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革命現代京劇の英雄人物造型に 
関する一考察

―京舞体三結合を中心に―

平林　宣和

目次：

一、はじめに

二、人物造型の変遷とスタニスラフスキーシステム批判

三、京舞体三結合の導入と「馬舞」

四、文革期の俳優養成と京舞体三結合

五、まとめ

一、はじめに

「崇高で輝きに満ちたプロレタリア階級の英雄人物」を目

に見える形象として造型することは、文革期の革命現代京劇 [1]

に課された最も重要な任務であった。この任務は毛沢東の『文

芸講話』が文芸界に与えた課題の延長線上に位置するが、文革

によりマイナスイメージを担う結果となったものの、そもそも

はプロレタリア階級を核とする新中国の新たな国民像を、可視

的な形で塑造するための試みであったといってよいだろう [2]。

京劇は新中国建国前後の時期、この任務とは即かず離れずの

位置に自らを置いていたが、1958 年以降になると、俄然その

主戦場の観を呈するようになる。清末以来、近現代に材を採っ

た数多の「現代戯」創作の経験を積んできた京劇であったが、

文革を目前としたこの時期に、「帝王将相、才子佳人」とはか

け離れた「プロレタリア階級の英雄人物」を演じるという難題

[1]	 文革期に模範劇（様板戯）と

して上演されていた京劇を、

他の舞劇などと区分するため

に、小論では革命現代京劇と

呼ぶ。

[2]	 刘艳（2001）は、革命現代京

劇が表象する新中国の「現代

生活」とは、あくまで本質化

されたイメージであり、現実

にはいまだ存在しないその形

象を「写意」という手法で描

き出したのが、革命現代京劇

に他ならないと指摘している。
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に、あらためて直面することになるのである。

舞台上に英雄人物像を造型してゆくプロセスには、言うまで

もなくいくつかの階梯があり、文字によって記される台本のレ

ベルから、舞台上で生身の俳優によって演じられる段階まで、

造型作業は舞台に関わる多くの人間によって幾重にも積み重ね

られる。このうち台本のレベルに関しては、複数の演目を対象

に、英雄人物像の造型が時とともにどのように尖鋭化されてき

たのかが、国内外の研究者によって検討されてきた。また、俳

優自らが英雄人物を演じる際の演技術について、筆者は文革期

のスタニスラフキーシステム批判に注目し、その初歩的な意味

づけの作業を行っている（平林、2004）。

文革期の英雄人物像は、何よりも「高・大・全」、すなわち

崇高で偉大、かつ完全無欠な存在として造型されることを要求

された。スタニスラフスキーシステム批判は、俳優の「自己」

や「無意識」といった概念がもたらす不確定要素を排除するた

めの理論的な基盤を提供したが、一方同時期の俳優の身体技法

に関しては、「京舞体三結合」と呼ばれる演技および訓練のシ

ステムが新たに採用されている。小論では、英雄人物像の造型

に関する既存の議論を一通りおさらいしつつ、これまで検討さ

れたことのない「京舞体三結合」について、現時点までに明ら

かになったことを述べ、「崇高で輝きに満ちたプロレタリア階

級の英雄人物」の形象がいかなる組成によってできあがってい

るのか、その分析を幾分かでも進めたいと思う。

二、人物造型の変遷とスタニスラフスキーシステム批判

先述のように、プロレタリア階級の英雄人物像を造型すると

いう課題は、1942 年に毛沢東が延安で発表した『文芸講話』

を直接の基点としている。その中で毛沢東は、「我々の文学・

芸術は（中略）、第一に労働者・農民・兵士のためのものであ

り、労働者・農民・兵士のために創作され、労働者・農民・兵
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士によって利用されるものである」と述べ、この「原理」はそ

の後もさまざまなところで繰り返し言説化されてきた。

特に文化大革命の始まる前後には、労働者・農民・兵士すな

わちプロレタリア階級の形象の絶対的優位性を支える様々な

文芸理論が登場している。1962 年に行われた「中間人物論批

判」は、善玉でも悪玉でもない、複雑でより現実的な人物像

を描くことを批判し、また文革開始後の 1968 年に提起された

「三突出理論」、つまり善玉と悪玉のうち善玉達をまず目立た

せ、その中でも英雄人物達を前面に出し、さらに最も英雄的な

人物を突出させる、という原理は、その後文革期のあらゆる創

作を律する金科玉条となった。

こうした原理はまず上演台本上に、その刻印を残すことにな

る。文革開始後の 1967 年に革命模範劇として認定される革命

現代京劇の演目は、どれも文革開始以前のいずれかの段階で創

作、上演されたものである。我々が現在目にすることの出来る

当時の革命現代京劇の映像は、いずれも 1970 年前後に撮影さ

れたが、この時点での台本は、各々が最初に創作、上演された

時のものとは甚だしく異なっている。

たとえば、1958 年の『智取威虎山』初演時の台本では、主

人公楊子栄が威虎山に登る際、敵の目を欺くために「黄色小調

（艶事を唄った小唄）」を口ずさみ、さらに匪賊の頭目の娘を

からかうという一幕が準備されていた。こうしたプロレタリア

階級の英雄人物像を「損なう」場面はその後軒並み削除され、

代わりに革命、階級闘争、共産主義を称揚する場面や歌などが

加えられている [3]。

また吉田（2004）、および関（2001、2002）は、それぞれ後

に模範劇となる『紅灯記』、『白毛女』の台本と、その中に描か

れる人物像の変遷を詳細に跡づけている。これらの研究は、複

数回にわたる台本の改編過程の中で、中間人物が徐々に姿を

消し、反面「崇高で輝きに満ちたプロレタリア階級の英雄人

[3]	 前掲の刘艳（2001、45 頁）

の記述による。このほか同

論文では、『紅灯記』、『沙家

浜』における同様の改編を検

討している。
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物」達がますます突出してくるプロセスを明らかにしている [4]。

「高・大・全」という特質を備えた英雄人物像は、まずはこれ

らの原理、およびその実践としての台本の創作・改編という形

で、徐々にその姿を整えていったのである。一方、実際の舞台

上演に関わる俳優の演技については、スタニスラフスキーシス

テム（以下スタシステムと呼ぶ）に対する激しい批判が、文革

期における演技術を規定する大きな要因となった。

スタニスラフスキーの中国への紹介は民国初期の 1916 年に

始まり、以後も一連の著作の翻訳や、一部演劇学校におけるス

タシステムの採用によって、その理論は中国の演劇界に徐々に

浸透していった。さらに新中国建国以後、スタシステムは社会

主義演劇理論の中核として重視され、1954 年にはソ連から複

数の専門家を招いて国内の文芸幹部の養成が大規模に行われる

など、中国演劇界のバイブルとして不動の地位を得るに至った。

京劇界においても、建国後の中国戯曲学院の俳優養成課程には

スタシステムが導入されており、当時の俳優の卵たちは伝統的

な演技術に加えて、新たに移入されたスタシステムを一通り身

につけていたのである [5]。

しかしながら文革開始以降、スタニスラフスキーは「ブル

ジョア階級の反動的芸術権威」として全面的に批判され、ス

タシステムに含まれる様々な理論も一律に否定されてしまっ

た。一定の規模を備えた本格的なスタシステム批判は、1969

年に『紅旗』の第 6、7 期合併号に掲載された「スタニスラフ

スキーシステムを評す」に端を発し、その後スタシステムを批

判する相当量の文章が、『人民日報』や『紅旗』など、当時の

主要メディアに相継いで発表されている。

「スタニスラフスキーシステムを評す」は、上海革命大批

判執筆グループの署名により発表され [6]、第一章「労農兵から

出発するか、それとも“自己から出発”するか」、第二章「階

級論か、それとも“種子論”か？」、第三章「意識的な宣伝か、

[4]	 吉 田（2004） で は、『 紅 灯

記』の数種類の台本が比較検

討されている。それによれば

台本の改編は模範劇が確定し

た 1967 年以降の方が著しい。

三突出理論が 1968 年、スタ

ニスラフスキーシステム批判

および京舞体三結合が 1969

年にそれぞれ登場しているこ

とを考えれば、1970 年前後

の模範劇映画撮影までの三、

四年の期間が、模範劇の完成

期であるといってよいだろう。

[5]	 1951 年から 59 年までの期間、

戯曲学院（開設当初は戯曲実

験学校と呼ばれた）で学んだ

孫元意氏によれば、学生たち

はスタシステムを学習した後、

伝統演目を演じる際に「深入

角色（役に深く入り込む）」

して涙を流したりするように

なったという。
[6]	 余（2004、167 頁）によれば、

この文章は当時復旦大学中文

系の教師であった胡錫涛によ

って単独で書かれたものであ

る。そもそもは上海の複数の

新聞社が、毛沢東の好まない

旧ロシアの文芸理論家に対す

る批判文の執筆を、一部知識

人に依頼した結果生まれた文

章だという。
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“無意識の創作”か？」、第四章「文化戦線におけるプロレタ

リア階級の専政を強化する」の全四章で構成されている。この

うち一章から三章において言及されている、「自己から出発す

る」こと、さらに「種子論」、および「無意識の創作」が、こ

の文章の主な批判の対象であり、この三つの要素を批判するこ

とについて、この文章の論理は終始一貫している [7]。

俳優の「自己」を演技の出発点とし、この自己の基礎の上に、

役の中にある様々な善悪の「種子」を見つけ、それを培養し育

んだ上で、さらに無意識のプロセスを経過して一つの役を生き

る、というのがスタシステムの骨格の一つである。システム批

判はこのプロセスを、社会主義の階級論とはまったく相容れな

い、ブルジョア資本主義の人間観に基づく立場として全面否定

した。さらに「模範劇のなかの崇高で輝きに満ちたプロレタリ

ア階級の英雄人物の形象、および醜悪で矮小な反革命分子の形

象は、すべて“種子論”に対する強力な批判なのである」とい

う具合に、革命現代京劇を含む模範劇を、スタシステムに真っ

向から対立するものとして明確に位置づけているのである。

この時期に突然スタシステム批判が始められたのは、当時の

ソ連との緊張関係が、国境紛争によって戦争勃発寸前の状態に

あったことと、おそらく無関係ではない。その意味では偶然の

産物と言えなくもないが、しかし結果としてスタシステム批判

は、文革期の模範劇の演技を制御する、理論的支柱の一つに組

み込まれた。そして自己や種子、無意識といった、階級論と相

容れない不確定要素が、当時の俳優の演技から一律に排除され

ることになったのである。

三、京舞体三結合の導入と「馬舞」

ここまで見てきたように、「崇高で輝きに満ちたプロレタリ

ア階級の英雄人物の形象」は、まず台本の段階でいささかの瑕

疵も見出せないよう、入念に練り上げられた。そしてそれを演

[7]	 詳細は平林（2004）を参照の

こと。
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じる俳優は、スタシステム批判によって

自身の「内面」が演技に影響を与える経

路を、理論上封鎖されることになる。以

上の要素に加えて、俳優の身体を素材に

「プロレタリア階級の英雄人物の形象」

を造型するため、その身体技法を規定す

る原理として革命現代京劇の演技体系に

組み込まれたのが、以下に述べる「京舞

体三結合」である。

京舞体三結合とは、伝統的な京劇の演

[8]	 1970 年前後に発表された文

章を集めた『赞革命样板戏舞

蹈设计』は、1974 年に出版

された書籍だが、この中から

京舞体三結合という用語を見

出すことはできない。まず現

象が先行し、後になってそれ

を京舞体三結合と呼ぶように

なった、ということかも知

れないが、この点については、

以後あらためて検討したいと

考えている。

技術に、「舞」つまりバレエを主軸とした当時の舞踊、および

「体」すなわち器械体操を中心とした各種スポーツを加え、こ

の三つを身体技法の基礎とする、という意味である。たとえば

写真１は『智取威虎山』の一シーンだが、跳躍動作を見せてい

る俳優達の演技から、そこにバレエや体操の影響があったこと

は容易に見て取れるだろう。

京舞体三結合が革命現代京劇の演技体系にいつ頃から組み込

まれたか、正確に跡付けることのできる資料は現時点では未発

見だが [8]、かつて革命現代京劇『杜鵑山』の創作に関わった石

宏図氏によれば、1969 年に導入が始められたという。その京

舞体三結合が革命現代京劇の創作、とりわけ俳優の身体技法

に影響を与えていった初期の具体例の一つとして、『智取威虎

山』の「馬舞」、すなわち馬に乗って山道を進むことを表現す

る舞踊的動作のケースが挙げられるだろう。この「馬舞」は

1970 年に『智取威虎山』を映画化するにあたって新たに編ま

れたものであり、その創作のプロセスにおいてとりわけバレエ

の影響が大きかったことは、主人公の楊子栄を演じた俳優童祥

苓の以下の回想からも明らかである。

于会咏はまず第五場の「打虎上山」から改編を始めた

写真１：上海京剧团《智取威虎山》剧组（1970）より



革命現代京劇の英雄人物造型に関する一考察（平林）　11

が、同時にこの場面に「馬舞」を

加えようということになった。こ

の時には、北京京劇団、中国京劇

院、中央舞劇院、『紅色娘子軍』

バレエ劇組、さらには『智取威虎

山』劇組を動員して、全部で五種

類の振り付けのアイデアを出させ、

そのすべてを私に学ばせたのであ

る。それらを学び終わると、今度

は各アイデアのエッセンスを選び

取り、自分に最も適した振り付け

[9]	 前掲『赞革命样板戏舞蹈设

计』所収。

を設計させられた。（童、2000、114 頁）。

このように、「馬舞」の設計にあたって、京劇の劇団のほか

に二つの舞劇団が関与していたことが看取できる。当時の舞劇

では、ソ連から学んだバレエを土台に、伝統演劇の身体技法を

部分的に加味したスタイルが主流であり（于、2004）、『紅色娘

子軍』バレエ劇組はもちろんのこと、中央舞劇院による振付も、

基本的にバレエを主軸としたものだったと考えてよいだろう。

当初五種類存在した振付が元来どのようなものであったかは明

らかではないが、最終的にできあがった「馬舞」の跳躍動作や

脚部の造型などを見れば（写真２参照）、それまでの京劇の所

作には見られない、バレエ導入の明らかな痕跡が複数見出せる

のである。

童祥苓が半月の間集中して取り組んだこの「馬舞」は、『智

取威虎山』の中でも最も成功した演技の一つとされており、

1970 年 1 月 5 日の『解放日報』では、「革命的な政治内容と、

能う限りの美を尽くした芸術的形式との統一」の代表例として

賞賛されている [9]。その中でもとりわけ、京劇とバレエをとも

に摂取し、それが英雄人物の造型につながった点に高い評価が

写真２：上海京剧团《智取威虎山》剧组（1970）より
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与えられていることは、以下の文章からも明らかであろう。

　「馬舞」は芸術のスタイルの上で、徹底的な革新を

行った。（中略）「馬舞」は京劇本来の様式に含まれる

動作の一部、さらに西洋の舞踊および民間舞踊のいくつ

かの技巧を批判的に摂取しながら、それまでの舞踊が日

常的な動きを芸術的なそれへと昇華させる際のある種の

ルールを参考にしている。とはいえその出発点はあくま

で革命闘争という現実であり、また英雄的な人物のキャ

ラクターである。というのも、その目的はプロレタリア

階級の英雄人物を造型することにあるのだから。

革命現代京劇のその他の演目、たとえば『平原作戦』などに

おいても、英雄人物の造型のために、体操や雑技の技術が京劇

の演技の中に取り入れられていた実例が見いだされる。

　最後の一幕、民兵が地下道で戦闘を行う際に用いる所

作、たとえば「側飛燕」、「魚躍」などには、体操の中の

一部動作が応用されており、その溌剌とした造型によっ

て民兵たちの強健かつ威厳のある姿を現出させている。

また正規軍突撃の場面では、雑技の跳躍技に使われる

「弾板（ジャンピングボード）」を用いて、兵士たちが身

を躍らせて壁を飛び越えるという、まさに天兵が降臨し

たかのような破竹の勢いを表現しているのである。（上

海人民出版社編、1974、57 頁）

以上、「馬舞」の例において顕著なように、少なくとも革命

現代京劇の映画撮影が行われる少し前、スタシステム批判とほ

ぼ同時期の 1969 年頃には、京舞体三結合が俳優達の演技の中

に取り入れられていったことが確認できるのである。
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とはいえ革命現代京劇の創作の場面における京舞体三結合の

導入は散発的なものであり、全ての俳優のあらゆる演技が、京

舞体三結合を基礎としていたというわけではない。それがより

厳密に体系化されてくるのは、文革期の俳優養成の現場におい

てであった。

四、文革期の俳優養成と京舞体三結合

文革開始以後、京劇俳優の養成は一時中断されるが、1972

年に革命現代京劇を演じる次世代の俳優達を育成することを目

的として、演劇学校における俳優教育が再開されている。当時

の俳優教育がどのようなものであったのか、実地に体験をした

二人の京劇俳優の例を以下で検討してみたい。

中国戯曲学院（当時は中央五七芸術大学戯曲学校と呼ばれ

ていた）[10] の卒業生である張紹成氏は、1973 年に入学して後、

1976 年に文化大革命が終了するまでの期間、革命現代京劇の

教育を受けている。当時の基本功は伝統的なものと特に変わり

はなかったが、これに加えて京舞体三結合のカリキュラムが準

備されていた。

「舞」に関しては、舞踊学校から派遣された教師よりバレエ

と民族舞踊の訓練を受け、最初に学んだのは上海舞劇団が創作

した『小刀会』の「弓舞」だったという。また体操については、

天津体育学校の師資班（教員養成クラス）の学生が教えに来て

おり、京劇の毯子功とは異なる、助走付きの宙返りなどの訓練

を主に施されている。さらに北京武術隊の選手達が武術の指導

に訪れ、白兵戦を演じる際の演技の迫真性を身につけるため、

様々な武術の型の練習を行ったという。

また同時期の 1972 年、北京戯曲学校（当時の名称は北京芸

術学校）[11] に入学した張春祥氏も、同様に京舞体三結合に基

づいた身体訓練を受けている。最初の二年間はまず伝統的な基

本功と革命現代京劇用の組合動作の訓練を受け、通常の開蒙戯

[10]	 中央五七芸術大学は文化部に

属し、下部組織として八つの

芸術学校を擁していた。当時

の戯曲学校はそのうちの一つ

であり、革命現代京劇の継承

のため、1972 年から再び学

生を受け入れ始めた。張氏

は第二期生として入学、1979

年に六年間の学習を終えて卒

業するが、この年から学部の

募集が始まったため、受験し

てさらに四年間学習を続けた。

卒業は 1982 年で、文革後の

戯曲学院の第一期卒業生とな

っている。

[11]	 当時の北京芸術学校には、京

劇、評劇、梆子、話劇、木偶

戯、舞踊、曲芸、雑技、舞台

美術などの各種学校が含まれ

ており、単独の演劇学校は無

かった。
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に代わって革命現代京劇の一部を学習したとのことである。ま

た「舞」と「体」については、専門の舞踊教師によるバレエの

授業が週に二回行われ、さらに体操の授業は毯子功の教師が兼

ねていたという。ジャンピングボードの練習なども課せられた

が、これは『杜鵑山』など、革命現代京劇の上演に必要な技術

だったからである。

これらの実例から、京舞体三結合という身体技法の原理が、

文革期の京劇俳優養成のカリキュラムに明確に反映されていた

ことが確認できる。先述のように 1972 年に俳優養成が再開さ

れたのは、革命現代京劇を演じる次世代の俳優たちを育成する

ためであった。そして革命現代京劇の最も重要な任務は、プロ

レタリア階級の英雄人物を目に見える形象として造型すること

にあるのだから、俳優の卵たちが受けた京舞体三結合に基づく

身体技法の習得は、その目的を達するための必須のカリキュラ

ムと見なされていた、と考えて良いだろう。

さて京舞体三結合に基づく俳優訓練は、単に京劇とバレエ、

および体操の身体技法をただ個別に習得する、というレベルに

とどまるものではなかった。注目すべきは、プロレタリア階級

の英雄人物を演じるという絶対的要請があった故に、それが伝

統的な京劇の身体技法に一定の変化をもたらした、ということ

である。

伝統的な京劇には、養成の初期段階で学ぶ基本姿勢が一定数

用意されており、それは革命現代京劇にもほぼそのまま引き継

がれている。ただし文革当時には各々の動作の名称が変更させ

られており、たとえば「順風旗」と呼ばれる片手を頭上に、も

う片方の手を水平に挙げる姿勢は、当時「光芒万丈」と改称さ

れた。光芒とは共産党と毛沢東から発する光を表し、それが遙

か万丈の彼方まで普く照らすことを象徴している。また「手提

紅灯」という姿勢は、本来鎧をささげ持つという意味の「提

甲」という名称であったが、革命現代京劇の代表的演目『紅灯
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記』に基づいて改称された。

そして名称よりさらに本質的な身体技法上の変化は、これら

の基本姿勢においても観察が可能である。たとえば腕を上方に

伸ばし掌を上に向ける「托掌」という姿勢を例に取ると、伝統

的な京劇の場合、腕は緩やかな弧を描き、決して上に突っ張る

ような印象は感じられない。しかし革命現代京劇になると、バ

レエのように直線が強調された、上方へと高く伸び上がるよう

な姿勢となる。その際胸部も胸を張った「挺胸」となり、従来

の胸部をゆるめた姿勢とはかなり印象が異なっている [12]。こ

うした点は俳優自身も、この時代に訓練を受けた人間の一種の

「癖」として明確に自覚している。

このように、京舞体三結合の導入は、伝統的な京劇の身体技

法の中にバレエと体操の身体的特性が浸透してくる、という事

態をもたらした。それはプロレタリア階級の英雄人物を造型す

る、という要請に応えるものであったが、一方で伝統的な京劇

の特質である「八分満」、すなわち十を表現したい場合に敢え

て八分目で抑える、という抑制の効いた演技の原則を崩す結果

となった [13]。含蓄に富み、観客の解釈の余地を残した奥行き

のある演技は消え去り、代わって全てが表面に露出したような

「輝きに満ちた」身体がそこに出現したわけである。

五、まとめ

以上、「京舞体三結合」に着目しつつ、革命現代京劇の英雄

人物の造型について、その組成を析出してみた。ここまで段階

的に述べてきたように、革命現代京劇における英雄人物の形象

は、『文芸講話』に始まる各種文芸理論の影響の下に形成され、

さらに文革期のスタシステム批判および京舞体三結合の導入を

経て、より「洗練」の度を増すこととなった。スタシステム批

判は、舞台上の演技から俳優の内面や無意識といった要素を排

除し、英雄人物をより完全な「模範」へと変貌させている。一

[12]	 以上の動作については、張紹

成氏に対するインタビューの

際、張氏の実演に基づき検証

した。

[13]	 先に挙げた石宏図氏の示唆に

よる。
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方の京舞体三結合は、京劇の身体技法にバレエや体操の要素を

注入し、「八分満」という京劇本来の原則を崩すことによって、

英雄人物達の身体から、内面的な奥行きをさらに見出し難いも

のとしたのである。

牧、松浦、川田（2002）は、こうした英雄人物像を、「翳り

なき身体」と形容しているが、この「翳りなき身体」は小論で

述べたように、京舞体三結合をひとつの組成としてできあがっ

ているといっていいだろう。「崇高で輝きに満ちたプロレタリ

ア階級の英雄人物の形象」は、このような原理を演技術の中核

に組み込んだ、特異な実験作品だったのである。

ところで、先述のようにプロレタリア階級の英雄人物形象の

確立は、建国以前から実現すべき至上の課題として文芸界に与

えられていた。それが「中間人物論批判」や「三突出」といっ

た理論的基盤の上に、「高・大・全」という完全無欠な特質を

備えた絶対的存在として現れたことは、ひとまず文革期特有の

現象だったといってかまわないだろう。またスタシステムに対

する批判も、反修正主義と階級論の絶対化、さらに当時のソビ

エトとの関係悪化という背景から、やはり文革期固有の産物と

いってよいように思われる。

一方、京舞体三結合に見られるような伝統演劇とバレエ、体

操との融合は、舞劇というジャンルにおいて、すでに建国初期

から試みられてきた。京劇にとって、バレエや体操の摂取は文

革期に初めて着手された作業であったが、しかし舞台芸術全般

に視野を広げれば、それは革命現代京劇が出現する以前に、舞

劇においてすでに試みられた事柄だったのである。この点から

すると、文革期に京舞体三結合の教材として、まず舞劇の『小

刀会』が選ばれていたことは注目されて良いだろう。すなわち

京舞体三結合は、文革期より以前に自身の類似品を見いだし、

それを参照していたのである。

冒頭で述べたように、英雄人物を本質化された表象として確
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立させるという作業は、そもそも新中国の国民像を可視的な形

で塑造するための試みであった。そしてその有力な素材の一つ

となった舞台芸術の身体技法の変遷、特にバレエとの融合の試

みの歴史もまた、上述のように文革期より以前に遡りうる。と

いうことは、バレエとの結合による新たな身体技法の創出は、

それを部品の一つとして組み込む新中国の国民像確立の試みと

ともに、より長い歴史的スパンにおいて眺めてみなければなら

ない、ということになるだろう。この問題については、他の領

域の材料を集めた上であらためて論じてみたい。
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人民日报社新闻信息中心	《人民日报	五十年图文数据系列光盘》，人民日报

出版社

美国《中国文化大革命》编委会		2002《中国文化大革命文库》, 香港中文大

学・中国研究服务中心

【インタビュー】

2003 年 8 月 20 日（東京）	 	張紹成（元中国京劇院俳優・中国戯曲学院卒業

生）

2003 年 9 月 2 日（東京）	 張春祥（元北京京劇院俳優・北京戯曲学校卒業

生）

2004 年 2 月 9 日（北京）	 石宏図（元北京京劇院院長）

2004 年 9 月 5 日（北京）	 葉金援（北京京劇院俳優）

2004 年 9 月 25 日（東京）	 張紹成

2005 年 3 月 2 日（北京）	 高牧坤（中国京劇院）

2005 年 3 月 3 日（北京）	 孫元意（中国京劇院）

※	本研究は、2003 － 2004 年度科学研究費補助金萌芽研究「革命現代京劇

における人物形象とその身体」（課題番号 15652011）の研究成果の一部

である。
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※	小論は、2004	年 10	月 6 日にプラハ・カレル大学で開催された国際シン

ポジウム「New	Trends	in	Chinese	and	Japanese	Theatre	Studies」、お

よび 2004 年 11 月 28 日に開催された日本演劇学会 2004 年秋の研究集会

「アジア演劇の視座」における研究発表に基づくものである。また大阪

市立大学の松浦恒雄先生、および摂南大学の瀬戸宏先生からは、貴重な

資料と情報の提供を受けている。さらに早稲田大学演劇博物館の李墨氏

には、北京におけるインタビュー実施に際してご助力をいただいた。こ

の場を借りて御礼申し上げたい。ただし言うまでもなく、小論の至らな

いところはすべて筆者の責任に帰すものである。
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車王府曲本所収皮影戯考

―北京東西両派との関係を中心に―

山下　一夫

1. はじめに

中国の影人形芝居―皮影戯の研究には、楽器や楽譜などの

音楽、人形や舞台などの造形美術の他に、台本の検討が必要な

ことは言うまでもない。かつて長澤規矩也は、皮影戯の台本

について「伝来がまれで、あまり見たことがない」としたが [1]、

現在では様々な機関の所蔵資料の調査作業も進み、影印出版な

ども行われているほか、中国都市芸能研究会でも整理収集作業

を続けている [2]。

北京で行われた皮影戯について言えば、西城を中心に活動し

た“西派”は基本的に台本を口伝に頼るため、書写テキストは

少ない。しかし、かつて東城を中心に行われたいわゆる“東

派”は、現在の唐山（地級）市一帯で行われた冀東皮影の北京

における出張上演だったため [3]、今なお天津市や河北省、東北

三省などで活動する劇団が用いている台本や、各地の文化局な

どで所蔵されているものもその一種と見なすことはできるだろ

う。ただ、清末から民国期までのものに限って言えば、最も規

模が大きく、また資料的価値が高いのは、1928 年から 1932 年

にかけて中央研究院で収集された俗曲コレクションである [4]。

これは中国における民俗学の勃興を受けて、民間芸能を研究す

るために集められたものであるが、この中に皮影戯の台本も二

百点あまり含まれている。現在では台北の中央研究院歴史語言

研究所傅斯年図書館の所蔵となっており、さらに近年新文豊図

＊	 本稿は、日本学術振興会科学

研究費・基盤研究Ｂ「近現代

華北地域における伝統芸能文

化の総合的研究」（2005 年度、

課題番号：17320059、研究代

表者：氷上正）による成果の

一部である。
[1]	 長澤規矩也「支那俗曲のテキ

ストに就いて」、『書誌学』第

４巻第４号（1935 年）、『長

澤規矩也著作集』第五巻（汲

古書院、1989 年）所収。
[2]	「中国城市戯曲研究会蒐集皮

影影巻解題目録稿」(1) ～ (2)、

『中国都市芸能研究』第一

輯～第二輯（好文出版、2002

～ 2003 年）参照。
[3]	 冀東皮影は、また灤州皮影・

楽亭皮影・唐山皮影とも称す

る。これらはそれぞれ多少意

味合いが異なるが、本稿では

そうした問題に立ち入らず、

ほぼ同義のものとして扱う。

なお、澤田瑞穂『中国の庶民

文藝』（東方書店、1986 年）

所収「灤州影戯の芸術」では、

北京東派の芸人が灤州へ戻っ

て行く様子が記されている。
[4]	 詳細については、曾永義「中

央研究院所蔵俗文学資料的分

類整理和編目」、『説俗文学』

（聯経出版事業公司、1984

年）所収を参照。



22　中国都市芸能研究　第四輯

書出版公司から『俗文学叢刊』として影印出版され利用がしや

すくなっている。また、やはり 1930 年代に設立された北平国

劇学会図書館で斉如山ら旧蔵の皮影戯台本が百点あまり収集さ

れた。これは皮影戯の演目を京劇に移植する際に直接用いられ

た台本資料なども含む貴重なコレクションであり、現在では北

京の芸術研究院図書館に所蔵されている [5]。

さて、当該時期のものではもう一つ、車王府曲本に含まれる

皮影戯台本が挙げられる。これは、清末に北京で収集されたと

いう点で上記二種に勝るとも劣らない貴重な資料であり、中国

における最初期の皮影戯研究である李家瑞『北平俗曲略』「灯

影戯」項 [6] においてつとにその存在が指摘されているにもか

かわらず、その後の研究ではあまり言及されてこなかったもの

である。そこで本稿では、当該コレクションに含まれる皮影戯

台本の収集過程を検討し、さらにそこからその出自および性格

について考察を加えたいと思う。

2. 車王府曲本とは

車王府曲本は、北京にあった蒙古族の車王府で収集されたと

される、京劇や高腔などの伝統演劇から、鼓詞、子弟書、快書、

雑曲などの説唱に至る、さまざまな芸能の台本資料のコレク

ションである。

これが北京にあった車王府なる場所で集められたものだとい

うことは、後にも触れるこのコレクションが最初に売りに出さ

れた時の古書店主がそう称していたというだけで、他に何か根

拠があるわけではない。したがって車王府と言っても、“車”

の字を冠する王府が幾つかある中で具体的にどれを指すのかと

いうことすら当然のことながら不明ではあったのだが、とりあ

えず現在では蒙古旗人の車登巴咱爾の王府であるという説が一

般に行われている [7]。車登巴咱爾は雍正帝により王に封じられ

た賽因諾顔の五代末裔で、和碩親王として北京に王府を構えて

[5]	 拙稿「芸術研究院戯曲研究所

所蔵影巻目録」、『中国都市芸

能研究』第二輯（好文出版、

2003 年）参照。

[6]	 中央研究院歴史語言研究所、

1933 年。

[7]	 以下は主に、雷夢水「車王府

鈔蔵曲本的発現和収蔵」、『書

林瑣記』（中華書局、1984

年）所収、および郭精鋭・

高黙波「車王府与戯曲抄本」、

『車王府曲本研究』（広東人

民出版社、2000 年）所収に

よる。
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いた人物である。ただ咸豊二年に逝去しているため、かれ自身

は光緒年間の演目を大量に含む当該コレクションの収集者と

は考えられず、かりにこの車登巴咱爾の王府、すなわち“車王

府”で集められたのだとしても、実際の収集作業はその孫であ

る那彦図の頃を中心に行われたこととなる。ちなみに、那彦図

の頃にはかれの王府は“那王府”と呼ばれていたため、もしそ

うなら“那王府曲本”とでも称すべきものとなろう。那王府は

現在の北京第七幼児園である安定門内宝鈔胡同にあり、正房の

他に戯台なども残っている。ただ、他にも賽因諾顔の次子であ

る車布登扎布の系統を引く蒙古王であるとか、或いは蒙古王公

の車林巴布であったとかいう説もある。なお、朱家溍は 1930

年代に北京で“車王府”の額の掛かった没落旗人の邸宅を見た

ことがあり、詳細は不明ながらここがそうだったのではないか

といった話も伝わっている。

いずれにせよ“車”を冠する王府というのは語感からして蒙

古八旗に属するものだとは思われるが、このコレクションには

別にいわゆる“蒙古”文化的な要素が見られるという訳ではな

く、中身は清末に北京で行なわれた漢民族の芸能の台本の集積

である。車王府なるものがどこであったにせよ、恐らくある程

度の資金を擁した旗人の類が芸能に夢中になり、台本を大量に

収集していたものではあるのだろう。そしてそれが、辛亥革命

による没落で手放さざるを得なくなったのか、このコレクショ

ンは民国に入って売りに出されることになる。

1925 年の秋、北京の瑠璃廠にあった松筠閣の劉盛誉が、西

小市打鼓攤から装丁や書写形態が統一された千四百種の俗文学

台本の山を廉価で入手し、これを宣武門外大街の会文書局の李

匯川の仲介で、中国文学の研究者として名高い馬隅卿が孔徳学

校に購入させた。これが、車王府曲本が世に出た最初である。

この時のことを、劉復は『中国俗曲総目稿』[8] の序文で以下の

ように書いている。

[8]	 中央研究院歴史語言研究所、

1932 年。
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あれは民国十四年（1925 年）の秋のことだった。私は

初めて北平に帰り、孔徳学校に間借りしていた。ある日、

馬隅卿先生の研究室に行くと、床にうずたかく積まれた

抄本の山が目に入った。私が「それは何ですか」と言う

と、馬隅卿先生は「どうだい、それは有用なものかね」

と言った。そこで私は適当に何冊かパラパラと捲ってみ

て、すぐさま言った。「これはいい！学校が買わないな

ら私が買います」「いいものだと言うなら、学校に買わ

せる。君に買わせる訳にはいかないな」「それでもかま

いません、手放しさえしないのならば」。後に孔徳学校

は何と五十元で購入し、大きな本棚二つを丸々一杯にし

たのだった。そして車王府曲本の名は全国に喧伝された

のである。

孔徳学校がこの資料を購入したという知らせは、すぐに『北

京大学研究所国学門周刊』第六期で「写本戯曲鼓児詞的収蔵」

として発表された（1925 年 11 月 18 日）。さらに翌 1926 年の

夏期休暇の際に顧頡剛が整理を行って分類目録を作成、これが

「北京孔徳学校図書館所蔵蒙古車王府曲本分類目録」として

『孔徳月刊』に掲載され、車王府曲本はにわかに注目を浴びる

こととなる [9]。

ところが程なくして、北京でまたもや俗文学台本の山が売り

に出されることになった。これについては誰がどのような経緯

で売りに出したのか詳細が解っていないが、最初に購入した分

と装丁や書写形態がそっくりで、しかも重複もないことから、

孔徳学校はこれも車王府曲本の一部であると認定して購入した。

つまり、孔徳学校所蔵の車王府曲本は第一回購入分と、第二回

購入分の二種類があることになるのである。そして、第一回購

入分は日中戦争期に周作人の手を経て北京大学文学院に移管さ

[9]	 3 ～ 4 期、1926 年～ 1927 年。
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れ、現在では北京大学図書館に所蔵されている。また、第二

回購入分はその後北京にある首都図書館の所蔵となって現在に

至っている。

ただし、車王府曲本はこれだけではなく、ほかにも詳細な経

路は不明だが傅惜華が個人で購入した分というのが二十種ほど

あり、現在は北京の芸術研究院図書館に所蔵されている。また、

1928 年に日本の長澤規矩也が高姓の書籍商を通じて、孔徳学

校所蔵分の一部が流出する形で購入しており、これは現在東京

大学東洋文化研究所双紅堂文庫に所蔵されている。

さらに、車王府曲本は複製本の存在がある。まず一つ目は、

顧頡剛が中心となって孔徳学校から第一回購入分を借りて広州

の中山大学語言研究所で作成したものがある。これは、明白な

誤字を正すなどしながら書き写したもので、その後の中山大学

における車王府曲本研究の基礎となっている資料である。次

に 1928 年から 1929 年の間に、劉復が中心となって中央研究院

でもやはり第一回購入分を複製している。これは、「車王府曲

本」と印刷された専用の原稿用紙を用意して書写するという

念の入ったものであったが、何らかの理由によって途中で頓挫

してしまった上に、その後の研究院の移動などもあって紛失も

あったらしく、現存するものは量的にはあまり多くはない。た

だし、劉復と李家瑞が『中国俗曲総目稿』を作成した際に、書

写した分については各テキストの冒頭部分をすべて収録してい

る。三番目には、1932 年に張干卿らが個人的に書き写したも

ので、これは後に文化部芸術局に接収された後、現在では芸術

研究院図書館に移管されているが、中には民国期の台本など、

もともと車王府曲本に含まれていたとは到底考えられない資料

も多い。そして四番目に、孔徳学校第二回購入分を所蔵する首

都図書館が、1960 年代に北京大学から第一回購入分を借りて

複製したものがある。

そうすると、芸術研究院図書館や東京大学東洋文化研究所双
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紅堂文庫の所蔵分は別として、北京大学・首都図書館・中山大

学・中央研究院それぞれが所蔵する分は、原抄本・複製本の差

はあっても、第一回購入分・第二回購入分についてそれぞれ重

なるはずで、中でも首都図書館には第一回購入分と第二回購入

分が全て所蔵されていることになるが、実際にはそうなっては

いない。例えば、首都図書館の第一回購入分複製本は完全では

なく、欠落も相当数見られる。また、やはり第一回購入分で、

中山大学や中央研究院に複製本が残っているのに、北京大学の

原本が失われているものもある。これは、管理が杜撰であった

ため、所蔵機関の移転や複製のための貸し借りの過程で行方不

明になったものなどがあるからであろう。ただ、比較の上から

では首都図書館所蔵分が量的に最も多いものであることは変わ

りなく、これが『清蒙古車王府曲本』として 1992 年に北京古

籍出版社から 15 部限定で影印出版され、ひとまず利用しやす

い形で提供されている。

3. 第一回購入分所収皮影戯テキスト

さて、車王府曲本の中に含まれている皮影戯の台本について

以下検討する。まず第一回購入分には、「某種戯詞」として以

下十八種のテキストが収録されている。

①『金蝴蝶』	原本：北大、複製本：中山大・中研院

②『西遊』	 原本：北大、複製本：中山大・中研院

③『天門陣』	原本：北大、複製本：中山大・中研院

④『対菱花』	原本：北大、複製本：中山大・中研院

⑤『泥馬渡江』	原本：北大、複製本：中山大・中研院

⑥『対綾巾』	原本：北大、複製本：中山大

⑦『鎮冤塔』	原本：北大、複製本：中山大・中研院

⑧『綉綾衫』	原本：北大、複製本：中山大・中研院

⑨『牛馬灯』	原本：北大、複製本：中山大・中研院
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⑩『閔玉良』	原本：北大、複製本：中山大・中研院

⑪『紅梅閣』	原本：北大、複製本：中山大・中研院

⑫『鎖陽関』	原本：北大、複製本：中山大

⑬『定唐』	 原本：北大、複製本：中山大

⑭『龍図案』	原本：北大、複製本：中山大

⑮『群羊夢』	原本：北大、複製本：中山大

⑯『薄命図』	原本：北大、複製本：中山大

⑰『対金鈴』	原本：北大、複製本：中山大

⑱『大団山』	原本：北大、複製本：中山大・中研院

「某種」と書かれてはいるが、皮影戯の台本に特徴的な書写

形態を有している点から、明らかにそれと判断できるものであ

る [10]。そもそも「某種戯詞」の「某種」という表現は原資料

にはなく、顧頡剛が分類目録を作成する際に冠したものである

ことが推測される。また、皮影戯の台本が「影戯詞」とも称さ

れることとを考え合わせれば、恐らく「皮影戯台本」という意

味で使われているのであろう。上のリストを見れば解るように、

第一回購入分の複製本と第二回購入分の原本を所蔵しているは

ずの首都図書館にはこれらのテキストはなく、従って北京古籍

出版社影印本にも収録されていない。

さて、ここに収録されている台本を見ると、いずれも皮影戯

の長編台本で、「本戯」と称されるものであり、いわゆる冀東

皮影の演目の中に見出されるものが多い [11]。

まず『鎮冤塔』は、冀東皮影の『双失婚』『金石縁』『五峰

会』（あるいは『破洪州』）と並び“老四大部”の一つに数えら

れる比較的古い演目である。しかも、『金石縁』や『破洪州』

が早い段階で廃れたのに対し、道光年間に楽亭県の高述尭が冀

東皮影の改革を行った際にも改編されて、現在でも常演演目と

して行われているものである。また、『定唐』もやはり高述尭

の作として知られ、『青雲剣』や『二度梅』などと並び、かれ

[10]	 皮影戯台本の特徴については、

長澤規矩也前掲書を参照。

[11]	 以下、冀東皮影の演目につい

ては、劉慶豊『皮影史料』

（黒竜江芸術研究所、1986

年）、『楽亭文史第五輯――楽

亭皮影』（中国人民政治協商

会議天津市楽亭県委員会文

史委員会・楽亭県文教、1990

年）に依った。
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の“六大部”の一つとされる演目である。

また、『群羊夢』については灤州の戯班である“漁陽万順和

班”の清光緒二十四年抄本が [12]、『対金鈴』についても同じく

“毓秀班”の抄本が中央研究院俗曲コレクションの中に収録さ

れている。この他、『泥馬渡江』『鎖陽関』『薄命図』『対綾巾』

『天門陣』が楽亭皮影「伝統連台本劇目」[13] の中に見え、こ

れらの演目はいずれも冀東皮影のものであることが解る。

前述したように、北京の東城を中心に行われたいわゆる東派

皮影は、灤州一帯の芸人たちの出張上演という性質を持つ。も

ちろん、北京で西派皮影と交渉を持ったり、あるいは京劇や鼓

詞など隣接する芸能と接触したりして、これらから様々な要素

を取り入れ変質している可能性も十分にあるが、ひとまずは冀

東皮影と一体のものとみなすことができる。となると、これら

の演目が冀東皮影の中に見出され、かつその台本が北京で蒐集

されたものだとすれば、それは北京東派のものであるとするこ

とができよう。

4. 第二回購入分所収皮影戯テキスト

次に第二回購入分にも首都図書館の分類で「某種戯詞」と

なっているものがあり、以下三種の皮影戯の長編台本が収録さ

れている。第二回購入分は複製本が作られていないので、首都

図書館所蔵の原本のみである。

①『英烈春秋』原本：首都図書館

②『双金印』		 原本：首都図書館

③『双勝伝』		 原本：首都図書館

また、第二回購入分には首都図書館の分類でさらに「影戯」

として、以下八種のテキストも収録されている。「影戯」とは

言うまでもなく「皮影戯」そのものである。こちらはすべて短

[12]	 抄本の作成者は“易俊生”

となっている。“漁陽万順和

班”の名は、第六冊の封面に

記されている。

[13]	『楽亭文史第五輯――楽亭皮

影』75-82 頁。
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編、すなわち「折子戯」の台本である。

①『三疑記』		 原本：首都図書館

②『大拝寿』		 原本：首都図書館

③『字差』	 	 原本：首都図書館

④『老媽開謗』	原本：首都図書館

⑤『收青蛇』		 原本：首都図書館

⑥『金銀探監』	原本：首都図書館

⑦『岳玉英搬母』原本：首都図書館

⑧『路老道捉妖』原本：首都図書館

車王府曲本は、例えば中央研究院所蔵の俗曲コレクションの

様な、劇団や芸人が所有していた台本や、街中で売られるなど

して流通していたテキストの集成ではなく、おそらくそうし

たものを借りるか購入するかした上で、統一した体裁のもと

に書写したものであり、ほとんどのテキストは、縦 19cm×横

10.5cm・5 行× 20 字、縦 21cm ×横 12cm・5 行× 20 字、縦

21cm ×横 13cm・6 行× 20 字の三種のいずれかが採用されて

いる。しかし、皮影戯だけはいずれも、縦 17.5cm ～ 18cm ×

横 12.5cm ～ 13cm・8 行× 18 ～ 20 文字という独自の規格が採

用されている。皮影戯台本間でも複数の書き手による筆跡の差

異が見受けられるため、規格の相違は書写者の別を反映するも

のではない。それは逆にいえば、第一回購入分の「某種戯詞」、

第二回購入分の「某種戯詞」「影戯」の三種は、いずれも同一

のカテゴリーのものと考えられていたということになる [14]。

さて、第二回購入分の「某種戯詞」三種については、冀東皮

影の演目の中には見いだすことができない。また、「影戯」と

して分類されているものについても、やはり楽亭皮影「伝統単

齣劇目」などには見あたらない [15]。しかし、うち幾つかにつ

いては、北京西派で行われた演目の中に見えるのである。

[14]	 なお、芸術研究院図書館と東

京大学東洋文化研究所双紅堂

文庫の所蔵分には、皮影戯台

本は含まれていない。仇江・

張小瑩「車王府曲本全目及

蔵本分布」および仇江「『清

蒙古車王府曲本』遺珠雑談」、

『車王府曲本研究』（広東人

民出版社、2000 年）所収を

参照。
[15]	『楽亭文史第五輯―楽亭皮

影』82-94 頁。
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まず「某種戯詞」のうち『英烈春秋』と、「影戯」の『收青

蛇』『路老道捉妖』が基づく本戯『白蛇伝』は、北京西派の常

演演目である“京八本”に数え上げられているものである [16]。

また、「影戯」の『大拝寿』『三疑記』『字差』『老媽開謗』『金

銀探監』『岳玉英搬母』は、1915 年にドイツで出版された皮影

戯台本集である『燕影劇』の中に見える [17]。『燕影劇』は、も

ととなったテキストは詳細は不明ながら、ある一つの戯班が

行っていた演目を反映したものだが、この中にやはり“京八

本”の一つである『混元盒』[18] や、西派路家班の演目である

『夜宿花亭』『双怕婆』『王小趕脚』[19] などが収録されている

ので、これらの演目も同様に西派のものである可能性が高い。

なお、冀東皮影は長編の演目を行うことが特徴であるが、折

子戯を行わない訳ではない。事実、1930 年代における冀東皮

影の演目調査を調査した湯際亨の「中国地方劇研究之一・灤州

影戯」[20] には多数の折子戯の名前が挙がっており、「現在は折

子戯の時代である」とまで言っている。ただしそうした状況は、

1910 年代から 1920 年代にかけての李紫蘭による改革以降に生

じたものである [21]。李紫蘭は行当の整備や音楽の改変などを

すすめ、道光年間の高述尭による改革に匹敵する冀東皮影の大

幅な変革を行ったが、これは唐山地区の工業的発展による都市

化の進展と、それに伴って生じた上演形態の変化と表裏一体の

ものであった。すなわち折子戯の上演は、従来の数十日に渡っ

て行うという農村上演の形態が守れなくなったために起こった

現象である。これに対して、北京西派は都市部で堂会などを中

心に活動していたため、はやい段階から折子戯の上演を行って

いた可能性がある。そう考えると、車王府曲本第二回購入分に

収録されている「影戯」、すなわち折子戯皮影が、西派のもの

である可能性はやはり高いと考えられるのである。

前述したように北京西派の台本は口伝で継承されたとされ、

書写テキストを作成する習慣はないが、それは同じく車王府曲

[16]	 関俊哲『北京皮影戯』（北京

出版社、1959 年）、および

劉季霖『影戯説』（好文出版、

2004 年）参照。
[17]	 拙稿「『燕影劇』の編集をめ

ぐって―ドイツ・シノロジ

ストによる北京皮影戯の発

見」、『中国都市芸能研究』第

三輯（好文出版、2004 年）

参照。
[18]	 拙稿「混元盒物語の成立と

展開」、『近代中国都市芸能に

関する基本的研究』（平成 9

―11 年度科学研究費基盤研

究 (C) 成果報告論文集、2001

年）参照。
[19]	 この三種は民国期に百代唱片

公司からレコードが出てい

るが、歌っているのが西派に

属する路家班であることか

ら、かれらの演目であると解

る。『中国伝統音楽集成』（日

本コロムビア、1980 年）参照。
[20]	『中法大学月刊』8 巻 3 期、

1936 年。
[21]	『楽亭文史第五輯――楽亭皮

影』16 頁。
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本に含まれる京劇なども同様である。したがって、これらの台

本は恐らくはコレクション形成の過程で実際の上演を記録した

か、あるいは台本を読み物として貸し出す業者から借りるなど

して作成していったものだろう。特に、京劇が中央研究院俗曲

コレクションの中に様々な貸本業者の台本が残っていることか

らすれば、皮影戯も後者である可能性が高い [22]。

さて、以上の点からすると、車王府曲本の第一回購入分には

北京東派、第二回購入分には西派の台本が収録されているので

はないかという推測が成り立つ。第一回購入分と第二回購入分

とのこうした相違は、実は他のジャンルのテキストにも見られ

る現象である。例えば、高腔や京劇といった、生身の俳優が演

じる演劇の台本は、すべて第一回購入分に含まれており、第二

回購入分には存在していない。逆に、説唱芸能のうち、大鼓書

については第二回購入分の中にしか見出されないのである。す

なわちこのコレクションは、顧頡剛が整理する以前から、恐ら

くはもとの所有者―車王府―の段階ですでに分野ごとにテ

キストがまとめられていたのであろう。車王府曲本が二つのコ

レクションを合わせたものなのか、あるいはもとより単一のコ

レクションであったのかは解らないが、いずれにせよ第一回購

入分と第二回購入分という区分には、それなりの意味があるも

のと思われる。となると、例えば顧頡剛による第一回購入分の

分類に第二回購入分を取り込んだ北京古籍出版社影印本で用い

られている分類は、全体を俯瞰するには便利であっても、結果

として本来の配列を解りにくくしてしまったものと言えるだろ

う。

5. おわりに

車王府曲本が王府で集められたコレクションであれば、宮廷

や王府における芸能の上演状況をある程度反映している可能性

もあり、そこからあるいは旗人の堂会を中心に活動した北京西

[22]	 王秋桂編『李家瑞先生通俗

文学論文集』（台湾学生書局、

1982 年）参照。
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派皮影を反映しているといえなくもない。ただ、車王府曲本全

体を見ると、収録されている芸能はあまりにも雑駁であり、実

際に王府で行われた上演というよりは、基本的には当時北京で

流通していた芸能台本を集めたものである。だからこそ東派の

皮影戯台本も多数含まれているのであり、そこにもし王府とい

う特徴を見出すというのならば、西派のテキストも入手するこ

とができた、その収集能力にあるのだろう。

北京東派、あるいは冀東皮影の台本は、書写による伝承が一

般的であるという性質も手伝って、多量の写本が残されており、

テキストの比較検討も比較的容易である。しかし西派の場合は

残された台本が圧倒的に少なく、そうした意味で車王府曲本第

二回購入分に含まれる資料は貴重なものであり、今後の西派皮

影研究の基礎となるものであると言えよう。

なお、本稿では触れることができなかったが、西派に関わる

と思われる書写テキストは、『燕影劇』以外にもさらに数種あ

り、今後はさらにこれらの資料を分析することで、西派皮影の

演目全体について研究をすすめる必要がある。これについては、

また稿を改めて検討したいと思う。
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宋代影戯とその特色

千田　大介

はじめに

中国における影戯 [1] の形成時期については、さまざまな説

がある。漢の武帝が帳に映る影を見て李夫人を偲んだのを起源

とするとの説は、後に引く『事物起源』にも見える。陝西省華

陰県の老腔皮影戯には、その腔調が漢代、黄河から渭水をさか

のぼる舟を曳く人夫の労働歌に起源であるとの伝承があり、ま

た晋中皮影戯の起源を春秋時代に求める説もある。しかしこれ

らは、あるいは伝承であったり、あるいは厳密な資料批判に基

づく考証を経ていなかったりと、妥当とは認め難い。

また、唐代に影戯の萌芽を求める説がある。例えば孫楷第は、

敦煌変文が仏教の絵解きに起源し影戯と同じ二次元視角メディ

アである点、および歌詞のスタイルの共通性に注目し、敦煌変

文にその萌芽が見えるとする [2]。また、江玉祥は白居易の「長

恨歌」の描写に影戯の影響を求めている [3]。これらの説は、あ

る程度の蓋然性を備えてはいるものの、しかし確固たる資料的

裏付けに乏しく、牽強付会の域を出ない。そもそも、影戯が中

国に発生したものであるか、あるいはインドなどから伝来した

ものであるのかという根本的問題についても、未だに充分な研

究がなされていないのが現状である。

影戯の存在が文献資料によって裏付けられるのは宋代である。

このため、新たな資料が発見されない限り、ひとまず中国にお

ける影戯の形成時期は宋代であるとしておくのが妥当であろう。

宋代の影戯については、顧頡剛・孫楷第・周貽白らによって、

＊	 本稿は、日本学術振興会科学

研究費・基盤研究Ｂ「近現代

華北地域における伝統芸能文

化の総合的研究」（2005 年度、

課題番号：17320059、研究代

表者：氷上正）による成果の

一部である。
[1]	「皮影戯」が皮革製の人形を

用いる影絵人形劇のみを指す

のに対して、「影戯」は人形

の素材に関わりなく、影絵劇

全般を含む。宋代には紙の人

形を用いた影絵劇が行われて

いたことが明らかであるので、

本稿では宋代の影絵劇に対し

て影戯の呼称を用いる。な

お、本稿で扱う影戯の範囲は、

人形を用いるものに限定する。

ただし、人の身体を直接投影

したとされる大影戯について

は、行論の必要上取りあげる。
[2]	 孫楷第「近世戯曲的演唱形式

出自傀儡影戯考」（『滄州集』、

中華書局、1965）
[3]	『中国影戯与民俗』（淑馨出版

社、1999）pp.69 以下。
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既に文献資料が渉猟され、概略が論じられている [4]。資料的に

それらに付け加えるべきものは無いし、宋代における影戯の隆

盛や性格も資料の範囲で概ね明らかにされてはいるが、演劇の

一種たる影戯の受容や社会的位置づけといった側面への注意が

不足している嫌いがある [5]。

そのため、小論では、改めて宋代影戯の資料を整理し子細に

検討することで、現代の皮影戯との共通点と相違点を明らかに

するとともに、その文化史的意義を、特に他の芸能・劇種との

関係に留意しつつ考察するものである。

1. 宋代影戯の資料

宋代影戯に関する文献資料はさほど多くない。本章ではまず

それらの資料を年代順に列挙する。

①高承『事物紀原』[6]

高承は、北宋神宗の元豊年間（1078 ～ 1085）頃の人。北宋

中期以前に影戯が存在したことを伝える資料である。

故老相承，言影戲之原，出于漢武帝李夫人之亡。齊人

少翁言能致其魂。上念夫人無已，迺使致之。少翁夜為方

帷，張燈燭，帝坐他帳，自帷中望見之，仿彿夫人像也，

蓋不得就視之。由是世間有影戲。歷代無所見。宋朝仁宗

時，市人有能談三國事者，或採其說加緣飾作影人。始為

魏、吳、蜀三分戰爭之像。（卷九「影戲」）

（古老の言い伝えによると、影戯は漢の武帝の李夫人が

亡くなったときに起源する。斉の人の少翁が、魂を呼び

戻せると言った。陛下は夫人を思ってやまず、そこで魂

を呼び戻させた。少翁は夜四角い帳に蝋燭をともし、帝

が他の帳の中に座って中から望むと、夫人の姿のようで

あったが、それを見ることはできなかった。これより

世に影戯が現れたが、歴代の記録には見えない。宋朝仁

[4]	 顧頡剛「灤州影戯」（『文學』

第 2 巻第 6 期、1934.6）・「中

国影戯略史及其現状」（『文

史』第十九輯、1983.8）、孫

楷第「傀儡戯考原」・「近世

戯曲的演唱形式出自傀儡影

戯考」（『滄州集』、中華書局、

1965）、周貽白「中国影戯与

傀儡戯影戯－対孫楷第先生

『傀儡戯考原』一書之商榷」

（『周貽白戯曲論文選』、長沙

出版、1982）等。
[5]	 文革後の宋代影戯に関する

論文としては、楊祖愈「論

皮影戯的起源」（『戯曲芸術』

1988(4)）、趙建新「中国影戯

溯源」（『蘭州大学学報（社会

科学版）』23(1)、1995）、慶

振軒「宋金“影戯”考」（『蘭

州大学学報（社会科学版）』

29(1)、2001）、および江玉祥

前掲書などがあるが、いずれ

も注 4に掲げた先行諸論の域

を出ない。
[6]	『叢書集成新編』所収本によ

る。
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宗のとき、街のもので三国物語を語るのが上手いものが

いた。ある者がその話をとって、絵飾りを加えて、影絵

人形を作り、初めて魏・呉・蜀鼎立の戦争の様子を演じ

た。）

②張耒『続明道雑志』[7]

張耒（1054―1114）、字は文潜、楚州淮陰の人。神宗の熙寧

年間に進士及第し、哲宗の紹聖年間、潤州の知州を努めた。徽

宗朝の初年に太常少卿となる。蘇門四学士の一人として文才を

知られた。

京師有富家子，少孤專財，群無賴百方誘導之。而此子

甚好看弄影戲。每弄至斬關羽，輒為之泣下，囑弄者且緩

之。一日弄者曰：「雲長古猛將，今斬之其鬼或能祟。請

既斬而祭之。」此子聞甚喜。弄者乃求酒肉之費，此子出

銀器數十。至日斬罷，大陳飲食如祭者。群無賴聚享之。

（都のある富豪の子は、幼くして両親を無くし、財産を

相続した。無頼どもは、彼をさまざまに誘惑した。この

子は影戯を見るのが好きで、関羽を斬るところまで演ず

ると、そのたびに涙を流して、演じ手にやめるように

言った。ある日、演じ手が言うには「関羽はいにしえの

猛将です。斬るとその幽霊が祟るかもしれません。斬っ

たら祭ってあげてください。」その子は、それを聞いて

大喜びした。演じ手は供え物の酒・肉の費用を求め、こ

の子は銀の食器数十を出した。当日、関羽を斬ると、大

いに飲食をならべ、祭礼のようにした。無頼どもは集

まってこれを味わった。）

③孟元老『東京夢華録』[8]

南宋初、紹興十七年（1147）年の成立で、北宋の都・開封の

[7]	『叢書集成新編』所収本によ

る。

[8]	『東京夢華録外四種』（中華書

局、1962）所収排印本による。
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繁華を懐古したもの。北宋末、徽宗の時代の状況を反映してい

るとされ、芸能関連の記事が多いことでも知られる。

③ -1

崇、觀以來，在京瓦肆伎藝，……董十五、趙七、曹保

義、朱婆兒、沒困駝、風僧哥、俎六姐，影戲，丁儀、瘦

吉等，弄喬影戲。（卷五「京瓦伎藝」）

（崇寧・大観年間（1102 ～ 1110）以来、都の瓦肆の芸能

では、……董十五・趙七・曹保義・朱婆児・没困駝・風

僧哥・俎六姐が影戯を演じ、丁儀・痩吉らが喬影戯を演

じた）

③ -2

諸門皆有官中樂棚，万街千巷，盡皆繁盛浩鬧。每一坊

巷口無樂棚去處，多設小影棚子，以防本坊游人小兒相失。

（卷六「十六日」）

（いずれの門にもお上が音楽の舞台をしつらえ、いずれ

もにぎやかであった。音楽の舞台の無い横町の入り口に

は、多くが小さな影戯の舞台を設け、横町を訪れるもの

が子供とはぐれないようにした。）

④徐夢莘『三朝北盟会編』[9]

全二百五十巻。政和七年（1117 年）から紹興三十二年

（1162 年）にかけて、宋の徽宗・欽宗・高宗三朝と金国との

盟約書類を編纂したもの。編者の徐夢莘は紹興年間の進士であ

る。

④ -1

開封陥落後の記事。

求索諸色人，……雜劇、說話、弄影戲……等藝人一百

五十餘家，令開封府押赴軍前。（卷七十七）

（（金は）さまざまな芸人を要求した。……雑劇・説話・

[9]	『文淵閣四庫全書』所収本に

よる。
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影戯……などの芸人 150 余家を、開封府に命じて軍前に

連行させた。）

④ -2

南宋初期のニセ皇族事件に関する記事の一部である。遇僧は

後に少帝の第二子を詐称し、影戯で覚えた宮中の言葉で知県・

知州をだましおおすが、ウソが露見して御用となる。

先單州碭山縣染戶朱從，因販棗往南京界，劉婆家得一

小兒曰遇僧，以棗博歸，養之。有金人之出戍于碭山者，

見之曰，「此兒似趙家少帝」，染人不以為然。稍長，令學

雕花板。有京師販豬人張四，見之曰，「此兒似趙家少帝」，

遇僧心暗喜，每有影戲，唱詞私記，其宮禁中殿閣下龍鳳

之語。（卷一九九）

（以前、単州碭山県の染め物職人の朱従は、棗を売りに

南京応天府境に行き、劉婆の家で遇僧という童を得て、

棗と取り替えて連れ帰り育てた。金人の碭山守備のもの

が彼と会い「この子は宋皇室の少帝（欽宗）に似てい

る」と言ったが、染め物職人はとりあわなかった。やや

大きくなると、染め物の模様の木型彫りを学ばせた。都

の豚売りの張四というものが、彼に会い言うには「この

子は宋皇室の少帝に似ている」。遇僧は心中ひそかに喜

び、影戯が上演されるたびに、歌詞を暗記し、禁中の御

殿での皇帝・皇后の口ぶりを覚えた。）

⑤張戒『歳寒堂詩話』[10]

作者の張戒は紹興年間に官僚として活躍したが、三字の獄と

ともに失脚し地方官におとされている。

往在柏臺，鄭亨仲、方公美誦張文潛『中興碑』詩。戒

[10]	『叢書集成新編』所収本によ

る。
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曰：「此弄影戲語耳」。二公駭笑問其故。戒曰：「『郭公凜

凜英雄才，金戈鐵馬從西來。舉旗為風偃為雨，灑掃九廟

無塵埃。』豈非弄影戲乎。」（卷上）

（以前柏台で、鄭亨仲・方公美と張耒の『讀中興頌碑』

を朗読した。私が「これは影戯の語である」と言うと、

二人は驚き笑ってその理由を尋ねた。私は「『郭子儀は

凛々たる英雄の才、金戈鉄馬で西より来る。旗を挙げれ

ば風を起こし横たえれば雨となり、長安の九廟を洗い清

めて塵も無し。』これこそ影戯ではないか」と答えた。）

⑥『百宝総珍』[11]

『百宝総珍』は、南宋臨安の商人が用いた商品知識を得るた

めの冊子であるとされる。

大小影戲分數等　水晶羊皮五彩裝

自古史記十七代　注語之中子細看

影戲頭樣並皮腳並長五小尺。中樣小樣大小身兒一百六

十個，小將三十二替，駕前二替，雜使公二，茶酒，著馬

馬軍共記一百二十個。單馬、窠石、水、城、船、門、大

蟲、果桌、椅兒共二百四件，鎗刀四十件。亡國十八國，

『唐書』、『三國志』、『五代史』、『前後漢』，並雜使頭，一

千二百頭。（「影戲」）

（大小の影戯は数等に分かれ、

水晶のような羊皮に五色を装う。

古の『史記』より十七代、

講釈の中に細かに見える。

影戯は頭から皮の脚まであわせて 5小尺。中型、小型な

ど大小の身児が 160 個。小将軍は 32 隊 [12]、旗本が 2隊、

使者が 2つ、茶酒、乗馬の騎兵が 120 個。馬、庭石、川、

城、船、門、虎、食卓、椅子は合わせて 204 件、槍刀

[11]	『四庫全書存目叢書』所収影

印本による。

[12]	 江玉祥は、「替」を「屉」の

音通と解釈するが、これは宋

代に軍隊の小部隊を「替」と

呼んだことを指すと解すべき

である。



宋代影戯とその特色（千田）　3�

は 40 件。滅び去った十八国、『唐書』、『三国志』、『五代

史』、『前後漢』など（の人物）と、小者の頭は、あわせ

て 1200。）

⑦耐得翁『都城紀勝』[13]

理宗端平二年（1235 年）に成立しており、『東京夢華録』の

体に倣い、南宋の首都臨安の風俗を記す。耐得翁の本名は未詳。

凡影戲，乃京師人初以素紙雕鏃，後用彩色裝皮為之，

其話本與講史書者頗同，大抵真假相半。公忠者雕以正

貌，奸邪者與之醜貌，蓋亦寓褒貶於世俗之眼戲也。（卷

一「瓦舍眾伎」）

（およそ影戯というものは、開封の人がはじめ白い紙を

切り取って作ったが、後に色を付けた皮革で作るように

なった。その台本は講談の講史書とそっくりで、大抵、

事実と虚構が相半ばしている。忠義の人物は整った姿に

切り抜き、よこしまな人物は醜い姿に切り抜く。これも

世俗の目による褒貶をこめた芝居なのであろう。）

⑧呉自牧『夢梁録』[14]

『東京夢華録』の体裁に倣って、南宋杭州の繁華を綴ったも

の。南宋滅亡前後の成立。影戯関連の記述は、『都城紀勝』を

受けていると思われるが、より詳細である。

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，用以綵色粧飾，不致損壞。杭城有賈四郎、

王昇、王閏卿等，熟於擺布，立講無差。其話本與講史書

者頗同，大抵真假相半，公忠者雕以正貌，姦邪者刻以醜

形，盖亦寓褒貶於其間耳。（卷二十「百戲伎藝」）

（さらに影戯を演ずるものがいた。はじめ開封では白い

[13]	 前掲『東京夢華録外四種』に

よる。

[14]	 前掲『東京夢華録外四種』に

よる。
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紙を彫刻したが、後の人は技巧をこらし、羊の皮を彫刻

し、色を施し、壊れないようにした。杭州には賈四郎・

王昇・王閏卿らがおり、人形の操作に熟達し、語りも素

晴らしかった。その話本は（講談の）講史書とそっくり

で、大抵が真実と虚構とが相半ばしており、忠義なもの

は整った形に彫刻し、邪なものは醜く彫刻するが、そこ

に褒貶を込めているのであろう。）

⑨周密『武林旧事』[15]

これも『東京夢華録』スタイルに倣い臨安の繁華を記したも

のである。成立は南宋滅亡後であると思われる。周密は詞人と

して知られ、また筆記『斉東野語』がある。

⑨ -1

或戲於小樓，以人為大影戲，兒童諠呼，終夕不絶。

（卷二「元夕」）

（あるいは小さな高殿で劇を、人による大影戲を演じ、

童どもの歓声は一晩中絶えることがなかった。）

⑨ -2

以下は、影戯芸人の名称の記録である。訳出は省略する。

賈震　賈堆　尚保義　三賈（賈偉、賈儀、賈佑）　三

伏（伏大、伏二、伏三）　沈顯　陳松　馬俊　馬進　王

三郎（昇）　朱祐　蔡諮　張七　周端　郭真　李二娘

（隊戲）　王潤卿（女流）　黑媽媽（卷六「諸色伎藝人」

影戲項）

宋代影戯に関する現存の資料は、以上 9種である。なお、以

下、本論中の引用では煩を避けるため、①～⑨の番号をもって

各資料の名称に代える。

[15]	 前掲『東京夢華録外四種』に

よる。
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3. 宋代影戯の特色

3.1. 物語

影戯の物語的特色については、前章に引いた多くの記事で一

致している。

①宋朝仁宗のとき、街のもので三国物語を語るのが上手い

ものがいた。ある者がその話をとって、絵飾りを加えて、

影絵人形を作り、初めて魏・呉・蜀鼎立の戦争の様子を

演じた。

②この子は影戯を見るのが好きで、関羽を斬るところまで

演ずると……

⑥古の『史記』より十七代、講釈の中に細かに見える。

……滅び去った十八国、『唐書』、『三国志』、『五代史』、

『前後漢』など（の人物）と、小者の頭は、あわせて

1200。

⑦その台本は講談の講史書とそっくりで、大抵、事実と虚

構が相半ばしている。

⑧その話本は（講談の）講史書とそっくりで、大抵が真実

と虚構とが相半ばしており…

①では影戯が三国志の語り、すなわち講談に起源するとされ

ており、②でも具体的演目として三国志ものが挙げられる。⑥

からは、宋代以前のあらゆる朝代の物語が影戯で演じられてい

たことがわかる。⑦・⑧では影戯の台本が「講史書」、すなわ

ち歴代王朝興亡の物語を扱う宋代説話（講談）の四家数の一つ

と似ていることを指摘するが、①の記述をふまえれば、その理

由は納得されよう。

現代の皮影戯も、歴史物語が占めるウエイトが非常に高い。

ただし、現在の皮影戯は主に淮河以北の北方地域に流行してい
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るが、それらの地域では清代以降、歴史物語が非常に好まれて

いた上に、皮影戯の物語や音楽が梆子戯などと近いことを考え

ると、それを宋代影戯からの伝統を受け継いだ結果であると短

絡的に結論することはできない。

3.2. 語りと謡い

⑧には、「人形の操作に熟達し、語りも素晴らしかった」（熟

於擺布，立講無差）と見え、南宋末臨安の影戯は、聴覚的表現

においては歌唱ではなく語りに重きを置いていたことがうかが

える。これも、影戯が講談に起源することの反映であろう。

現代の皮影戯では、北京皮影戯および冀東系皮影戯を除く、

陝西・山西皮影戯や福影など大半が、一人だけが歌唱を担当し

声色を変えて全ての役柄を歌い分ける、「抱本」方式をとって

いる。演劇としては甚だ不自然な方式であるが、これは影戯が

語り物あるいは謡い物から生まれた名残であると考えれば納得

できる。さらに、晋中の皮腔皮影戯や陝南道情皮影戯のように、

一人が歌唱と人形の操作を兼ねる例もあるが、⑧の記述は宋代

影戯もそのような上演方式であったことを示すものと思われる。

また、『都城紀勝』や『夢梁録』では影戯の台本が「講史

書」に似るとしているが、それは物語のジャンルを表すととも

に、台本が代言体ではなく叙述体であることをも指し示してい

ると解される。李家瑞は『北平俗曲略』で、冀東皮影戯の影巻

に「…說了一遍」「再表那…」「原來如此這般」などの叙述体の

フレーズが多用されることを指摘し、皮影戯と説唱芸能との交

渉を想定しているが、皮影戯台本が叙述体であるのは交渉の結

果というよりもむしろ、中国における影戯の形成され方そのも

のに起因していると言えよう。

ただし、④ -2 に「歌詞を暗記し」（唱詞私記）と見えること

から、宋代の影戯にも歌唱があったことは明白である。また、

宋元南戯には「大影戲」曲牌が見られる。
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『張協状元』第十六出

今日設個幾案，（喏）些兒事要相干。靠歇子有個豬頭至。

斟些酒食須教滿。怕張協貧女討校柸。是它夫妻，是它夤

緣，千萬宛轉。有豬頭，看豬面看狗面。

『殺狗記』第三十一齣

嫂嫂行不由徑。應是我不開門。自來叔嫂不通問。休教

人說上梁不正，忽聽得一聲唬了我魂。戰戰兢兢，進退無

門。心兒裡好悶。我便猛開了門。任兄長打一頓。

このほか、『九宮正始』所引『呉舜英』伝奇に「大影戯」曲

牌が用いられる。「大影戯」が曲牌の名称に用いられているか

らには、「大影戯」のメロディーは基本的に単一で、連套体で

はなかったことになる。

孫楷第は「大影戯」曲牌を六言の偈讚がやや変化したもので

あるとし [16]、葉徳均・周貽白 [17] は六・七言の詩讚体であると

推測するとともに、周貽白は襯字を取り除いた歌詞をも呈示し

ている。

『張協状元』

今日設案要相干，靠歇有個豬頭至，斟些酒食須教滿。

張協貧女討校杯，是它夫妻是夤緣，千萬宛轉看狗面。

『殺狗記』

行不由徑不開門，自來叔嫂不通問，休教說上梁不正。

忽聽一聲唬了魂，戰戰兢兢進退無門，開門任兄打一頓。

綺麗な七言詩讚体になっているが、しかしこれは少々やりす

ぎであろう。沈璟『増定南九宮曲譜』は巻八「中呂過曲」で

[16]	 注 2 参照。

[17]	注 4参照。
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『殺狗記』の「大影戯」を引くが、六十種曲本とは多少の字句

の出入りがあり、次のようになっている。

嫂嫂行不由徑。笑不露形。我應是不開門。自來嫂叔不通

問。休又說得上梁不正。只此一句，唬得人喪膽亡魂。戰

戰兢兢 , 進退無門。

また、呉梅『南北詞簡譜』巻六では『西楼記』の例を挙げ、

以下のように句切りする。

語多相近 (叶 )。辨來漸真 (叶 )。是我方便他感咱恩 ( 叶 )。送

來禮物何須遜 ( 叶 )。你是個扎火囤癩皮光棍 ( 叶 )。（合）只此一

句 (不 )，有近朝破口傷情 ( 叶 )。咬斷牙齦 (非 )。暫不登門

( 叶 )。（無贈）

このように、曲学家は明代南戯「大影戯」曲牌の正格を「4。

4。6。7。7。4、7。4、4。」の長短句であるとしている。『張協

状元』の例はこの格式とは会わないものの、はじめの二句「今

日設個幾案。（喏）些兒事要相干。」が襯字を除いて「設個幾案，

事要相干。」になると解すれば、七言句の首尾に四字句・三字

句を配した南戯と比較的近い形式になる。

多くの時調・小曲は、『明清民歌時調集』などをひもとけば、

七言句を主体に、二・三・四言句を取り混ぜるスタイルである

ことがわかる。例えば、馬頭調は作によって字数の出入りはあ

るが、概ね「7444737443737」という句式をとるし、西調も七

言を主体に三・四言句をとりまぜ、しかも長さが一定しない。

「大影戯」の音楽もそのようなものであったと思われる。これ

を偈讚や詩讚であるとする孫楷第・周貽白らの所説には、かな

り無理がある。

もっとも、南曲の曲牌が「影戯」ではなく「大影戯」であ
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る点は、注意を要する。大影戯については⑨ -1 に「人によっ

て大影戯を演じ」（以人為大影戲）と見える。また③ -1 では、

「影戯」と「喬影戯」とか区別されているが、字義からして

「喬影戯」は「大影戯」と同じものであろう。

この「大影戲」なるものについては、孫楷第・周貽白らは、

もっぱら生身の人が演じたものであると考え、江玉祥は大型の

影人を用いたとする。江玉祥の論拠となっているのは、⑥で影

人のサイズが「五小尺」、約 150cmもの大きさであるとされて

いることで、大影戯そのものは大型の影人を用いた皮影戯であ

るが、『武林旧事』の該当箇所では人が大影戯をまねたのであ

ろうとしている。

いずれにせよ、「大影戲」は「（小）影戲」と区別した謂

いである。⑥に「大小の影戯は数等に分かれ」と見えるから、

（小）影戯で用いられていたのはその小型の人形だったのであ

ろう。そして③ -1 からは、大小の影戯で芸人が異なっていた、

つまり単なる人形の大きさにとどまらない差異が、両者の間に

あったことが伺える。曲牌が「影戯」ではなく「大影戯」と名

付けられているのは、両者で使用される音楽が異なっていたこ

とを意味するものであろう。

「大影戯」に言及する⑨では、「影戯」の芸人として「王潤

卿」を挙げるが、彼女は⑧では「人形の操作に熟達し、語りも

素晴らしかった」と評されている。従って、（小）影戯は語り

に芸能としての特長があったことは明白である。しかし、これ

は必ずしも（小）影戯に音楽がなかったことを意味するわけで

はない。

⑤では、張耒の七言古詩『讀中興頌碑』の詩句、

郭公凜凜英雄才，

金戈鐵馬從西來。

舉旗為風偃為雨，
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灑掃九廟無塵埃。

の卑俗であることを、「影戯の語」と揶揄している。比較の対

照になるからには、宋代の影戯にも似通った斉言句が使われて

いた蓋然性が高い。あるいは、（小）影戯がそのような詩讚体

の影戯であったのかもしれない。

3.3. 人形

宋代影戯の人形については、⑧に次のように見える。

はじめ開封では白い紙を彫刻したが、後の人は技巧をこ

らし、羊の皮を彫刻し、色を施し、壊れないようにした。

……忠義なものは整った形に彫刻し、邪なものは醜く彫

刻するが、そこに褒貶を込めているのであろう。

後半部分、「邪なものは醜く」というのは、現在の伝統劇の

臉譜の「歪臉」に相当するものであると思われる。しかし、こ

のことをわざわざ特記するということは、南宋代の院本雑劇に

はまだそのような臉譜の描き方が確立されていなかったことを

示唆する。事実、現在我々が目にすることができる元明の臉譜

の図像は、いずれも色による表現に重きを置いており、臉譜の

デザインは極めて単純である。あるいは、清代以降勃興した地

方劇の臉譜が複雑化するのは、影戯の影響を受けているのかも

しれない。

また⑥では、一つの劇団が用いる人形の数が詳細に説明され

ている。頭が 1200 というのは少なくないが、おそらく人物ご

とに頭のデザインが完全に区別されていたのであろう。現在、

冀東皮影戯では、たとえば紅浄の頭は忠義な英雄であれば関羽

その他誰にでも用いることができる、つまり一つの影絵人形を

複数の人物に充てることができるようになっているが、晋中皮

腔皮影戯などのように、人物ごとに頭と体が固定されている皮
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影戯劇種も見られる。⑥の記述とつきあわせれば、冀東皮影戯

のあり方がより新しいことになろう。

4. 宋代影戯の上演

4.1. 影戯の受容層

宋代は、都市経済が発達し、都市の常設演芸場である「瓦肆

勾欄」を中心に、さまざまな演劇・芸能が花開いた時代であ

る。それらは『東京夢華録』・『都城紀勝』・『夢粱録』・『武林旧

事』・『綴耕録』などの開封・臨安の繁華を描いた資料に記録が

留められている。

この当時、最も格が高かった芸能は、雑劇である。宋代の雑

劇は、唐代に流行した漫才的な滑稽戲である参軍戯の流れを

うけつつも、物語を演ずる演劇へと転換する過渡期にあった。

『夢粱録』では、影戯を含む「百戯技芸」の前、芸能の筆頭に

「妓楽」の項を配置する。

散樂傳學教坊十三部，唯以雜劇為正色。

（散楽は教坊十三部を学び伝え、ただ雑劇のみを正統と

する。）

散楽は、民間の劇団を指すのであろう。それらは、教坊の宮

廷音楽の伝統を受け継いでいる。北宋・南宋ともに教坊司、あ

るいはそれに相当する官署を置いて、宮廷舞楽・演劇のための

楽人や妓女を蓄えていた。

今士庶多以從省，筵會或社會，皆用融和坊、新街及下

瓦子等處散樂家，女童装末，加以弦索賺曲，祗應而已。

（いま、士大夫や庶民は簡略化して、宴会や集まりの際

には、みな融和坊・新街や下瓦子などの色町の散楽家を

用い、女の子を末に扮装させ、弦楽や小唄を加えて、服
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務するばかりである。）

士大夫や都市の市民が社交の際に用いるのは、民間の劇団に

よる雑劇であった。後世、元雑劇や南戯・京劇などが、士大夫

や富裕層の宴席の座興として用いられたのと変わらないことが

わかる。

一方、影戯は「百戲技芸」の項目で言及される。ここでは、

さまざまな見せ物曲芸の類を列挙した上で、

遇朝家大朝會、聖節，宣押殿庭承應。

（朝廷の大朝会や天長節になると、宮殿に召し出されて

芸を献じた。）

と述べることから、百戯は雑劇と異なり宮中に芸人は養われず、

必要に応じて在野の芸人を召し出していたことがわかる。影戯

もそのような芸能の一つであり、明らかに雑劇よりも一段低い

ものとして扱われている。

しかし、本格的な演劇成立前夜という環境にあって、当時の

影戯は、長編の物語を扱いうる視覚メディアであるという点に、

雑劇・院本に対する優位を持っていたと思われる。宋代の影戯

が歴史物を特色としたのは、かかるメディアとしての特性の反

映でもあろう。

さて、影戯は『東京夢華録』では「京瓦技芸」、『都城紀勝』

では「瓦舎衆伎」の条にそれぞれ収められることから、「瓦肆

勾欄」で上演されていたことがわかる。瓦肆勾欄の主たる観客

層は、格式を重んずる官僚や富裕層には属さないものの、安定

した生活を維持している都市の中間層であったとされる。した

がって宋代、雑劇と影戯とでは主要な受容層が異なっていたこ

とになる。

④ -2 では、染め物職人の養子となった遇僧が影戯を見てい
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る。職人であるから、安定した生活を維持する庶民層に属する

と言えよう。しかも、当該部分の文脈からは、遇僧は一人で影

戯を見に行っているように読めるので、子供の小遣い銭程度で

も鑑賞が可能であったことになる。中国では、節日や慶弔の際

の演劇上演は、出資者が一般に無料で開放するのが一般的であ

るが、宋代に既にそのような習慣が生まれていた可能性もある。

4.2. 影戯の上演範囲

④ -2 で遇僧が影戯の上演を見ているのは、文脈からして単

州碭山県である。碭山県は現在の安徽省北部、河南・山東・江

蘇と境を接するあたり、芒碭山の北麓に位置する。南京応天府

から真東に 70㎞余りで、大運河には面していない。

単州の徽宗崇寧元年（1102）の戸数は 61,409、口数は

116,969[18]。この戸数は北方地域の州としては平均的であるが、

江南地方には 10 万戸を越える州が数多く存在していた。つま

り、かかる中規模州の管下四県の一である碭山県は、特に繁栄

しているというわけではない、ごくふつうの地方の県であった

と考えられる。

宋代の影戯は、瓦肆の設けられた大都市ばかりでなく、この

ような県城クラスの都市でも上演されていた。それは、影戯の

上演コストが低廉であったためであろう。現在、皮影戯が生き

延びているのは、大半が経済的に立ち後れた地域であり、人戯

の上演を招くだけの資金がないために、上演コストの安い皮影

戯を使っているケースが多い。このコストの安さという特長は、

宋代から変わらなかったようである。

また、この記述からは、宋代の段階で影戯が相当広い範囲で

行われており、庶民芸能として大きな影響力を持っていたこと

が伺える。

まとめ

以上に論じてきたことをまとめると、宋代の影戯は以下のよ

[18]	 梁方仲『中国歴代戸口、田地、

田賦統計』（上海人民出版社、

1980）による。
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うな特色を有していたことになる。

•	 物語：歴史物語が中心

•	 話者（歌唱者）：一人

•	 台本：叙述体

•	 歌唱：斉言句？（影戯）、長短句（大影戯）

•	 主要受容層：中間層（庶民層）

•	 上演コスト：低廉

これらのうち、たとえば講談に起源し叙述体の演劇であると

いう特色は、現代の皮影戯のみならず、清代以降隆盛する地方

劇とも共通しており、また前に触れた臉譜の事例を考え合わせ

ると、両者の間に何らかの交渉があった蓋然性は高まる。

中国では周貽白が前掲論で、中国伝統演劇の歌唱形式が影

戯・傀儡戯に起源するとの孫楷第の説を否定してから、偶戯研

究が演劇史研究から除外される傾向までもが生まれ、定着して

しまっている。例えば孟繁樹『中国板式変化体戯曲源流研究』

が、類人猿が人間に進化しながらも、ゴリラや猿はもとのまま

であるのと同じようなものだと述べ、偶戯と人戯との比較研究

の必要性を否定するのは、その最も極端な例である [19]。

しかし、以上に検討してきたように、影戯は早くも宋代には

独自のスタイルを確立し広汎に行われていた庶民芸能であった

のだから、後世の演劇・芸能に何ら影響を及ぼさなかったと考

える方がむしろ不自然であろう。

一方、現在定説となっている周貽白らの説にも、かなりの問

題が含まれることが、宋代影戯資料の再検討を通じて明らかに

なった。かかる既存の理論の枠組みにも批判的な態度で接し、

演劇・芸能を分類学的なジャンル意識にとらわれず、社会や文

化の総体を構成する一部として広い視野から検討すれば、ある

いは新たな研究の地平が開けるのではなかろうか。

[19]	 文化美術出版社、2002 年、

pp.96-105。
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2005 年夏期調査の日程

氷上　正

はじめに

今次の現地調査は、陝西省関中地域および陝南地域の皮影戯

調査に主眼を置き、北京における研究者との交流、道教の聖地

であり宗教文化面で大きな影響力を持った武当山の調査などを

分担して実施した。

調査本隊は上海を経由して西安へと飛んだが、到着 40 分ほ

ど前から、進行方向左手に分厚く巨大な黒い雲海が夕闇に融け

込んで広がり、その中で竜のように舞い踊る幾多の青白い稲妻

を、機内から間近に見られた。その雲が陝南地域に一週間以上

にもおよぶ記録的大雨をもたらし、漢水流域に大きな被害をも

たらしていたことを、しばらく後に我々は目の当たりに

することになった。とはいえ、我々の調査自体は、悪天

候の合間を突く形となり、幸いにして滞りなく実施する

ことができた。

今次の調査は、2005 年 8 月に二次にわたって実施さ

れた。第一次は二階堂が単独で武当山の道教施設を調査

した。第二次は本隊であり、陝西省関中地域と陝南地域

の皮影戯を調査した後、二手に分かれ、それぞれ北京・

武当山に向かった。主目的である皮影戯の調査手配は、

前回に引き続き陝西省民間芸術劇院の楊飛・李淑文夫妻

にお願いするとともに、調査にもご同行いただいた。

漢水

＊	 本稿は、日本学術振興会科学

研究費・基盤研究Ｂ「近現代

華北地域における伝統芸能文

化の総合的研究」（2005 年度、

課題番号：17320059、研究代

表者：氷上正）による成果の

一部である。
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陝西・湖北 2005 年度夏期
現地調査報告

日程

▪第一次調査

	8.8	 二階堂	 関西空港より飛行機

で、上海経由で襄樊

に移動。襄樊泊

	9	 	 バスで武当山に移動。

武当山（南岩）泊

	10	 	 武当山にて道教施設調

査

	11	 	 バスで襄樊に移動。襄

樊泊

	12	 	 飛行機で上海に移動。

上海泊

	13	 	 帰国

▪第二次調査

	8.17	 氷上・千田・山下

	 	 	 成田空港より上海経由

で西安に移動

	 	 仲	 関西空港より上海経由

で西安に移動

	 	 戸部	 北京より西安に移動

	18	 	 午前：楊飛・李淑文

夫妻との打ち合わせ、

各種手配

	 	 	 午後：易俗社にて皮影

戯・秦腔関連映像資

料の購入、西安市内

見学。西安泊

	 	 	 ※西安は雨交じりで、

武当山天柱峰

大茘県沙底村

両合崖観音閣
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夜間の気温は 20 度を下回る。

	19	 	 陝西省渭南市大茘県沙底村にて碗碗腔皮

影戯調査。楊飛・李淑文両氏同行。西

安泊

	20	 	 午前：西安市内見学

	 	 	 午後：列車で安康に移動。楊飛氏同行。

安康泊

	21	 	 午前・午後：漢陰県にて漢調二黄皮影戯

調査。両合崖観音閣の道教寺院見学

	 	 	 夜：安康市漢浜区近郊にて道情皮影戯調

査。安康泊

	22	 	 終日：安康市洵陽県にて道情皮影戯調査。

安康泊

	 	 	 ※安康への帰途、崖崩れの

ため二時間ほど足止め。

	23	 A 班（氷上・仲）

	 	 	 終日：列車で西安に移動。

西安泊

	 	 B 班（千田・山下・戸部）

	 	 	 終日：車で武当山に移動。

武当山（老営）泊

	 	 	 ※漢水沿いの道は、至る所

で小規模な崖崩れ。

	24	 A 班	 終日：飛行機で北京に移動。

北京泊

	 	 B 班	 午前：武当山山上に移動

	 	 	 午後：道教寺院調査。武当

山（南岩）泊

	 	 	 ※登山道は各所で崖崩れ。

紫宵宮より上は通行止め

両合崖観音閣

洵陽ー安康間の崖崩れ

武当山遇真宮。2003 年に焼失。中庭は池と化していた。
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陝西・湖北 2005 年度夏期
現地調査報告

のため、徒歩を強い

られる。

	25	 A 班	 中国国家図書館にて資

料調査。北京泊

	 	 B 班	 午前：道教寺院調査

	 	 	 午後：車で襄樊に移動。

古隆中・襄陽旧城見

学。襄樊泊

	26	 A 班	 中国芸術研究院にて資

料調査。北京泊

	 	 B 班	 午前：列車で武漢に移

動

	 	 　戸部　午後：飛行機で北京

に移動。調査活動終

了

	 	 　千田・山下　午後：飛行機

で上海に移動。上海

泊

	27	 氷上	 中国芸術研究院にて資

料調査。北京泊

	 	 仲	 帰国

	 	 B 班	 終日：上海にて文献

資料・映像資料収集。

上海泊

	28	 氷上	 中国国家図書館にて資

料調査。北京泊

	 	 B 班	 午前：上海にて文献資

料・映像資料収集

	 	 	 午後：帰国

	29	 氷上	 午後：帰国

武当山南岩宮

襄樊古隆中

襄陽臨漢門
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2005 年夏期皮影戯調査概要

千田　大介・山下　一夫

はじめに

ここでは、今次の皮影戯調査の概要を、録音・メモなどに基

づいてまとめる。人名や演劇のタイトルなどは、インフォーマ

ントに書きだして頂いたものに基づいている。ただし、それら

には異体字・同音字などが用いられており、明らかな誤字さえ

も見受けられる。そのため、本稿にも多くの錯誤が含まれてい

るものと思われる。それらについては、今後の追加調査に訂正

を期したい。

1. 大茘碗碗腔皮影戯

（1）上演情報

❖日時

2005 年 8 月 19 日

❖場所

陝西省渭南市大茘県沙底村

❖劇団

大茘県沙底民間皮影団

班主：段満瓮（55）

扦手：段快車（30）

前手：安成林（57）段満瓮（55）

上档：王文宏（56）

下档：張益民（43）

後槽：雷孟乾（55）

大茘県沙底民間皮影団の背景。もとは他
の劇団のものであった。

＊	 本稿は、日本学術振興会科学

研究費・基盤研究Ｂ「近現代

華北地域における伝統芸能文

化の総合的研究」（2005 年度、

課題番号：17320059、研究代

表者：氷上正）による成果の

一部である。
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陝西・湖北 2005 年度夏期
現地調査報告

下档：張臘草（55）

幫扦：劉艶艶（29）

❖上演劇目

『三打祝家荘』・『梅花釵（女審）』・

『鬧社火』

（2）インタビュー要録

❖劇団の由来

五代続いた家庭劇団である。旧時は徳

興社と称したが、建国後に加慶皮影社

に改称、その後さらに現在の名称に変更。

五世代の班主の名称は以下の通り。初代

は既に名前がわからなくなっている。

第二代：段祥順

第三代：段白姓

第四代：段満瓮（7・8歳の頃から

父より学習）	

第五代：段快車（6歳から学習）

❖上演地域

同朝・渭南（臨潼区）・華県・浦県な

ど周辺 6県。これは、地級市としての渭

南市の領域とほぼ重なる。

❖レパートリー

『劈山救母』・『楊文広征西』・『天仙

配』・『白蛇伝』など、25 劇目。常用さ

れるのは 10 余り。

文革時期には様板戯を上演していた。

当時用いた影絵人形がまだ残っていると

いう。

❖劇団の構成

人数は、一劇団あたり 5～ 6人。この

大茘県沙底民間皮影団影幕

段満瓮氏
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人数は、華県の碗碗腔皮影戯と大差ない。

しかし、台本は口伝である点が、華県一

帯の皮影戯と異なる。

❖劇団・芸人

60 年代には 36 の皮影劇団が存在した。

沙底村だけで 6劇団あったという。

❖戯価

一公演あたりの謝礼は以下の通り。

60 年代：16 ～ 18 元	

80 年代：20 元余り	

現在：300 元

❖祖師爺

荘王

❖上演文脈と応節戯

節日や廟会で皮影戯が上演され、かつ

節日によって特定の劇目を演ずる習慣が

ある。

節日：廟会。	2 月 19 日の観音生日

には『香山還願』など

喜慶：結婚式では『天仙配』など

棟上げ：『魯班』など

生子：『七仙姐送子』など

2. 漢陰県漢調二黄皮影戯

（1）上演情報

❖日時

2005 年 8 月 21 日、11:00 ～ 14:15（途

中、食事・観音閣見学）

❖場所

陝西省安康市漢陰県浦渓両合崖観音閣。

『鬧社火』

『鬧社火』

観音閣皮影小戯の影蓬
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陝西・湖北 2005 年度夏期
現地調査報告

小さな谷間を利用した道教寺院であり、

その門前の広場で上演された。昼間の上

演は締め切った屋内で行われることが多

いが、今回の上演は屋外で行われた。そ

のため影人の視認性は落ちた。

❖劇団

漢陰県浦渓両合崖観音閣皮影小戯

班長：李興儒（73）

鼓師：劉培家（79）

茹丙玉（84）

黄文寿（62）

汪光林（60）

❖上演演目

『万仙陣』（『封神演義』故事）

（2）インタビュー要録

❖劇団の構成

一劇団あたりの人数は 5人。4人でも

上演可能。3人では難しい。固定の劇団

組織があるわけではなく、上演のニーズ

がある場合に、随時芸人を集めて劇団を

組織する。

歌唱者は 1人。台本は口伝。

❖上演頻度

解放前はほぼ毎日上演があった。当時

は漢調二黄の人戯劇団も 2つあった。現

在は消滅している。

文革後は、1979 年に上演が復活した。

現在は年間 20 回ほど上演される。

❖上演地域

寧峡・石泉・安康・紫陽。地級市とし

観音閣皮影小戯

『万仙陣』
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ての安康市西部の各県である。

❖レパートリー

『大香山観音遊十殿』、『万仙陣』、『朱仙陣』、『薬王成聖』、

『黄河陣』、『進八宝』、『臨潼山』、『秦香蓮』、『二進宮』、

『四進士』など

この他、100 種ほどある。

❖上演の文脈

廟会：観音廟、財神廟、湘子廟、竜王廟など、年間に 20

数回の廟会がある。例えば観音廟では、旧暦の 2月 19

日の観音出生、6月 19 日の観音成道、9月 19 日の観音

成仙のそれぞれで廟会が開かれ、いずれも上演を行う。

個人：敬神・還願・葬礼。

❖戯価

解放前：大米

現在：200 元

解放前、物品とひきかえに皮影戯を上演していたのは、これ

までに我々が調査した山西・陝西皮影戯の大多数と共通する。

❖祖師爺

唐明皇

❖沿革

明嘉靖以前より存在。清代後期に二黄・道情が伝播した。

❖影人

牛革製。補修にはプラスチックが使用

されていた。

❖音楽

文場：京胡・板胡・二胡・月琴・三

弦・嗩吶

武場：大鼓・板鼓・堂鼓・鈸・大

鑼・小鑼

印象としては、節回しは京劇の西皮に
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陝西・湖北 2005 年度夏期
現地調査報告

非常に近い。

❖言語

京劇などで用いる湖広音に近い。このため、この後に調

査した道情皮影戯などに比べて、遥かに聞き取りやすかっ

た。

3. 安康道情皮影戯

（1）上演情報

❖日時

2005 年 8 月 21 日　19:50 から

❖場所

安康市漢浜区（市区）北郊

❖劇団

安康梨園道情皮影劇団	

攔門主演：楊森聯（77）	

司鼓：潘祥順（69）	

大鑼・梆子：劉良華（76）	

皮弦・鈸：沈継生（63）	

板胡：唐章根（62）	

三弦：陳光仲（61）	

笛子：李龍茂（55）	

嗩吶：唐国朝（51）	

二胡：徐生立（68）

❖上演劇目

『九華山・打店』、『劉三要銭』、『黄鶴

楼・三江口』

❖音楽

歌唱：歌唱時には基本的に伴奏しな

い。つまり伴奏は過門のみ。幫唱

を用いる。

漁鼓

皮弦と影人

『九華山・打店』
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これらの特徴は、洋県皮影戯、洵陽道

情皮影戯などとも共通する。

楽器：二胡は定弦はソレ弦。笛子は

F調。

皮弦：道情皮影戯で用いられる胡弓

の一種で、大きさは京胡ほど。楽

器は自作のものを用いる。

❖言語

歌唱・台詞ともに現地の方言を用いる。

4. 洵陽道情皮影戯

（1）上演情報

❖日時

2005 年 8 月 22 日　14:55 から

❖場所

洵陽県文化旅游局

❖劇団

洵陽皮影隊

攔門：羅竜軍（37）	

司鼓：羅竜林（39）	

吹笛・嗩吶：澎治芳（32）	

主弦（皮弦）：趙国成（44）

劇団員はいずれも農業を本業としている。

❖上演劇目

『秦英征西』、『猪八戒背媳婦』

（2）インタビュー要録

❖劇団の由来

洵陽県棕渓鎮展元村の農民の業余劇団。棕渓鎮展元村は

洵陽県城より漢水に沿って 20kmほど下ったところである。

漁鼓
皮弦

洵陽皮影隊影幕
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劇団は、文化局が老芸人を集めて最近組織したもの。70

～ 80 歳の老芸人も存命であるが、今回の上演に際して招

集できず、当日の 4人構成での上演となった。

❖羅竜軍氏の芸歴

幼時より皮影戯を愛好。1987 年より皮影戯を学ぶ。

師匠は李心徳氏、調査時点で 80 歳。蜀河の人。

❖劇団の構成

4 ～ 5 人。歌唱できるのは一人だけ。歌唱者が人形を操

作する。

❖上演地域

洵陽・白河・安康・湖北鄖西など

県城では、屋外の広場で上演する。この他、廟会や農村

の家庭に招かれて上演することがある。農村家庭での上演は、

還願の際に行われることが多い。

❖レパートリー

『秦英征西』・『康煕王遊蘇州』・『王女鬧薊州』・『剪紅

灯』・『夢啞吧鬧花灯』・『琵琶洞』・『馬三保征越』・『薛剛

反唐』等

計 80 本ほど上演可能である。

これらのうち、師匠からの直伝は 20 ～ 30 本で、他は小説・

テレビドラマ等に基づいて羅竜軍氏が近年自編したものである。

こういった台本の自編は比較的容易であ

るという。そのような劇目に、『猪八戒

背媳婦』・『楊宗保招親』・『薛仁貴招親』

などがある。

しかし、いずれにせよ皮影戯は物語展

開が緩やかで、ドラマや映画のスピード

感に太刀打ちできないため、若者の支持

は得られないという。

羅竜軍氏

『秦英征西』
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❖上演の文脈

紅白喜事、過年・過節、廟会、還願等

❖上演頻度

80 年代～ 90 年代：年 100 ～ 200 回

現在：年 100 回未満

❖祖師爺

李世民

❖洵陽の皮影劇種

道情：正式上演できるのは同劇団のみ。

漢調二黄：絶滅

八歩景：80 過ぎの芸人が 1人だけ存命。

❖音楽

主要伴奏楽器は皮弦・板胡・笛子で、“三大件”と呼ばれる。

笛子はD調のものを使う。幫唱を用いる。

全般に、前日調査した安康道情に近い。

過門を除いた歌唱の節回しは、秦腔に近い印象。

❖言語

現地の方言を用いる。



2005 年夏期武当山諸宮観調査報告（二階堂）　��2005 年夏期武当山諸宮観調査報告（二階堂）　��
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2005 年夏期武当山諸宮観 
調査報告

二階堂　善弘

1．武当山調査について

湖北にある武当山は、古来より真武大帝、すなわち玄天上帝

の聖地としてつとに有名である。ユネスコの世界遺産にも登録

され、いまや世界的な観光名所としても知られる。

このたび 2005 年 8 月 8 日から 13 日までの日程で、武当山を

訪れて調査を行った。もっとも以前、2003 年 3 月にも短い期

間であるが調査している。このときは大雪のために道路が封鎖

され、太和殿など一部の宮観しか見ることができなかった。こ

のため二度の調査となったが、広大な面積を有する武当山の

こととて、それでも時間が不足しがちであった。本報告では

2005 年夏期の調査を中心とするが、一部改修中であった殿宇

などについては、2003 年の調査内容を援用するものとする。

2．玄天上帝信仰と武当山

武当山は湖北省北部の丹江口市にあり、西に十堰市、東に襄

樊市に通じる所に位置する。そもそも、北方の守護神であった

玄天上帝を祀る聖地が、なぜ河北や山西といった北方異民族に

接する地区でなく、湖北の地にあるのかは大きな疑問であっ	

た [1]。しかし視点を変えてみれば、北宋から元初に至るまで、

漢民族と北方異民族の係争の地であった襄陽の近辺は、むしろ

この時代の北方守護の神にふさわしい土地と言えるかもしれな

い。

[1]	 ただ山西省には「北武当山」

と呼ばれる山があり、そこで

はやはり武当山を模した形で

宮観が作られ、玄天上帝を祀

っている。

＊	 本稿は、日本学術振興会科学

研究費・基盤研究Ｂ「近現代

華北地域における伝統芸能文

化の総合的研究」（2005 年度、

課題番号：17320059、研究代

表者：氷上正）による成果の

一部である。
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玄天上帝は古代の四霊の一つ、玄武神が発展して人格神と

なったものである。唐代以前には人格神として扱われたとおぼ

しき記録がない。真武は五代から宋にかけて、北帝配下の北極

四聖（天蓬・天猷・真武・黒煞）の一つとして信仰を発展させ

た。その後、南宋から元にかけては真武だけが特別視されて、

かえって北帝の機能を有して玄天上帝となり、明朝に至って国

家鎮護の神となった [2]。武当山の宮観の発展も、ほぼこの玄天

上帝の信仰と表裏一体の関係をなしている。

玄天上帝については、浄楽国の太子が王位を捨てて武当山に

来たり、四十二年に及ぶ修行の末に白日昇天して、玉皇上帝よ

り玉虚師相・玄天上帝に封じられたという伝承が広く知られて

いる。そのため武当山には、玄天上帝の故事に関連する遺構も

多く存在している。

新しく編纂された『武当山志』によれば、武当山の歴史は古

く、唐代には五龍祠があり、宋の真宗の時にこれが道観に格

上げされ、さらに徽宗の宣和年間に紫霄宮が造られたとある。

もっとも、これらの廟宇は宋金の兵乱に遭い、すべて失われ

た [3]。元になって、汪真常・魯大宥・張守清などの道士たちが

五龍・紫霄・南岩などの諸宮観を復活させた。もっとも、これ

らの殿宇の多くは、元末の兵乱によってまたも滅んだ。現在の

武当山の大規模な宮観群は、明の永楽帝の命によって建てられ

たものである。明王朝では玄天上帝を異様とも言えるほど特別

視し、そのために膨大な国費を投じて武当山の殿宇を修築した。

永楽十年（1412 年）に始まった工事は、ほぼ十年近く続いた。

遇真宮・紫霄宮・五龍宮・南岩宮はその時に再び建て直された。

その後も拡建がなされ、嘉靖年間においては、太和・南岩・紫

霄・五龍・玉虚・遇真・迎恩・浄楽の八大宮があったとされ	

る [4]。

清代においては、国家鎮護の役割を失い、武当山の宮観は縮

小を余儀なくされた。また清朝においては、武神としては関帝

[2]	 玄天上帝の変化については、

拙稿「玄天上帝の変容－数

種の経典間の相互関係をめ

ぐって－」（『東方宗教』第

91 号・1998 年 ）60 ～ 77 頁

を参照。

[3]	 武当山志編纂委員会編『武

当山志』（新華出版社・1994

年）123 頁。

[4]	 前掲『武当山志』124 頁、ま

たその記載の元となった『武

当福地総真集』及び『大岳

太和山紀略』（『中国道観志叢

刊』・江蘇古籍出版社・第 5

～ 6冊所収）を参照。
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を積極的に信奉したため、玄天上帝の地

位は相対的にやや低下した。しかし各地

の盛んな信仰はさほど減退もせず、いま

でも玄天上帝を祀る廟は中国全土に残さ

れている。武当山以外では、広東仏山の

祖師廟が特に有名であろう。また台湾に

は各地に無数の玄天上帝廟が存在し、熱

心に信仰されている。

武当山の宮観群は、かなりの範囲に広

がっており、山麓には玉虚宮・遇真宮・

元和観などがあり、山の中腹には磨針井・太子坡・八仙観、さ

らに紫霄宮・五龍宮・南岩宮があり、山頂には朝天宮・太和

宮・金殿がある。なお武当山はまた七十二峰・三十六岩などの

自然の奇観を有することでも知られている。以下では、武当山

の幾つかの宮観について述べる。

3．南岩宮・紫霄宮

南岩宮は元の至大年間に造営され、その後兵火によって失わ

れた後、明の永楽年間に再建された。もっとも現在の建築の多

くは、清の同治年間から民国期にかけての重修を経ている [5]。

南天門

龍頭香

[5]	 前掲『武当山志』129 頁、及

び劉洪耀「武当山明代以前

建築考」（『中国道教 1994 増

刊・武当山中国道教文化研討

会論文集』中国道教協会・

1994 年）190 ～ 195 頁を参照。
南岩宮は南天門・碑亭・龍虎殿・大殿、

それに絶壁に建つ南岩懸崖の天一真慶宮

石殿などからなる。碑亭は明の永楽年間

に建てられたものであり、永楽年間の大

きな石碑を有するが、現在は建物の頭部

が毀れたままになっており、危険を避け

るためその中には入れない。また大殿は、

訪れた時は修理中であった。

南岩懸崖は、武当山の中でも特に有名

な所である。ここには元の至元年間に天
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一真慶宮が建てられ、歴代、改修を経て

きた。現在は皇経堂・両儀殿・万聖閣・

石殿・龍頭香などの諸建築からなる [6]。

龍頭香は、断崖に突き出た石の先に香

炉が置かれており、ここで行香を行うと

功徳が高いということから、古来より多

くの香客がある一方、誤って転落する者

もあった。そのためか現在は柵をもって

囲んでいる。天一真慶宮の殿内には明代

の玄天上帝像と聖父・聖母の像が祀られ

ている。

南岩宮の付近には、玄天上帝が四十二

年に及ぶ修行の末に昇天したという飛翔

崖がある。また雷神の鄧天君を祀った雷

神洞、それに中規模の道観である泰常観

も近くにある。

紫霄宮は、明代の遺構をよく残した大

規模な宮観である。龍虎殿・碑亭・十方

堂・紫霄大殿・父母殿・東宮・西宮など

龍虎殿

紫霄大殿

からなる。龍虎殿には、元代に造られた青龍神・白虎神の像を

存している。

龍虎殿の次には十方堂と紫霄大殿がある。ともに永楽十年

（1412 年）に建てられたものであり、特に本殿である大殿は

重厚な建物である。大殿のさらに奥には父母殿があるが、これ

は民国期に再建されたものである [7]。

これらの殿宇の中には、明代の神像が数多く存している。玄

天上帝には立像や座像があり、また温元帥・関元帥・馬元帥・

趙元帥の四大元帥の像、また王霊官の像などがある。なお、現

在武当山の宗教活動の多くはこの紫霄宮において行われている。

[6]	 前掲『武当山志』131 頁。

[7]	 前掲『武当山志』133 頁。
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4．朝天宮・金殿・太和宮

武当山の麓から太和宮・金殿などのある天柱峰まで登るルー

トは二つ存在する。一つは南岩宮から一天門・二天門・三天門

から朝天宮を経て徒歩で登るルート、もう一つは、自動車など

で中観まで行き、そこからロープウェイに乗って山頂まで出る

ルートである。今回の調査においては、一・二・三天門を徒歩

で通るルートを辿った。しかしこのルートにおいては、かなり

の急勾配の石段を延々と登り続けなければならず、かなり難儀

した。

南岩宮から石段をかなり下ったところに、榔梅仙祠がある。

榔梅は武当山の特産として古くより知ら

れる果実であり、玄天上帝が成道したと

きに花咲き実を結んだとされる。『本草

綱目』にもその旨記載がある。その榔梅

の精を祀るのがこの祠であり、明代の建

になる [8]。

一天門から三天門に至る途中、黄龍洞

の上に朝天宮がある。朝天宮はやはり永

楽年間に建てられたものであるが、清代

から民国に至るまでは廃れていた。現在

の殿宇は 1990 年代に入ってから整備さ

れたものである [9]。中規模の宮観といっ

てよい。

三天門を経てさらに登ると、武当山の

頂点に天柱峰があり、そこには金殿・太

和宮・皇経堂・古銅殿・霊官殿などがあ

る。

金殿は建物自体が銅で出来ているとい

う特異な殿宇である。このような建築は、

榔梅仙祠

朝天宮

[8]	 前掲『武当山志』148 頁。
[9]	 前掲『武当山志』134 頁。
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五台山などにも見られるが、膨大な費用

が必要なためか、それほど多く存在する

わけではない。金殿は天柱峰の頂上に設

置され、明永楽十四年（1416 年）の建

である。中には披髪跣足の玄天上帝像が

祀られている [10]。ただ 2005 年夏調査時

は修理が行われており、また多くの参拝

客に囲まれていた。幸いに 2003 年の調

査においては他の客も少なく、十分に観

察することができた。

古銅殿は、明の金殿を建立した時に、

もとあった古い銅殿を移動させて太和宮

の近くに設置したものである。これは元

代に造られた銅殿であり、中国の銅殿で

は最古に属するものである [11]。銅殿は

保護のため周りを覆う形でさらに建物が

建てられている。磚を主体とした周囲の

壁と、内部の銅の壁の間に一人が通れる

ような狭い空間があるが、ここを通り抜

天柱峰

太和宮

太和宮玄天上帝座像
けると福運が訪れるという言い伝えがあるようで、多く

の者が挑んでいた。ここも 2003 年の調査時に見ること

ができた。

太和宮は天柱峰全体の中心ともいえる建物であり、多

くの参拝客が熱心に拝礼を行っていた。ここには明代の

玄天上帝像などを存している。明の永楽年間に建てられ

ており、朝聖拝殿と称していたが、清代以後はここを太

和宮と称するようになった。皇経堂はこれも明永楽年間

の造であるが、現在の建物は民国期に造られたものであ

る。三清・玉皇大帝・玄天上帝などの像を祭祀する。霊

官殿は錫で造られた殿宇であり、王霊官を祀っていた。
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ただ 1970 年代に元の霊官像は失われている [12]。

太和宮では、盧迎生道士と話す機会を得た。盧道士は北

京白雲観に学び、ここに派遣されたとのことである。かつ

て道士は洞天福地や諸道観などを移動することがあったが、

現代においては国家によって勤務地を指定されることがあ

るようだ。盧道士のご好意により、太和宮内部の神像につ

いては撮影を行うことができた。

太和宮においては、玄天上帝の座像を中心に、金童・玉

女像、さらに鄧天君・辛天君・温天君・馬天君・関天君・

趙天君の像がある。すなわち鄧・辛二天君と、四大元帥の

組み合わせである。玄天上帝と金童・玉女像は明代のもの

であるが、諸天君の像は清代のものである。ただ関天君の

像については、伝統的な関羽像とはかなり形象が異なって

いる。或いはこれは岳天君の誤りではないかとも思われる。 鄧天君

馬元帥　　　　　　　　　　　　　　　　　　関元帥

5．太子坡・磨針井及びその他の殿宇

武当山の中腹にも多くの宮観があり、多くの参拝客が訪れて

いる。

太子坡は、浄楽国太子であった玄天上帝がここで修行したと

伝えられる場所であ

る。しかし実際には

ここは複真観という

道観であり、太子修

行の伝承は後から附

会されたものである

と考えられる。

太子坡の近くには

磨針井がある。清代

に建てられたもので

ある [13]。ここは途

[10]	 前掲『武当山志』126 頁。
[11]	 前掲劉洪耀「武当山明代以

前建築考」192 頁、及び前掲

『武当山志』126 頁。
[12]	 前掲『武当山志』128 頁。
[13]	 前掲『武当山志』137 頁。
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中で修養を放棄しようとした玄天上帝が、

一老媼が鉄棒を磨いて針にしようとして

いるのを見て、反省して戻ったという故

事にちなむ所である。現在も老媼が磨い

ていたという鉄棒などが置かれているが、

もとより後世作為されたものであろう。

実際の名は純陽宮ということからするに、

恐らくは呂純陽を祀っていたものと考え

られる。

この他、麓には玉虚宮・遇真宮などが

ある。玉虚宮は永楽年間に建てられた規太子坡

模広大な宮観であるが、その建物の多くは残っていない。

武当山は、いまも明代の遺構を多く残すとはいえ、かつての

太和・南岩・紫霄・五龍・玉虚・遇真・迎恩・浄楽の八大宮の

うち、迎恩・浄楽宮の建物のほとんどは失われ、五龍・玉虚宮

もかなりの部分が毀れたままである。南岩宮は比較的まだ保存

されているとはいえ、その碑亭などはいまも上部を欠いている。

清代にも多くの宮観は何度も重修されているとはいえ、明王朝

のような過度な保護がなかったことがやはり影響しているとい

えるだろう。現在これだけの規模の宮観を維持するのは大変な

ことと思われる。ただ見たところ玄天上帝信仰の盛んな台湾各

地の廟からの寄進が多いようであった。
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陝西省南部安康市の人口変動 
に関するノート

―明・清・中華民国期を中心に―

戸部　健

はじめに

2005 年８月、筆者は科研費による調査に随行し、陝西省安

康市を訪れた。

安康市は陝西省南部（以下、「陝南」と略す）[1]、秦嶺山脈

と大巴山脈に挟まれた山あいの地にある。漢水水系に属するた

め、伝統的に長江流域との関係が深く、黄河・渭水などをイ

メージしがちな陝西省にあってユニークな存在として知られて

いる [2]。

今回の訪問の目的は安康市の伝統影絵劇―皮影戯―を調

査することにあったが、皮影戯をはじめ安康の各種文化の研究

を進めていく上で無視できないものに移民の存在がある。なぜ

なら、明代以降、特に清代中後期における移民の流入がこの地

域の社会や文化の形成に大きな影響を与えているからである。

そこで本稿では、安康市における移民の動きを先行研究に依

拠して整理する。それを通して、安康の通俗文化を研究する上

での基礎を構築したい。

行論の必要上、まず第１章で安康市の自然・人文地理的状況

について明らかにする。続いて第２章で明代から中華民国期ま

で、約 550 年間の人口変動について時代別に追う。

[1]	 一般に陝南とは安康市・漢中

市・商洛市を合わせた領域を

いう。

[2]	 安康市は陝西省・湖北省・四

川省の三省が接する山岳地帯

―いわゆる三省交界地帯―

に所在する。三省交界地帯は

嘉慶白蓮教反乱の発生地とし

て有名で、それゆえ研究も多

い。日本人の業績としては

鈴木中正（1952）、安野省三

（1971）、山田賢（1995）な

どが挙げられる。
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1. 安康市の地理

（１）地勢

陝西省安康市は陝西南東部に位置する地級市であり、漢浜区

を中心に、紫陽・嵐皋・洵陽・鎮坪・平利・石泉・寧峡・白

河・漢陰など９県を擁する。この領域は若干の異同はあるもの

の、ほぼ清代における興安府のそれと重なる。

漢水の上流域にある安康市はほぼ全域を山地で占められ、平

地は漢水およびその支流の峡谷沿いに僅かにあるのみである。

そのため、もとより人口はそれほど多くなかったが、後述する

ように明代以降、特に清朝中後期において未曾有の人口増加を

見た。その際、稲作に適する平地に土地を獲得することができ

なかった人々の多くは山地に居をかまえ、森林を伐採してトウ

モロコシを植えたりした。そうした動きが山林に甚大なダメー

ジを与えたことは言うまでもない。現在にあっても森林資源の

枯渇や、それにともなう崖崩れの増加などにこの影響が現れて

いる（写真１・２）。

（２）交通

秦嶺山脈の存在が西安との交通を長い間不便にしてきた。そ

れは民国期においても同様で、まずは漢中に向かい、そこから

北上し宝鶏を経由して西安に至るというふうに相当な遠回りを

強いられるのが普通だった。さすがに現在では秦嶺山脈を横断

して西安に至るルートが鉄道・自動車道路ともに整備されてい

るため双方の交通はかなり便利になったと言えるが、それとて

人民共和国成立後のことである。

一方、東隣の湖北省とは漢水の水運を通じて密接な関係に

あった。先述したように安康は漢水の上流域であり、漢水を船

で下れば長江流域と直結していた（写真３）。このことは逆に

湖広（湖北省と湖南省）など長江流域から人・モノが漢水を

上って安康に流入してくることも意味した。実際このルートで
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やってきて、安康に住み着いた人々は清代

中後期をピークに相当な数にのぼる。それ

とともに長江流域、とりわけ湖広の文化も

流入し、地域に深く根ざしていった。今回

調査した「漢調二黄」という演劇の節回し

もおそらく移民とともに湖北から伝わった

ものと考えられる。

2. 安康市における人口変動

以下では明代から中華民国期における安

康市の人口変動について述べる。その際、

時代を①明代、②明末清初、③清代中後期、

④清末民国期の４つに区分する。これは

人口変動から見たそれぞれの時代の特徴に

よって分類したものであり、あえて各時代

の特徴を形容するとすれば①は人口漸増期、

②は激減期、③は激増期、④は漸減・安定

期と表現できよう。

（１）明代

写真１　水田（漢浜区建民鎮）

写真２　土砂が道路を塞ぐ（洵陽・漢浜間）

写真３　洵陽付近の漢水

自然増加という要因を除けば、明代において安康地域の人口

を増加させたのは他地域からの移民であった。

移民は中期から後期にかけて多く見られ

た。初期に移民が少なかったのは、安康の

所在する河南・湖北・四川・陝西の交界地

帯への自由な移住を洪武帝が禁止したこと

による。山深く、ゆえに官憲の目をとどか

せにくいこの地域への自由な移住を認める

ことは、民衆反乱など不穏な動きを増長さ

せることだと彼は考えたのである。

しかし禁令は徐々に遵守されなくなり、
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交界地帯への移民は漸次増えていった。特に正統年間以降の増

加は激しかった。これは黄河の河道の激しい変化に大打撃を受

けた河南省などの多くの農民が新天地を求めて交界地帯へ移住

したことによる。その結果、成化元（1465）年には民衆反乱が

勃発している。これはほどなく鎮圧され、これを機に不法移住

者の強制退去も敢行されたが、実質的にはほとんど効果が上が

らなかった。そのため結局は移住民を移住地の戸籍に編入する

ことで解決が図られた。以上に見るように、政府による移住禁

止令はなし崩し的に撤廃されたかたちとなったと言える。

（２）明末清初

移民により増加した安康の人口は明末清初に激減した。それ

は言うまでもなく度重なる戦乱によるものである。張献忠の挙

兵に始まり三藩の乱に終わる約 50 年間、安康はたびたび戦場

となり、そのために多くの命が失われ、地域社会も破壊された。

場所によっては疫病や飢饉なども発生した。これらの戦乱や災

害により、安康の人口は従来の３割ほどにまで落ち込んだとさ

れている。

（３）清代中後期

明末清初の混乱で激減した安康の人口は清代中期以降空前の

増加を見た（表１）。これは湖広からの移民によるところが大

きい。

この頃湖広では人口が飽和状態になっており、一方で西隣の

四川では長年の混乱で人口が激減していた。そのため、長江

を遡って湖広から四川に移住する人が後を絶たず、清末の思

想家・魏源はこの現象を「湖広が四川を填
み

たす」[3] と形容した。

こうした事態はまったく陝南においても同様であり、明末清初

の戦乱による人口減少を湖広からの移民が埋めることになった

のである。

とはいえ、当初清朝は陝南への移民を禁止していた。康熙年

間に川陝総督の鄂海が移民奨励政策を行い、一時的に移民が増

[3]	『古微堂内外集』そもそも湖

広を満たしたのはやはり魏源

が「江西が湖広を填たす」と

言ったように長江下流域か

らの移民であった。明清期

における人口移動を概観し

たものには以下がある。斯

波義信（1992）、西澤治彦

（1992）、山田賢（1995）、曹

樹基（1997a・b）。
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えたことがあったが、それもまもなく

禁止となっている。

しかし雍正年間に地丁銀制が施行、

つまり人頭税が形式上廃止されたこと

により、もはや人丁の流出を抑制する

必要がなくなった。そのため清朝の政

策は転換し、陝南への移住が奨励され

るようになった。以後約 90 年間、陝

南の人口はかつてない速度で増加する

ことになる。

移民は湖北・湖南・安徽など長江中

下流域からのものが最も多く、また陝

西よりも早く移住の禁止が解かれこの

【表１】興安府下各県の人口変動（1787 年～ 1953 年）
単位＝人

頃すでに人口飽和に達していた四川からのものも大勢いた。そ

のほか河南・江西・陝西・広東からの移民も少なからずあった。

移民の数が増えるにつれ、同郷会館もいたるところで建てられ、

同郷者同士の相互扶助を促進する機能を果たした。中国では特

定品目の売買を特定の同郷者集団が独占することがしばしば見

られ、そうした通商上の要因も大きかったと思われる。

漢水を利用した商業活動に従事する人が増える一方で、農

業・林業などにたずさわる人も増えていった。早い段階で移住

してきた人々は主に米の生産や生産物の搬出に有利な、河川に

近い平地を獲得した（写真３）。彼ら先来者によって平地が占

有されると、遅れて移住してきた人々の多くは山地に土地を求

め、トウモロコシなどの栽培をしたり、林業を営んだりした。

彼らの後に移住してきた人々は未開拓の山地をめざして更に山

奥に分け入っていった。

山に入ったのは農民だけではない。当時山地には木材・鉄・

きくらげなどを採集、出荷するための作業場がいくつもあり、

それらは相当な数の雇工を集めていた。

県・庁名 乾隆 52 年
（1787 年）

嘉慶 25 年
（1820 年） 1953 年

安康県（現：漢浜区） 153,884 389,300 437,861
洵陽県 83,972 243,500 272,442
白河県 51,111 90,400 130,175
平利県 148,099 178,600 162,414
紫陽県 59,819 126,700 227,328
漢陰県 83,841 123,300 163,523
石泉県 29,947 87,900 103,125
鎮坪県 32,558
磚坪庁（現：嵐皋県） 119,382
合計 610,673 1,239,700 1,648,808
　※	（出典）曹樹基（2001）、404 頁、「表９-17」をもとに作成。鎮坪

県は 1920 年に平利県より分立、磚坪庁は 1822 年に安康県より

分立。寧峡庁（現：寧峡県）のデータは不明。
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こうして本来ほとんど居住者がいなかった山地は乾隆・嘉慶

期にはかなりの数の人間で埋められるところとなり、そうした

状況に対し政府は新たに行政区を創設する必要に迫られた。例

えば現在の寧峡県の前身である寧峡庁はこの時期の移住民の増

加によってできたものである。

ただし、移民の流入にともなう山地開発の激化は当然生態環

境を破壊すること甚だしかった。禿山同然になった山も多く、

それゆえがけ崩れも多発するようになり、また、がけ崩れで流

れた土砂が川を埋めたことから、雨が降るとしばしば洪水を引

き起こすようになった。このことはさらに、人・モノの輸送に

大きな役割を持つ漢水、およびその支流の水深が浅くし、水運

に不便をもたらす結果となった [4]。

また、トウモロコシの生産を基礎にした山地での経済活動は

常に不安定な状態に置かれていたため、不作の際には移住民間

で紛争がおき、それは時に大規模な蜂起にまで発展した。嘉慶

元（1796）年に始まる嘉慶白蓮教反乱はその最大のものである。

（４）清末民国期

乾隆期以来続いてきた人口増加は道光年間に入って止まり、

その後は減少に転じた。人口減少の原因としては、森林の過剰

伐採によって基幹産業のひとつである林業が存続不可能となっ

たこと、森林を伐採し耕地を広げたことが土壌の流出を招き耕

作不能な土地を増やしたこと、山地の作業場などが閉鎖に追い

込まれたこと、などが挙げられる。人口減少の度合いは各地で

異なるが、例えば興安府（現：安康市）の西隣の漢中府（現：

漢中市）では孫達人氏の研究によると道光３（1823）年から光

緒年間（1875 ～ 1908）までに約 37 パーセントも減少したとい

う [5]。

その後、清末から 1930 年代初頭にかけて人口は漸増を続け

るが、これは大方自然増によるもので、移民によるものではな

いと考えられる。清代中後期に活況を呈した経済も清末以降は

[4]	 なお佳宏偉（2005）は陝南の

生態環境悪化の原因を人間に

よる開発だけでなく、気候の

変化や土地の性質にも求めて

いる。

[5]	 孫達人（1983）、144 頁。た

だし、この数字には同治元年

から始まる回民反乱や光緒初

期に発生した飢饉による死者

も含まれていると思われる。

曹樹基によると、それら災害

が興安府に与えた影響は陝西

省の他地域に比べると少ない

ものの、それでも約 35 万人

に上る死者を出したという

（曹樹基〔2001〕、582 頁）。
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大きく冷え込み、比較的景気がよかったのはアヘン栽培くらい

であった。そのため近代になっても交通インフラの整備は沿海

地域に比べて大幅に遅れ、電気など都市インフラも依然として

未発達な状態が続いた。

こうした状況に若干の変化が訪れるのは 1937 年以降、すな

わち日中戦争が勃発してからである。日本軍により沿海部を追

われた国民政府は大きく西方に退き重慶を中心に徹底抗戦の構

えを見せるが、その際陝西省は前線基地としてにわかに注目さ

れた。安康の交通インフラはこの時大いに整備され、漢中経由

ではあるが、西安・安康間を結ぶ鉄道、自動車道が作られ、飛

行場も建設された。

しかし、これらの交通インフラはみな軍事用であり、一般民

衆の利用は厳しく制限された。そのため安康の産業に与えた影

響はそれほど大きくなかった。また、軍隊は駐屯したものの、

人口増加はそれほどなかった。

おわりに

以上、安康市の人口変動を明代から中華民国期に亘って見て

きた。その動きを大まかにまとめれば以下のようになる。明代

中期以降、移民の流入とともに徐々に増加した安康の人口は、

明末清初の混乱で激減し、その後しばらく増えなかったが、清

朝中期以降移民の大量流入により激増した。しかし、道光期以

降再度減少に転じ、それ以降民国期にいたっても大きな増加は

なかった。

このように見ると、明代から民国期の安康にとって、最も変

化に富んだ時期はまさしく移民の大波に洗われた清代中後期で

あったと言えよう。この清代中後期こそ明末清初に崩壊した社

会が再構築され、新たな安康社会が打ち立てられたという極め

て重大な時期にあたる。そしてそれによって形成された文化な

どのかなりの部分はその後民国期を経て共和国期にも受け継が
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れたのである。

従って安康の地域文化を解明するためには清代中後期の動向

に注目する必要がある。本稿がその一助となれば幸いである。
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華県碗碗腔皮影戯『玩瓊花』
影印・解説

山下　一夫

『玩瓊花』は、陝西省華県碗碗腔皮影戯のテキストで、2004

年に収集した資料の一つである。封面には「魏穏柱一九八〇

年」の記載が見え、恐らく文革終結後の皮影戯上演再開の際に

作成された写本だと思われる。

物語は、隋の煬帝が瓊花を見るために大運河を開削し揚州へ

と行幸するが、宇文化及・宇文成都に弑され、李世民・李元覇

兄弟がこれを誅し、その父の李淵が唐の太祖として即位するま

でを扱っている。小説『説唐』第三十二回から第三十五回を本

事とし、各地の梆子腔系演劇でも行われている演目であり、碗

碗腔皮影戯の台本は内容が陝西省の秦腔や河南省の豫劇のもの

と近い。隋唐の物語には様々なバリエーションがあり、その継

承・影響関係も複雑に交錯しているが、本テキストは小説、人

戯および偶戯の比較研究を行う上で重要な資料であるといえよ

う。

前号に掲載した遼南皮影戯の『唐英烈』と比較すると、書写

形態が大きく異なることがわかる。現地調査の際、華県碗碗腔

皮影戯でも台本を手元に置いて上演を行っていることが観察さ

れたが、冀東系皮影戯とは異なり稀に参照するといった程度で、

上演者は基本的には内容を覚えているように見受けられた。ま

た、末葉には各人物に用いる影人の指定があり、全体的に備忘

のための覚書といった性格が強い。このことも書写形態の相違

を産んだ要因の一つであろう。

＊	 本稿は、日本学術振興会科学

研究費・基盤研究Ｂ「近現代

華北地域における伝統芸能文

化の総合的研究」（2005 年度、

課題番号：17320059、研究代

表者：氷上正）による成果の

一部である。
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中文提要

論革命現代京劇的英雄人物塑造

　　― “京舞體三結合” 和樣板戲的表演技巧	 平林　宣和

怎樣塑造無產階級英雄人物的形象，是革命現代京劇一直追求的最重要的任務之一。本文

主要探討當時的所謂“京舞體三結合”給京劇的表演技巧所帶來的影響，以分析革命現代京劇

英雄人物的塑造結構和因素。

車王府曲本所收皮影戲考―以與北京東西兩派的關係為中心	 山下　一夫

本文探討各種車王府曲本版本的形成以及其收錄北京皮影戲劇本的情況，闡明北京孔德學

校第一批購買資料為冀東皮影，即北京東派劇本； 第二批購買資料則為近似北京西派劇目。

宋代影戲之特徵	 千田　大介

本文探討宋代史料中所見的有關影戲的記載，闡明其劇本、音樂、美術以及受眾等方面的

特徵，並提供研究近代戲曲史的新觀點。

2005 年武當山諸宮觀調查報告	 二階堂　善弘

此報告簡介武當山諸宮觀，包括南岩宮、紫霄宮、朝天宮、金殿、太和宮、太子坡、磨針

井等。

陝西省南部安康市人口變動簡介—明至民國時期為中心— 戶部 健

本文介紹明至民國時期陝西省安康市人口變動以及其與外來移民之關係，提供陝南地區文

化研究的基礎與學術參考。
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2004 年 5 月 15 日

第 48 回例会

ところ：早稲田大学西早稲田キャンパス 3号館平

林研究室

21 世紀 COE 演劇研究センター定例研究会（開催協力）

ところ：早稲田大学西早稲田キャンパス 6号館レ

クチャールーム

内容：「身体技法の習得過程から見た俳優教育

―秦腔演劇学校の事例報告を中心に」

（清水拓野）

2004 年 6 月 27 日

関東支部集会（演劇博物館ＣＯＥ国内研究集会と共催）

ところ：早稲田大学西早稲田キャンパス 3号館第

二会議室

内容：

　第一部：日本演劇学会春季大会アジア部門研究

発表合評会（本会会員田村容子の発表「清

末民初の上海における坤劇―『申報』劇

評に見る変遷」に対する合評）

　第二部：北京文明戯シンポジウム帰朝報告会

2004 年 8 月 3 日

第 49 回例会

ところ：関西大学文学部二階堂研究室

内容：「滬劇研究史の再検討」（三須祐介）

2004 年 8 月 5 日

関西支部江南プロジェクト研究会

ところ：関西学院大学藤野研究室

内容：周良材氏へのインタビュー内容検討等

2004 年 8 ～ 9 月

夏期現地調査

　　2004 年 8 月 16 日～ 25 日

内容：上海図書館本館、同龍陽路分館、上海市文

化芸術檔案館調査

中国都市芸能研究会 2004 年度活動記録

参加者：藤野、三須

　　2004 年 8 月 25 日～ 30 日、9月 3日～ 7日

内容：周良材氏への聞き取り調査および上海松江

地域調査等

参加者：藤野、三須

　　2004 年 8 月 22 日～ 30 日

内容：山西・陝西皮影戯調査および宗教施設調査

参加者：氷上、千田、山下、二階堂

2004 年 9 月 1 日

第 50 回例会記念大会

ところ：北京大学中文系古代文学教研室

内容：「『燕影劇』の編集をめぐって」（山下一夫）、

「革命現代京劇における英雄人物の形象と

身体」（平林宣和）、「陝西皮影戯研究の視

点」（千田大介）

2005 年 2 ～ 3 月

春期現地調査

　　2005 年 2 月 22 日～ 3月 3日

内容：山西・陝西皮影戯調査

参加者：千田、山下

　　2005 年 2 月 25 日～ 3月 3日

内容：上海図書館本館調査等

参加者：藤野

2005 年 3 月 12 日

関東支部集会（演劇博物館ＣＯＥ国内研究集会と共催）

ところ：早稲田大学西早稲田キャンパス 6号館レ

クチャールーム

内容（本会会員分）：「中華民国北京政府の社会教

育機関による演劇改良活動について」（戸

部健）、「滬劇研究の現状について」（三須

祐介）、「画像資料から見る中国伝統演劇近

代化のプロセス―二十世紀における身

体・演技・扮装の歴史―」（李墨）、「陝

西皮影戯研究とその課題」（山下一夫）
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