鶴編輯  出版者：発行者 大東書局 

京都大学人文科学研究所 1921～1923 1～24 期 

京都大学中国文学研究室 1921～1923 1～24 期 

天理図書館 1921～1922 1～12 期 

東京大学東洋文化研究所 1921～1923 1、2、6、7、9、12、20、21 期 

国立国会図書館 1921～1923 1～24 期 

東洋文庫 1921 1 期 

早稲田大学中央図書館 1922 14 期 

遊芸画刊 （1940～1944、不明、天津） 

編者：潘侠風主編 

出版者：天津遊芸画刊社 

九州大学付属図書館教養分館濱文庫 

 1941 2 巻 12、13 期 

天理図書館 1940 1 巻 1 期 
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収集影巻一覧  

以下は、本研究期間中に収集された影巻の一覧である。現在、2005 年の完成をめざし解題目

録の作成作業に取り組んでおり、従って以下は仮の一覧であることを断っておく。なお解題目

録の完成を待って、全ての影巻を早稲田大学中央図書館に寄贈、公開する予定である。 

 

 

珍珠塔 ---------------------------------- 十二本 

仙桃会 ------------------------------------- 八本 

唐英烈 ------------------------------------- 十本 

大金牌 ------------------------------------- 六本 

宋歸元 ------------------------------------- 十本 

長壽山 ---------------------------------- 十二本 

聚虎山 ---------------------------------- 十三本 

雙祠堂 ------------------------------------- 九本 

蕉葉扇 ------------------------------------- 十本 

泥馬渡江 ------------------------------- 十一本 

臥鳳山 ------------------------------------- 六本 

血水河 ------------------------------------- 八本 

反漢圖 ---------------------------------- 十二本 

青雲劍 ------------------------------- 二十三本 

小西涼 ---------------------------------- 十一本 

西遊記（連臺本頭本） --劉季霖氏手鈔本 

盗仙草 -----------------------劉季霖氏手鈔本 

水漫金山寺 -----------------劉季霖氏手鈔本 

大名府 -----------------------劉季霖氏手鈔本 

火焔山 -----------------------劉季霖氏手鈔本 

夜宿花亭 --------------------劉季霖氏手鈔本 

萬壽圖 ------------------------------------- 一本 

皀刁旗（武頭山還願） ---------------- 一本 

杭州賣藥（韓湘子望母） ------------- 一本 

雞寶山 ------------------------------------ 八本 

天門陣 --------------------------------- 十八本 

九更天 --------------------------------- 十五本 

龍鳳圖 --------------------------------- 十四本 

薛剛反唐-----------------------------二十五本 

秦英征西---------------------------------- 六本 

松棚會 --------------------------------- 十四本 

虹霓劍 ------------------------------------ 九本 

長壽山 ------------------------------------ 十本 

江東橋 ------------------------------------ 四本 

天緣夢 ------------------------------------ 十本 

飛虎夢 ------------------------------------ 八本 

昭君出塞---------------------------------- 九本 

二度梅 ------------------------------------ 十本 

泥馬渡江---------------------------------- 十本 

四平山 ------------------------------------ 六本 

少西唐 ------------------------------------ 九本 

樊梨花征西 ------------------------------- 九本 

雙失婚 --------------------------------- 十八本 

楊文廣征南 ------------------------------- 七本 

蝴蝶杯 ------------------------------------ 七本 

鎖龍關 ------------------------------------ 八本 
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雙名傳 ------------------------------------- 八本 

雙峰劍 ------------------------------------- 六本 

胡三姐臨凡（玉虎杯） ---------------- 九本 

太華山 ------------------------------------- 六本 

落虎山 ------------------------------------- 九本 

少打關西 ---------------------------------- 十本 

大金牌 ------------------------------------- 八本 

金石緣 ---------------------------------- 十二本 

乾天劍 ------------------------------------- 十本 

炎天雪 ------------------------------------- 六本 

群羊夢 ------------------------------------- 七本 

錯斷顏査散 ------------------------------- 五本 

珍珠塔 ---------------------------------- 十三本 

破闡州 ------------------------------------- 十本 

峨嵋山 ------------------------------------- 六本 

破孟州 ------------------------------------- 九本 

打登州 ---------------------------------- 十六本 

趙恒征東 ------------------------------- 十四本 

金籘玉節 ---------------------------------- 六本 

小西凉 ---------------------------------- 十三本 

全忠孝 ------------------------------------- 六本 

全林寺 ------------------------------------- 六本 

天汗山 ------------------------------------- 一本 

雙鳳釵 ------------------------------------- 一本 

楊家将 ---------------------------------- 十二本 

五峰山 ------------------------------------- 五本 

鎮冤塔 ------------------------------------- 十本 

血書詔 ------------------------------------- 八本 

飛虎夢 ---------------------------------- 十一本 

鎖陽關 ------------------------------------- 八本 

臥鳳山 ------------------------------------- 六本 

雙岔山 ---------------------------------- 十六本 

金頂山 ---------------------------------- 十三本 

聚虎山 --------------------------------- 十四本 

楊家將 -------------------------------二十五本 

封神演義-----------------------------四十三本 

鷹爪王 -------------------------------三十一本 

逼上梁山---------------------------------- 二本 

鐵樹開花---------------------------------- 八本 

真假緣 ------------------------------------ 八本 

四平山 ------------------------------------ 七本 

雙明傳 ------------------------------------ 八本 

破洪州 ------------------------------------ 八本 

平西册 ------------------------------------ 五本 

萬寶陣 ------------------------------------ 十本 

臥鳳山 ------------------------------------ 六本 

青雲劍 --------------------------------- 二十本 

血水河 ------------------------------------ 八本 

玉虎環 ------------------------------------ 六本 

紫金鐘 ------------------------------------ 六本 

楊辭宋 ------------------------------------ 十本 

五虎傳 --------------------------------- 十一本 

彥王走國---------------------------------- 九本 

白鹿院 --------------------------------- 十二本 

焦葉扇 ------------------------------------ 八本 

抵龍換鳳---------------------------------- 十本 

天竺國 ------------------------------------ 九本 

五色拝雲會 ------------------------------- 十本 

薛剛追印---------------------------------- 七本 

雲目雙珠------------------------------- 十一本 

鴛鴦劍 --------------------------------- 十二本 

木羊關 ------------------------------------ 六本 

滑合關 ------------------------------------ 九本 

馬千龍走國 ---------------------------- 十六本 

空函認義---------------------------------- 七本 

香錦帕 ------------------------------------ 七本 
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反漢圖 ---------------------------------- 十六本 

三俠五義 ---------------------------------- 八本 

鐵丘墳 ------------------------------- 二十五本 

全家福 ------------------------------------- 八本 

血書記 ------------------------------------- 七本 

楊家將 ------------------------------- 二十五本 

龍江頌 ------------------------------------- 二本 

沙家浜 ------------------------------------- 三本 

金藤玉節 ---------------------------------- 八本 

聚虎山 ---------------------------------- 十三本 

天竺國 ------------------------------------- 十本 

江東橋 ------------------------------------- 七本 

秦英征西 ---------------------------------- 六本 

紫金鍾 ------------------------------------- 九本 

泥馬渡江 ------------------------------- 十二本 

鐵樹開花 ---------------------------------- 八本 

炎天雪 ------------------------------------- 四本 

珍珠塔 ---------------------------------- 十二本 

雙魁傳 ------------------------------------- 七本 

臥鳳山 ------------------------------------- 六本 

跨海征東 ---------------------------------- 九本 

全忠義 ------------------------------------- 五本 

十二金錢鏢 ------------------------- 二十五本 

上龍關 ------------------------------------- 十本 

保龍山 ------------------------------------ 六本 

青雲劍 ------------------------------------ 十本 

狄青征西------------------------------- 十二本 

四平山 --------------------------------- 十二本 

玉虎環 ------------------------------------ 六本 

赫陽山 ------------------------------------ 八本 

雙鋒劍 ------------------------------------ 六本 

大金牌 ------------------------------------ 七本 

梅花亭 ------------------------------------ 七本 

打關西 ------------------------------------ 八本 

金鎖關 --------------------------------- 十四本 

金頂寺 --------------------------------- 十一本 

彥王走國------------------------------- 十一本 

全家福 ------------------------------------ 八本 

鎖陽關 --------------------------------- 十六本 

雙名傳 ------------------------------------ 八本 

靈飛鏡 ------------------------------------ 八本 

血書記 ------------------------------------ 十本 

雙失婚 ------------------------------------ 十本 

（破本） ----------------------------------- 二本 

*   *   * 

皮影唱腔---------------------------------- 一本 

皮影理論---------------------------------- 一本
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