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[1]	 この座談会は 1942 年 7 月
に開かれ、『戯劇春秋』第２
巻第４期（1942 年 10 月）に収
録されている。なお、この日
ほとんど発言をしなかった柳
亜子は「雑談歴史劇」という
短い文章を同誌の同じ号に寄
せ、ほぼ同じことを述べてい
る。阿英と史料の検討をした
劇は『海国英雄』で、柳亜子
は『懐旧集』（1946 年耕耘出版
社）所収の「懐念阿英先生」
でもこの劇のことに触れてい
る。

柳亜子と『春航集』

藤野　真子

1．『春航集』出版の背景

柳亜子（1887 － 1958）の文芸活動において、演劇に深く関

わったのは 20世紀初頭のごく短い時期に限られている。最も

よく言及されるのは革命的気概に満ちあふれた『二十世紀大舞

台』「発刊詞」（1904）であり、多くの戯曲史で中国演劇史上重

要なトピックスとして扱われている。しかし、これは柳亜子が

継続的に演劇と関わってきた結果生み出されたのではなく、時

代の潮流に乗じたプロパガンダ的言説と見なされるべきもので

ある。一方で、柳亜子にはこうしたプロパガンダ的言説の対極

とも言うべき、ある俳優に陶酔した結果生まれた大部の編著

が残されている。初期上海京劇の名旦である馮子和をフィー

チャーした『春航集』上下冊である。

後日柳亜子自身は、桂林において田漢や欧陽予倩らの主宰す

る歴史劇に関する座談会に参加した際、その席上で「私は演劇

については全くの素人で、過去に阿英と史料についての討論を

したことはあるが、歴史についてもまた特に深く研究している

わけではない」[1]と謙虚に語った。しかし、『春航集』出版に

前後する時期の文章を目の前にすると、柳亜子がこうした「演

劇の素人」としての自覚を持っていたとは考えづらい。

この点を鋭く攻撃したのが、おそらく同時代の上海で最も伝

統演劇に対する造詣が深く、且つ厳格な批評眼の保持を自負し

ていた劇評家の馮叔鸞である。彼の柳亜子に対する批判につい

てはこれまで拙論でも度々言及してきたが、あらためて『嘯虹

軒劇談』（1914 年中華図書館）に収録された、その名も「告柳亜
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子」という長文の一部を挙げてみたい。

（柳亜子が）芝居を語り党派をうち立てるのに至っては、

ぬけぬけとえらそうなことを言っているが、ほとんど天

人が大言壮語するようなものである。亜子はややもすれ

ば『春航集』を彼方まで光を放つものだと誇るが、試し

に尋ねよう、馮子和がかつてその名を上海中に馳せ、み

なが傾倒したとき、誰が亜子の名など知っていただろ

うか、と。いま、『春航集』は世に出たが、馮子和の容

貌・演技に対する名声は逆に昔ほどのことはなくなって

いる。上品にあざ笑って、春航（馮子和）を辱めている

ようなものだ。亜子は自らを反省せず、なおしきりに不

平を述べ他人を戒めることに励んでいる。ああ、なんと

厚顔なことであろうか。

　

全体に感情的な文章であるが、その言わんとすることを総括

すると、演劇（伝統劇）の知識を十分に持ち合わせない人間が

さも訳知り顔で演劇論をぶち、すでに落ち目の俳優を大々的に

持ちあげるのみならず、演劇論の専門家たる自身に対して挑戦

的な態度を取るのは怪しからんということに尽きる。実際、二

人の間には激しい応酬があったとされるが、演劇に対する元々

のスタンスに大きなずれがある以上、両者の議論は建設的たり

得なかったことであろう。

馮叔鸞は中国の伝統演劇界に今日的な批評の概念を最も早く

持ち込んだ一人であり、柳亜子に厳しい視線を投げかけるのも

やむを得ない。しかし、馮叔鸞ほどの演劇的素養をもって劇評

を発表していた人間はむしろ少なく、大多数の人々は彼が批

判したように「自身の単純な好悪の念に基づき」その目で観た

舞台を思うままに記していた。何をもって「批評」と言うのか、

未だ社会的コンセンサスが得られていなかったこの時代にあっ
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て、今日的には正当であるかもしれない馮叔鸞の主張は、大方

の賛同を得るには至らなかったのではないだろうか。柳亜子も

いかに馮叔鸞に批判されようと、『春航集』を世に問うた時点

では、馮子和を熱狂的に賛美する自身の言説に何ら疑問を抱い

ていなかったに違いない。

これまで筆者は馮子和に関する論考を著すにあたり、同時代

の情報源としてこの『春航集』に多くを負っている。1910 年

代の上海においては、文芸雑誌の創刊、大新聞の娯楽欄におけ

る劇評（劇談、劇話）の登場と、演劇をリアルタイムで記録・批

評する場は次第に確立されつつあったが、伝統劇に関する単著

の出版はテキスト集（唱本、戯考）を含め、まだ少ない。まして

や一人の俳優について、これだけの紙幅を割いて記述した著作

は見かけない [2]。加えて、馮叔鸞のような批評を生業とする

人物をはじめ、多くの京劇愛好者が北方の俳優を重視したのと

は異なり、はじめから京劇の「正統性」「規範性」へのこだわ

りを持たない柳亜子の手により、上海京劇の一時代が切り取ら

れ提示された意義は大きい。加えて、北方の四大名旦が隆盛期

を迎える前夜であるこの時期、とりわけ梅蘭芳に先んじて、同

じ旦である馮子和をメインで取り扱ったことは注目に値する。

かつて筆者は 1999 年発表の「柳亜子と演劇」（『季刊中国』

第 58号）第二章において、『春航集』の存在意義について触れ、

柳亜子が演劇の素人であるゆえに該書の演劇改革における実効

性は認めがたいものの、同時代の記録としては一定の価値を持

ち、且つ一般読者向けの著作として「芸術と出版メディア、そ

して観客との有効な連携関係を作り上げた」と評した。この基

本的スタンスについては現在も変化はない。また上記論文で繰

り返し述べたが、柳亜子は馮子和という俳優と出会い、その舞

台表現が文学者としての審美眼に叶ったからこそ演劇と深い縁

を結ぶに至ったのである。ゆえに、『春航集』は馮叔鸞の批判

をまたずとも、近代的演劇学の視点に立って見れば厳密な学問

[2]	 後述するが、こうした一人の
人物をクローズアップした出
版物は、後年演劇雑誌の発展
に伴い登場した、「特刊」「専
刊」など俳優の特集号の先駆
け的存在と見なすこともでき
よう。
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的裏付けに乏しく、馮子和の舞台に関する感想や彼に着想を得

た作品を集めた柳亜子のプライベート文集としての印象が表面

に強く出ていることは否めない。

上海近代演劇史においては主要な刊行物として必ずその名が

挙がる『春航集』であるが、厳密にその内容を吟味した論考は

ほとんど見あたらない。また筆者自身もこれまでの論考にお

いては、批評が本来備えるべき厳密性を重んじ考察したため、

『春航集』の役割をややネガティブに捉えてきた。

今回、本論ではあえて『春航集』における批評性の有無を明

確には問わず、伝統演劇の発展過程で生まれた出版物の一スタ

イルとしてあらためて分析を加える。以下、構成紹介など旧論

と重複する部分もあるが、紙幅の関係で簡略化した部分も含め、

『春航集』の具体的内容を再度分析することを通じて該書に如

何なる評価を与えうるか検討するものであり、旧論の一部を発

展させたものとして了解されたい。

2．『春航集』の構成とその内容

『春航集』は民国２年（1913 年）7 月、上海広益書局から刊

行された。出版に至る背景については、同書「雑纂」に収録さ

れている胡寄塵の「春航集紀事一」（54頁、『中華民報』[3]原載）

という一文で、以下のように述べられている [4]。

①清末に馮子和を知った柳亜子は次第に彼に傾倒する。民

国に入って『民声報』（『民声日報』、黎元洪創刊、1912 年 2

月～？）の文芸欄を担当した柳亜子は、馮子和を賞賛す

る詩文を次々と発表する。

②『民声報』を去った柳亜子は『太平洋報』（宋教仁創刊、

1912 年 4月 1日～ 10月 18 日）に活躍の場を移し、南社の

同人らとともに多くの文章を発表する。

③同年（1912 年）秋に故郷の黎里に戻った柳亜子の仕事は

[3]	 発行期間は 1912 年 7 月 20
日～ 1913 年末。

[4]	 なお、胡寄塵自身は「亜子に
よる『春航集』刊行の始末は、
他の人がうかがい知ることも
なかろうと思うが、私は一、
二知っているので、その都度
それを記し、演劇界の史料と
するのみならず、『春航集』
を読む人の助けになるならば、
と思っている」旨述べている。
ここから、『春航集』が演劇
関係者のみならず一般向けに
読まれることを胡が想定して
いたことが伺える。また、文
章半ばで自身も普段から演劇
には馴染みがない人間である
ことを告白している。
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胡寄塵が引き継ぐが、姚鵷雛らによる馮子和批判の文章

を掲載した新聞を見ると怒り、逆に賞賛する文章を見る

と喜んだ。また日々、友人たちに馮子和に関する書信を

書き投函していた。

④当時柳亜子に同調していた南社の同人は、林百挙、陳布

雷、兪剣華、姚鳳石、龐檗子、葉楚傖、朱屏子、沈道非

など非常に多かった。

⑤葉楚傖が『民立報』（社長は于右仁、1910 年 10 月 11 日～

1913 年 9月 4日）に、管義華が『中華民報』に入って馮

子和支持の論陣を張るようになってから「馮党・賈党」

（「賈」は賈璧雲）という語が使われるようになった。『民

国新聞』（呂志伊創刊、1912 年 7月 25日～ 1913 年 9月）の

兪剣華も馮子和支持を掲げた。

⑥『春航集』の祖型にあたるものとして姚鳳石と柳亜子が

小冊子の刊行を計画していたが、『璧雲集』[5]出版を知

り、刊行を決定した。1913 年初夏に上海に出てきた柳

亜子は胡に原稿を渡すと、同人らとともに馮子和の寓居

を訪問、馮から写真二十枚余りを贈られる。柳亜子に

とっては馮子和に傾倒して 10年、初めての邂逅であっ

た。

　

なお胡寄塵自身はこの文の最後で、自分は馮子和に関する

「詩詞」は著さなかったが、『太平洋報』在籍時に書いた「批

評」数本を『春航集』に収録したと述べている。

以上、馮子和に関する出版物の刊行は元々予定されていたも

のの、ライバルの花旦・賈璧雲をフィーチャーした『璧雲集』

出版情報に危機感を覚えた柳亜子は、『春航集』の出版を早め

たのではないかと推定される。また、『春航集』の奥付には柳

亜子「編」、胡寄塵「校訂」と書かれているが、上記⑥を鑑み

るに、『春航集』の祖型は柳亜子によって構想されており、初

[5]	 実際の発刊については確認さ
れていない。
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夏に上海で原稿を渡された胡寄塵がそれを整理したのであろう。

一方、当時すでに雑誌や単行本の見返しへの写真掲載はよく行

われており、特に馮子和を視覚的側面からも賞賛した柳亜子に

とって、写真の掲載は言わずもがなであったことは想像に難く

ない。

続いて『春航集』各章について、それぞれ内容を分析してい

く。全体は「文壇」、「詩苑」、「詞林」、「劇史」、「劇評」、「雑

纂」、「附録」、「補遺」の 8章で構成されており、通しではな

く各章ごとに 1から頁が付されている。また一部異なる系統

の人物も含まれるものの、執筆者の多くは南社の同人である。

もっとも以下述べるように、その発言は意外にバラエティに富

んでいる。

「文壇」

全 25篇。柳亜子および南社の同人による書簡集である。一

部「亜東戯迷」のような部外者と思われる人物の書簡も含まれ

る。一部往復書簡も見られるが、多くは単体で掲載されている。

また、2、3通連続して書かれているケースもある。

古くから中国において「書簡」は単なる私信ではなく、著名

な政治家や文人の場合は後年個人文集に収録されるなどして第

三者の目にも触れる可能性があり、言わば文芸ジャンルの一つ

であった。「文壇」という題が付されていることからも明らか

だが、『春航集』における書簡もまた「読まれる」ことが想定

された文体および内容となっている。日付が記されていないた

め、掲載内容は必ずしも時間軸に沿っているとは限らないが、

陳布雷「与柳亜子書」（11頁）に『太平洋報』文芸欄主編を胡

寄塵が代行していることが明記され、馮子和の舞台消息をわざ

わざ柳亜子に知らせる内容も散見されることから、1912 年秋

に柳亜子が黎里へ帰ってからの書簡が中心ではないかと推測さ

れる。

柳亜子に宛てられた書簡から見いだせる各人のスタンスだが、
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基本的に柳亜子の馮子和賞賛に追随する者が多い。例えば兪剣

華「与柳亜子書」（4頁）は長文の書簡であるが、馮子和主演の

新編悲劇『血涙碑』について、「鉄石の如き心の持ち主でも必

ずや感じ入る」と述べ、その悲痛なさまを屈原の「離騒」にな

ぞらえている。一方で、この章には馮子和に対して積極的な評

価を与えなかった、あるいは他の俳優を評価したという理由で

柳亜子の不興を買った雷鉄厓や姚鵷雛による書簡も収録されて

いる。特に後者は賈璧雲に与したと見なされたようだが、本人

自身は中立でいずれにも与しないと弁解している（姚鵷雛「与柳

亜子書　其二」19 頁）。また当人以外の人々は、柳亜子宛の書簡

で彼らを批判したり（兪剣華「与柳亜子書　其三」7頁）、逆に弁護

したり（姜可生「与柳亜子書　其三」17頁）している。他方、柳亜

子自身は批判や忠告めいた書簡を受け取っても、馮子和への賞

賛の念はいささかも揺がなかったことが彼自身による多くの書

簡から見て取れる。

この章ではイレギュラーな存在として、おそらく南社関係

者ではない [6]「亜東戯迷」を名乗る書き手による二通の書簡

が挙げられる。片方は管義華に宛てられたもの（「与菅義華書」

20頁）で、冒頭にて馮賈いずれにも与せずとして中立な立場を

宣言しつつも、『図画日報』に掲載された「天酔」なる人物の

賈璧雲賞賛と馮子和批判に対し、直截な表現で反対意見を述べ

ている。もう一通は、伝統劇と新劇双方に通じ、劇評家とし

て定評のあった鄭正秋 [7]に宛てたものであるが（「与鄭正秋書」

22頁）、これは鄭が『図画日報』の編集に関わっていたがゆえ

にその見解を質したもので、内容的には「与管義華書」と大枠

で重なるものである。ちなみに管義華は上記⑤で述べたよう

に、馮子和を強く支持する人物の一人であった [8]。さらにこ

の章には、管義華宛てに「梁軒」と署名された書簡（「与管義華

書」24頁）が掲載されているが、この人物は「視野を幅広く持

ち、南北の花旦を統べて観た」結果、悲劇を善くする馮子和が

[6]	 平易な文体で書かれているが、
非関係者を装った南社同人で
ある可能性もある。待考。

[7]	 鄭正秋は 1910 年に『民立
報』で「麗麗所戯言」を連載、
その後も「麗麗所」の名で多
くの連載を持った。

[8]	 拙論「民国初期上海におけ
る伝統劇評」（『野草』65 号、
2000 年 2 月）でも紹介したが、
同時代の劇評家何海鳴は『民
権素』第一集（1914 年 4 月）

掲載の「求幸福斎劇談」冒頭
において、各新聞劇評の書き
手の中でも「『中華民報』の
義華が確かな見解を持ってい
る」と真っ先にその名を挙げ
ている。
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最も優れると述べている。

「詩苑」、「詞林」

「詩苑」（全 74篇）[9]「詞林」（全 13篇）は前者が七言詩、後

者が長短句からなるが、いずれも柳亜子と南社同人らの手にな

る韻文作品であり、柳亜子、ないしは同人同士の唱和や連句の

形態を取るものもある。多くは馮子和の演技や劇の一場面をモ

チーフにしたり、演技や扮装にインスピレーションを得るなど

して、舞台とは直接関係のない内容を描いたりした作品である。

言うまでもなく、これらの韻文を厳密な意味での記録と見な

すことはできない。もっとも、従来から繰り返し述べてきたよ

うに、こうした文章に全くデータとしての価値がないわけでは

なく、中には具体的な演目名や上演場所、日時が記載されたも

のもある。例えば、「詩苑」冒頭の「呉門観劇贈春航」（柳亜子、

1頁）のように、題名に場所や演目のみ記されていることもあ

る。この場合史料性は低いが、馮子和が上海以外の場所で上演

した事実を探る手がかりぐらいにはなろう。また、「詩苑」「詞

林」ともに韻文作品本体ではなく、副題や解題、場合によって

は本文中に付された割り注部分に俳優や作品の背景、あるいは

書き手の状況に関する情報が記されているケースがある。

一例を挙げると、林一厂（百挙）「観春航演児女英児伝新

劇賦贈」（「詩苑」8頁）では、解題にこの詩を書くに至った背

景 [10]が述べられた後、四首連作の七言詩が掲載されているが、

各首の最後にそれぞれ「初出遇安龍媒遇難時」「入能仁寺撃殺

衆僧時」「入寺地室救張金鳳烈女引其父女相見時」「在寺為安龍

媒与張金鳳指婚時」といった形で、当該の劇におけるどの場面

をモチーフにしたのかが簡単に注記されている。肝心の韻文本

体については、例えば三首目は「紅氍毹忽変修羅、誰向幽宮出

素娥……」といったもので、ある程度演技に沿った描写がなさ

れているものの、基本的には抽象化された表現に終始しており、

批評はおろか、場面の復元のみを目的としても情報量が十分だ

[9]	 連作も含め、一つの題が付さ
れたものを1篇と数えている。

[10]	「普段は劇場へは行かないが、
社友に勧められ馮子和の舞台
を見に行った」というものだ
が、このように柳亜子の周囲
には元来演劇を嗜まない者も
多かった。
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とはいえない。なお、この林一厂には他にも「観春航演陰陽

界悲劇」（「詩苑」9頁）、「杜十娘曲」（同 12 頁）など、具体的な

演目名を挙げた作品があり、後者は感動のあまり 4回も観に

行ったことが解題で述べられている。

また興味深いのは石篁の「春航詞」（「詩苑」28 頁）で、解題

には『春航集』の出版を知り、当該の詩を書いたのだが収録し

て貰えるだろうかという旨のことが書かれている。やはり詩句

自体には別段採るべき情報はないが、長段の詩ながら詩句の末

尾に一つ一つ長短の解説が付いており [11]、内容も多岐に渡っ

ている。例えば「睡破眉山不更描」という句には「春航の化粧

は薄く淡く施されていて自然で美しいもので、他の者が厚塗り

しているのに比べれば天と地ほどの差がある」という注記がな

されている。この詩にはさらに、馮子和の舞台歴、大トリの俳

優は最後に名前が挙げられるといった演劇界の決まり [12]、さ

らには「女性に指輪を贈られたが断った」といったゴシップめ

いたエピソードまで注記されている。

その他、概して韻文本体は表現的に装飾が施されてはいるも

のの、中には馮子和の演技全般における美点、扮装の具体的様

相、劇の見どころを把握する一助と見なしうる作品もある。

もっとも柳亜子や南社の同人たちは、馮子和の美貌のみを賞

賛したわけではない。『二十世紀大舞台』「発刊詞」における発

言スタンスの流れを汲み、『春航集』においても馮子和の演じ

る新作劇の内容や扮する人物の思想性、および同時代的意義に

ついて、目配りがなされた文章も散見される。

新作劇、しかも時装劇を得意とした馮子和の演技が、おそら

く旧来からの花旦や青衣像の枠を超えていたことは各種記事か

らも明らかだが [13]、柳亜子はこれをよしとしない一群の人々

とおのずと対峙する立場をあえて選んだのだとも言えよう。

「劇史」

この章は馮子和の代表作である悲劇『血涙碑』の、柳亜子に

[11]	 本人が付けたものか校訂者に
よるものか不詳、待考。

[12]	 こうした自明のことにまで
注釈が付いている点からも、
『春航集』の読み手として非
演劇愛好者を想定していた可
能性を見いだせる。

[13]	 拙論「海上名旦――馮子和論
序説」（神戸大学中文学会『未名』
24号、2006 年 3月）参照。
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よる詳細なストーリー紹介 [14]のみで構成されている。『血涙

碑』の脚本は残っていないため、当該の劇について唯一詳細

に描き残した文章と見なしてもよいだろう [15]。同時代にもス

トーリーの概略を記した著作はいくつかあるが、書き手の主観

に基づいてダイジェストが行われるため、肝要な部分が削除

されている可能性も否めない。しかし柳亜子はこの文章におい

て、一日２本という上演スタイルに基づいて相当詳細に場面を

復元しており、加えて重要な科白も一部収録されている。この

手の文章としては、最も詳細な記録がなされた例だと言ってよ

い。なお、他の章にも『血涙碑』の各場面に関する断片的な記

事が記載されている。

「劇評」

『春航集』において最もボリュームがあり、且つ馮子和の舞

台に関する具体的な内容が記されている章である。散文体で書

かれているため表現上不要な装飾は少なく、直截な言葉遣いに

終始している一方、名称こそ「劇評」となっているものの内容

的には「批評」というよりはむしろ「記録」としての性質が強

い [16]。この章は大きく 4つの部分（4名の執筆者）に分けられ、

いずれも新聞等に連載した文章を採録したものと考えられる。

惜しむらくは他の章同様、『春航集』掲載にあたって記事掲載

の日付がほとんど書かれていないことであり、掲載紙原本が残

存していれば確認のしようもあるが、散佚している場合は『春

航集』が唯一のテキストとなる。

まずこの章の半分を占めるのが柳亜子による「簫心剣態楼顧

曲譚」という題の劇評だが、これに関しては本人による同名の

劇評が『民声日報』に掲載されており、それを採録したもの

であろう。柳亜子本人の見解のみならず、友人知人の見解（書

簡や詩詞を含む）を紹介している文章も見られる。書き出しは

『血涙碑』の再演に関する記事で、馮子和がこの劇を上演した

歴代の舞台名が順に挙げられている。『血涙碑』の詳細は「劇

[14]	 拙論「馮子和と『血涙碑』」
（関西学院大学言語文化研究セ

ンター『言語と文化』第 12 号、

2009 年 2月掲載予定）参照。
[15]	 同上

[16]	 拙論「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 年 2月）参照。
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史」で語り尽くされているが、再演状況をトレースすること

で、その間の改編整理の様相を知ることもできよう [17]。一方

で、各演目の場面が断片的に紹介されていることもあり、ここ

から舞台の様子をある程度伺い知ることができる。再び『血涙

碑』を例にとると、「深夜作書」という場面での科白としぐさ、

「琴歌」「寄宿」での歌（「葉楚傖之馮春航談」2頁 [18]）、‘Meet	me	

by	moonlight’ という歌詞を含む西洋の歌を唱う場面があるこ	

と（「蘇曼殊之馮春航談」2頁）[19]、「公堂桚指」「法過繯首」「旅舎

鞭笞」「嘔血絶命」（以上 2頁）といった各場面の名称 [20]、最終

場面で主人公二人が死んだのち復活する場面における科白 [21]

（4頁）など、細切れながら当該作品に対する情報が提供され

ている。この劇は何度か再演されており、その折にもまたあ

らためて劇評が書かれている（「馮春航重演血涙碑」14頁、「千呼万

喚之血涙碑」25頁）。他方、柳亜子はこの「劇評」において、自

身と馮子和の関わりを初めて舞台を観た時から時間軸に沿っ

て紹介しているが（5～ 8頁）[22]、ここに記された馮子和の所

属劇場・上演演目・共演者の名前などは、『申報』をはじめと

する新聞広告がもたらす情報の補助的役割を果たすものであ

る。同時に、この文章には馮子和の舞台内外でのエピソードな

ど、俳優個人の伝として興味深い記述も見られる。さらに最も

有用なデータとして上演演目ごとの記事が挙げられる。この章

においては『血涙碑』をはじめ、『百宝箱』（8頁、21 頁）、『梅

龍鎮』（8頁、17 頁）、『玫瑰花』（11 頁）、『児女英雄伝』（12 頁）、

『貞女血』（16 頁、『刑律改良』の別名）、『花田錯』（17 頁）、『花

魁女』（18頁）、『沈香牀』（18頁、馮子和主演ではない）、『誘妻還

妻』（19頁）、『烏龍院』（20頁）、『江寧血』（20頁）、『恨海』（21

頁）、『宦海潮』（22頁）、『機房教子』（22頁）、『陰陽河』（23頁）、

『義妖伝』[23]（23頁）、『樊梨花』（24頁）、『黒籍冤魂』（24頁）

まで、伝統演目・新作劇を問わず 20もの演目への言及がなさ

れている。多くは「いつ誰と観た」ということのみ記された文

[17]	「馮子和と『血涙碑』」参照。
[18]	 このように他の人物の名前が

冠されている場合、伝聞であ
るケースと文字に書かれてい
るケースと両方が想定される
が、明確な線引きは困難であ
る。

[22]	「余之馮春航観」と題された
部分には、1906 年に丹桂茶
園で『百宝箱』『刑律改良』
の上演を観たのが最初である
と記されている。

[23]	 内容を鑑みるに、『白蛇伝』
の別称、またはリメイク作と
思われる。

[19]	 蘇曼殊は『血涙碑』を観て、
以前より進歩している旨述べ
たという。

[20]	 例えば伝統演目『四郎探母』
の「坐宮」のように場面に名
称があり、折子戯上演される
際には演目の代替となるよう
な性質のものだったか否かは
不詳。

[21]	「馮子和と『血涙碑』」参照。
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章だが、『玫瑰花』では原作と簡単なストーリー、『児女英雄

伝』では頭本～第 8本まで 2本ずつに分けた上での各場面の

紹介、『貞女血』では舞台での呉方言使用の事実、『誘妻還妻』

『宦海潮』では比較的詳細なストーリー、『江寧血』では「新

名詞」の多用と共演者の演技など、演劇史的に重要な記載も見

られる。この中には馮子和の演劇界からの退場とともに演じら

れなくなり、こんにちでは忘れ去られた演目も含まれる。

さて、馮叔鸞に「演劇の素人」と揶揄された柳亜子だが、

『血涙碑』で馮子和扮するヒロイン梁玉珍が実の姉に虐待され

る場面でその悪辣さに真剣に怒りを覚えたことなど（3頁）、完

全に舞台世界に引き込まれたコメントを手を加えずにそのまま

書き出すなどしており、確かにこういった態度から客観的な批

評眼を見出すことは難しい。また、舞台に関する言及対象は視

覚的要素に偏っており、伝統劇に一家言持つ劇評家であれば必

ず言及するはずの音律や曲調に関する記載が一切なく、あった

としても非常に感覚的なレベルにとどまっている。

しかし視点を変えてみれば、演じる側にとって柳亜子のよう

な人物こそ理想的な観客でありファンである。馮子和が活躍し

た上海京劇界は、その大胆な革新性と、時に無節操ともいえる

作劇や演出により、もとより京劇愛好者を自認する人々からは

おおむね非難されてきたが、一方でその人気を支えたのは、舞

台を観て純粋に喜怒哀楽の念を表現するような大勢の「一般の

ファン」であった。後に彼らは柳亜子と同じように「私は演劇

の専門家ではないが……」と断って、舞台に関する見解を自由

に述べるようになる [24]。柳亜子の演劇に対するまなざしや振

る舞いは、まさにこれら「一般のファン」による文章の先駆け

といえるものだが、これについては後述する。

以下、胡寄塵の「太平洋文芸批評」（『太平洋報』原載）、之子

（南社同人の葉楚傖）「横七豎八之戯話」（『民立報』原載）、定仙 [25]

「梨園羼抹」（部分。掲載紙不明）が収録されている。

[24]	 拙論「周信芳と ‘ 劇評家 ’」
（中国文芸研究会『野草』82 号、

2008 年 8月）参照。

[25]	 本名待考。
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『春航集』の校訂者である胡寄塵の「太平洋文芸批評」で

は、まず柳亜子の馮子和への傾倒ぶりに対して批判的な姚鵷雛

の言（1頁、「鵷雛之馮春航観」）が冒頭に掲載されているが、これ

こそが「柳亜子の不興を買った」文章であろう。さほど強い調

子での批判ではないが、柳亜子の盲目的ともいえる馮子和賞賛

をたしなめると同時に、馮子和自身に対しても幾分ネガティブ

な評価を与えたものである。胡寄塵によると、柳亜子は「この

稿を退けて採らなかった」が、胡自身は賞賛と批判とを併記す

ることで自ずと「真相が現れる」（31頁）と考え、これを掲載

した。以下、柳亜子と胡寄塵、姚鵷雛との間の書簡が掲載され

るが、これを読む限り、柳亜子は外部のみならず、身内にまで

自分の馮子和支持に疑念を呈する者がいたことに憤慨している。

また高天梅（旭）、何競南、金蘭畦ら他の文人たちの「馮春航

観」、およびお互いをめぐるやりとりが掲載されるが、時折挟

みこまれる胡寄塵の文章が仲裁者の立場を採っているのが興味

深い。実は胡寄塵が述べているように、彼自身の文章をはじめ

こうした異なるスタンスの文章を収録したことにより、『春航

集』は馮子和賞賛一辺倒の翼賛的書籍となることを逃れたのだ

ともいえる。もっとも「文芸批評」という題ではあるものの、

賞賛意見はもちろんのこと、批判的意見もまた具体的見解に乏

しく、「批評」ということばが「対象を取り上げて語る」とい

う段階であったことが見て取れよう。

三つ目の「横七竪八之戯話」は署名之子（葉楚傖）、『民立

報』に掲載された劇評である。『民立報』には宋教仁らそうそ

うたるメンバーが編集や執筆に名を連ねており、同時代のもの

の中では現在でも比較的よく見ることのできる新聞である。ま

た全体を通読すると、「横七竪八之戯話」の文章は時間軸に

沿って並べられているようである。次にこの書き手のスタンス

であるが、書き出し（43頁）を見る限り、「騎牆」、つまり当初

はどっちつかずの態度で、南社内での馮子和をめぐる論争の傍
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観を決め込んでいたものの、「馮春航を弁護」する者から支持

者の列に加わるよう要求する書簡を受け取り（43頁）、これに

同意することとなる。この之子の態度については、『民立報』

のこの欄が衆目に触れるものだったこともあり、柳亜子や他

の同人に度々本意を確認されていたようである（44頁、46 頁）。

さて、この「横七竪八之戯話」は、他と異なり馮子和以外の俳

優、ことライバルの賈璧雲に関する記事が多い。例を挙げると、

大舞台における賈璧雲の演技と声質の劣化（48頁）、得意演目

と演技の変質（48頁）、『蝴蝶夢』を演じた時のハプニング（51

頁）、チャリティー上演における様子（52 頁）などの記述が見

られる。賈璧雲に対する視線は総じてネガティブだが、馮子和

の熱狂的支持者のように些細なことをあげつらい、激しく攻撃

するといった態度ではない。また馮子和自身については早期の

『百宝箱』観劇（46 頁）、南下してからの消息（50 頁）などが

挙げられるが、これも浮き足だった言辞に飾られたものではな

い。他には、紅楼夢劇に関するコメント（50頁）や、馮子和や

賈璧雲をはじめ南北の名優を古今の名人になぞらえて評した文

章も見られる（49頁）。また絶対数は少ないが、目睹した舞台

について、俳優の演技、場面、科白など比較的具体的に記述し

た文章も見られ、「劇評」としての初歩的な要素を備えている

ものと見ることもできる。ただ、これらの記述内容をあらため

て総覧すると、やはり之子は「騎牆」のままであり続けたよう

である。

最後の「梨園羼抹」は部分採録である旨小題に断り書きが付

されている [26]。全体の調子からして、書き手の定仙はおそら

く南社とは無関係、ないしは柳亜子とさほど親しい人物ではな

いものと思われる。一つのパラグラフは比較的長く、本人も

「私は篤く芝居を嗜むものである」（56頁）と述べているよう

に、南社の同人たちよりは演劇に関する造詣が深く、演劇を語

る「ことば」を備えた人物であることが容易に推測できる。馮

[26]	 言うまでもないが、馮子和に
関連する部分を集めたもので
あろう。
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子和のみを特別視する人々には批判的であり（53頁）、基本的

には馮・賈のいずれにも与しない（55頁）と述べているが、毛

韻珂や賈璧雲など他の旦と並べて各々の特徴を比較し、演目

をタイプ別に挙げて各自の得手不得手を示した上で（54頁、59

頁、63 頁）、総合的に馮子和に高い評価を与えている（むしろ賈

璧雲に対しては若干ネガティブな視線を見出しうる）。中には、馮子和

は「（その）精神は新旧を炉で一つにするところにあり」、賈璧

雲が旧人の型を守り変えない点とは異なると述べているもの

もある（54頁）。一方、定仙は俳優百人を五等にランク分けし

（56頁）、馮子和を譚鑫培、夏月珊らとともに「芸、徳ともに

備わった」一等７名の中に組み入れている [27]。ちなみに賈璧

雲、毛韻珂、そして梅蘭芳など同時代の他の名旦は二等とされ

た。また、この「梨園羼抹」には馮子和の『血涙碑』のみなら

ず、他の俳優による当該の劇のバリエーションに関する言及も

あり、共演者の名前や演技の水準が具体的に記されている（58

頁）。他に馮子和主演の『鄧憶南』について、上演場所、共演

者、ストーリーと人物の背景などが比較的詳細に紹介されてい

る。当該の劇に言及した言説はあまり見られず、且つ 4頁ほ

どを割いた長文であることを併せて考えると、貴重な記事であ

るといえる。

「雑纂」[28]

全 33篇。他の新聞雑誌に掲載された馮子和やその上演演目

に関する文章を収録したもので、「劇評」とともに『春航集』

において最も資料としての価値が高い章である。書き手には南

社の同人・非同人の双方が含まれ、「劇評」が特定の出版物に

一定期間連載されたものであるのとは異なり、長短の単発記事

を中心とする。掲載紙は多岐に渡り、中には各種目録類にその

名がみえないもの、現存しないと思われるものも含まれる [29]。

一方、これまでの章（主に「劇評」）に挙げられた文章と相互に

言及しあう関係の文章や対峙する立場の文章もここに収録され

[27]	 以下、二等 30 人、三等 26
人、四等 28人、五等 9人。

[28]	 本論では特に言及しないが、
本章 29 頁の中郎「第三党発
生」は梅蘭芳を推す文章であ
り、後日の梅蘭芳ブームにや
や先んじるものと言えよう。

[29]	 冒頭より、『天鐸報』、『時報』、
『民信報』、『中華民報』、『図
画劇報』、『民立報』、『大同
週報』、『中華民報』、『香国
魂報』（以上新聞、または雑誌）、
『名伶曲本』となっている。
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ている。ただし他の章と同じで、観劇記事であってもやはり具

体的な年月日を記載したものは少ない。

最も多いのは、馮子和のライバルと目されていた賈璧雲

との優劣比較に関する記事である。俳優としての本質的相

違から優劣は判断しにくいとするもの（阿厳「花部宵譚」3頁

他）、両者を南（馮）北（賈）演劇の優劣に擬するもの（義華

「馮春航与賈璧雲」7 頁）[30]、「芸」（馮）と「色」（賈）という

要素に分けて論じるもの（履生「論馮賈」14 頁）、両者の品

格を支持者の品格に求めるもの（裴郎「馮賈優劣譚　其二」23

頁）[31]、賈璧雲の演技を激しく非難するもの（死灰「忠告賈璧

雲」38 頁）など書き手のスタンスは多様である。この中では

『図画劇報』に掲載された一連の「論馮賈」（６篇）が、書き手

はそれぞれ異なるものの比較的中立な立場で両者の差異を論

じている。いずれにも共通するのが、「新作・悲劇を得意とし、

静謐な演技をする」馮子和、「伝統演目に長じ、艶麗な演技を

する」賈璧雲という比較の構図である。『図画劇報』における

書き手たちは演技における根幹的な差異をもって両者に優劣を

付けることを「あまり意味のないことである」と述べ、どちら

かに与し徒党を組む人々とは距離をおいている。付け加えると、

『春航集』にはさすがに収録されていないが、『図画劇報』に

は天酔なる人物による馮子和を誹謗した投書が掲載され、支持

者の間で物議をかもしたようである（杏痴 [32]「有心人語」27 頁

他）。このあたりの事情を考慮すると、6篇の「論馮賈」の執

筆・掲載には、議論の激化を抑えようとする意向も働いていた

のではないだろうか。加えて、賈璧雲を含めた同時代の他の旦

と比較する形式の記事も何編か見られる。例えば戯癡は『図

画劇報』掲載の「余之滬上花旦観」（48頁）という記事におい

て、馮子和、毛韻珂、賈璧雲、林顰卿ら 8名に対し、それぞ

れ「姿態」「做工」「道白」「声調」の各項目について上・中・

下の三段階評価を施している。当然全ての項目において「上」

[30]	 この文章は『中華民報』に掲
載されたものだが、同紙に続
いて掲載された「論春航与璧
雲」「再論春航与璧雲」とと
もに、あらゆる側面で馮子和
を賞賛し、賈璧雲を貶める描
写が見られる。なお、筆者の
管義華はもとより馮党を公言
している人物である。さらに
同紙からの採録として、義華
に賛同する記事（夢鴎「春航璧
雲比較観」、老劉「我亦党馮」）が
続けて掲載されている。

[31]	 書き手の裴郎は、賈璧雲の支
持者は堕落した「官僚派」で
あり、馮子和の支持者および
演劇界での関係者が革命に参
与したことをもって、馮の方
を高く評価している。

[32]	 姜可生の号。
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が付けられているのは馮子和のみであり、毛、賈の両名につい

ては「上」「中」がそれぞれ二項目ずつになっている。また管

義華も「評上海之花旦」（51頁）という文章において、それら

の俳優に対してそれぞれ短い評を付けている。

　他方、馮子和のみに言及したものとして、『血涙碑』をは

じめとする観劇記事も多い（雍千「劇談」1頁）。『血涙碑』につ

いては、杏痴「観血涙碑雑記」（32頁）が 4頁に渡る長い記事

を書いている。これには、杏痴が全 8本を 2本ずつ 4日間連

続で演じられる『血涙碑』の二日目・四日目を観たことが述

べられている。全体的に書き手自身の感想を記すことに重きが

置かれているものの、各場面について順を追って記されており、

且つ主演の馮子和のみならず脇役のキャストや演技にまで言及

されている。また、涙雨の「観劇雑誌」（25頁）は『孟姜女万

里尋夫』[33]初演に関するものであり、幾つかの場面における

馮子和や相手役の演技が記録されている。

さらにこの章には馮子和の小伝に相当するものとして、穉蘭

「馮春航之別史」（42頁）、漫葊「春航集紀事二」（56頁）、明輔

「馮旭初小伝」（57頁）、同「馮旭初軼事」（58頁）などが掲載

されている。いずれも馮子和の芸歴や生活歴、こまごましたエ

ピソードを記したものだが、中でも「馮春航之別史」を著した

穉蘭は馮子和の幼なじみを自称しており、「別史」の名の通り

馮子和の人となりがエピソードとともに綴られている。

以上、この章もまた馮子和を中心とする文章が大勢を占めて

いるものの、同時に当時の上海における他の旦の勢力や支持層、

流行した演目や演技的特徴に関しても、多くの情報が提供され

ている。

「附録」

この章は一篇を除き、すべて柳亜子の手になる文章で構成さ

れている。また、言及の対象となっているのは馮子和ではな

く、有力な文明戯団体の一つであった民鳴社の女形として、こ

[33]	 この劇については、恋民「馮
春航之孟姜女」（31 頁）でも
ストーリーや主演二人の演技
に関して記されている。
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の時期頭角を顕しつつあった陸子美であった。後日、この『春

航集』に続き、陸子美をフィーチャーする同趣旨の書物『子美

集』[34]を出版した柳亜子であるが、この「附録」掲載の文章

にはすでに子美に傾倒している様子が見て取れる。なお、陸子

美は民鳴社で『血涙碑』を比較的オリジナルに近い演出で上演

したとされるが [35]、その証左となるのが冒頭に挙げられた長

文「血涙碑中之陸郎」であろう。この文章は実に 8頁に渡り、

「劇史」で述べられた『血涙碑』の内容と比較することにより、

京劇と文明戯との間で移植された演目がいかなる形にアレンジ

されたかを知る手がかりとすることもできよう。また短い記事

ではあるが、これに続いて『恨海』の観劇記も掲載されている

（9頁）。以下はほとんどが韻文作品となるため詳細は省略する

が、最後の「将赴海上訊子美疾」[36]という五言詩に付された

後書きには、柳亜子が陸子美を識り、賞賛するようになるまで

の経緯が記されている。

「補遺」

この章に掲載されている文章は、文字通りこれまでの章から

漏れた書簡や韻文であるが、一方で越流による馮子和宛の書簡

はこの章にのみ見られるもので [37]、自身が観た馮子和自身の

舞台に対する感想、ストーリーに対する意見などが直截に述

べられている。また、「不平」と署名された書き手による『図

画劇報』宛ての書簡（3頁）、当該の書簡で「馮春航之別史」を

批判された穉蘭による返信（8頁）、不平を諫める越流の警告文

（12頁）が相当の頁数を割いて掲載されている。

以上『春航集』各章について、それぞれの記述スタイル、内

容、執筆者のスタンス等を中心に述べてきた。馮子和に対する

あからさまな批判こそないものの（基本的にはほとんどが肯定的内

容である）、柳亜子に単純に賛同し、ともに熱狂的な支持を表明

する文章ばかりではなく、この書籍の構造は意外に複雑である

[34]	 民国 3 年（1914 年）6 月に光
文印刷所から発行。

[35]	「馮子和と『血涙碑』」参照。

[36]	 文末に「民国２年 6 月」と
の記載があり、『春航集』発
行の直近に書かれたものであ
ることがわかる。

[37]	「与春航書」（2頁）、「与春航
論血涙碑書」（9頁）。
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ことが明らかになった。先に述べたように、「雑纂」において

『春航集』発行の内幕を紹介した校訂者・胡寄塵が、賞賛一色

の文章ばかりになるのを避けるべく、編集段階で色々考慮しな

がら取捨選択した可能性が高い。一方でこの書籍の内容は非常

に雑駁であるとも言える。賈璧雲への対抗意識により『春航

集』の出版が前倒しになったと思しきことは胡寄塵の文章から

推測できるが、柳亜子が来滬し馮子和から写真を譲り受けたり

した時期と『春航集』出版の時期とが非常に近接していること

から、編集作業は非常にタイトだったのではないだろうか。そ

の結果、柳亜子とは異なるスタンスの書き手による文章が入り

込んだとも考えられる。いずれにせよ、書き手の見解に幅があ

ることは即ち書籍の内容が豊富になるということでもある。当

時の多様な見解を呈示したという点でも、『春航集』の出版に

は演劇史的に大きな意義がある。

3．高級な「ファンブック」

さて、『春航集』のように個人をフィーチャーする出版物は

現在でも多く出版されている。対象となるのは芸能人やスポー

ツ選手であろうが、当時の社会における京劇の娯楽としての位

置づけを考えると、馮子和が取り上げられること自体は何ら不

思議ではない。実際に京劇をはじめとする伝統演劇関連の定期

刊行物において、「特刊」と称される一人の俳優のみを特集し

た特別号が 1930 年代以降盛んに刊行されるようになる。これ

らは現代における芸能雑誌の別巻や特集号にも通じるスタイル

を持ち、グラビア写真、伝記、舞台記事などによって構成され

ている。『春航集』も「一人の俳優を扱う」、「賞賛記事を中心

とする」、「写真などビジュアル面への配慮がある」という点の

み取り上げれば、こうした「特刊」の先駆け的なものと見なす

ことができる。他方、『春航集』の「詩苑」「詞林」のように韻

文スタイルで俳優を描写する手法は、むしろ『清代燕都梨園資
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料』（張次渓編）所収の清朝に書かれた『燕蘭小譜』『片羽集』

などを彷彿とさせる。『清代燕都梨園資料』には散文体の観劇

記や回顧録も掲載されており、いうなれば『春航集』をその流

れを汲むものと見ることもできる [38]。こうした点から、『春航

集』を古さと新しさを併せ持った出版物だと見ることもでき

るが、同時にこの書籍の何よりも大きな特徴は、著名な文学結

社である南社を足場にする人々が中心となって編集されたこと

である。しかし、これまで書いてきたように彼らの多くは元来

からの演劇愛好者ではなく、演劇に関してはプロフェッショナ

ルな眼を持ち得ない「一般のファン」であった。言うなれば、

『春航集』は柳亜子という「一般のファン」且つ高名な文人が

著した「高級なファンブック」として位置づけられるもので

あった。

もっとも、『春航集』発行の目的はこれまでも触れてきたよ

うに、ライバルの賈璧雲に対抗するため馮子和支持の言説を

大々的に喧伝することであったが、言うまでもなくそれは出版

メディアの発達を大いに利用したものであった。新聞・雑誌上

に短いサイクルで文章を発表し、多くの人がそれを読むように

なった結果、演劇界において演劇に関連する文章を書くことの

意味は大きく変わった。それまでは書き手やその周辺のみで完

結していた言論が外に向かって広がり始めた結果、演劇に関す

る言論世界にも「論争」発生の可能性が持ち込まれたのである。

且つ、自身が出版メディアと深くリンクしていた南社の同人た

ちはそれがもたらす効果をよく知っていた。『春航集』はその

記述スタイルから一部の先鋭的な批評家にとっては格好の攻撃

対象となったが、論争が大きくなって注目されることは、柳亜

子をはじめとする馮子和支持者にとっては、むしろ願ったり

叶ったりだったのではないだろうか。

最後に、民国期上海演劇界における批評の展開とその中にお

ける柳亜子の位置づけを考えてみたい。

[38]	 もっとも、『清代燕都梨園資
料』所収の諸文章の中で刊行
され広く流布したものは少な
く、多くの新聞雑誌に広告が
掲載された『春航集』と比べ
れば、その影響力に大きな差
があることは明白である。
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批評性を明確に備えた言説は、この後鄭正秋、孫玉声をはじ

め多くの批評家の登場をもって本質的な意味での「劇評」とし

て一つのジャンルを形作っていくが、一方で柳亜子のように支

持する俳優に対して「一般のファン」のまなざしを備えたま

ま手放しの賛辞を贈る文章もまた書き継がれていく。この両

者は時に境界線を曖昧にしながら共存し、やがて迎える上海京

劇の最盛期にあって、京劇として「規格外」であった海派京劇

の俳優たちに対しておのおの賛否のことばをたたかわせていく

ことになる。「一般のファン」の言説においては、時に「私は

演劇の門外漢であるが……」「平素私は劇場へ足を運ばないが

……」といった断り書きが見られる。彼らの発言は一見謙虚で

あるが、実際は演劇専門家や批評家を自認する人々を怖れるも

のではなく、むしろ彼らが重視する舞台上の規範に縛られない

自由な視点を謳歌しているようにも見える。

言い換えれば、こうした専門性が高いとは言えない言説が生

き残ったのは、京劇が娯楽の一つとして上海で変質し、どちら

かというとカジュアルな存在になることで受容者の裾野が広

がったがゆえである。且つ出版メディアの大々的な発展により

発言の場が多数提供されるようになったことで、その傾向は一

層加速していった。同時期に馮叔鸞を筆頭とする厳密な批評意

識が醸成されていた一方、『春航集』は演劇の素人による、彼

らなりの言語を用いた「演劇論」であり、多くの人々に演劇を

論じる場への参加を促した。『子美集』刊行以降、演劇に関す

る発言をほぼ止めてしまった柳亜子は、のちの回顧録でも往事

のことをほとんど語らず、世間も彼が馮子和や陸子美に熱烈な

賛辞を贈ったことなど早々に忘れてしまった。しかし、「演劇

の素人である発言者」のパイオニアとして大部の『春航集』を

世に問い、「一般のファン」であっても主要メディアにて演劇

に関する発言が自由にできるよう環境を整えた柳亜子の功績は、

思いのほか大きい。
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大正時代の京劇来日公演に関わる
知識人ネットワーク

― 異文化／自文化に通じた芸術文化の
通訳者の果たす役割 ―

仲　万美子

はじめに

20 世紀末、「芸術」をサポートする、いわゆる「メセナ」と

いう形で多くの企業が名乗りでた。たとえば、日本ではクラ

シックの「冠コンサート」なるものが登場し、実際に東京だけ

でなく各地で多くのコンサートが開催され、新たなクラシック

ファンを生起させたことは、日本の西洋クラシック音楽受容史

のなかでも特筆すべき現象として解されている [1]。

さらに 21世紀に入ると、爆発的人気を博し、多くの人が注

目する「のだめカンタービレ」現象が出没した。これは、現代

若者に普段縁遠かった「クラシック音楽」への扉を開かせる大

きな現象となった。この動きの大きな特徴は「メディアを連鎖

させた戦略」といえるであろう。すなわち、「のだめカンター

ビレ」が漫画誌『Kiss』に連載され（2001 年 14 号～）、翌年に

はコミック版『のだめカンタービレ』が刊行され、さらにテレ

ビドラマ化、そして、『のだめカンタービレ』に登場するクラ

シック音楽作品を、一般募集された演奏家とプロのオーケース

トラによる演奏の CDの発売、ライブコンサート、さらにその

収録 DVDの発売、あるいはゲームにも進出するなど、連鎖的

相乗効果を狙った戦略といえる [2]。その結果、現在クラシッ

ク音楽を学ぶ専門大学の学生はもとより、一般大学の交響楽団

[1]	 このような当時の音楽界につ
いては、電通総研編集『キー
ワード辞典　文化のパトロネ
ージ　芸術する社会』（電通
総研編　1991）、渡辺裕／増田
聡他『クラシック音楽の政治
学』（渡辺他　2005）を参照さ
れたい。

[2]	 コミック版は計 21 冊刊行。
テレビドラマは 2006 年 10
月から 12 月フジテレビ系
列 で 放 映。CD は 2003 ～
2007 年にかけて、22 枚リ
リース。DVD はコンサート
だけでなくテレビドラマも
DVD 化される。またゲーム
はニンテンドー DS『のだめ
カンタービレ』（2007 年 4 月）、
プレイステーション 2『の
だめカンタービレ』（同 7月）、
Wii『のだめカンタービレ　
ドリーム☆オーケストラ』（同
12 月）が発売された（西村　
2009　参照）。
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や吹奏楽団に所属する若者に大きな夢をもたらし、さらに高等

学校以下の生徒にも将来の演奏する場を夢にいだく流れが存在

している [3]。

このような、20 世紀末から 21 世紀にかけてのクラシック

ブームは、聴衆としてクラシック音楽を理解する人々と、演奏

する側すなわちクラシック音楽を発信する側の両方の人々のパ

ワーが大きなブームを引き起こし、その背景にクラシック音楽

を発信する各種メディアが相乗的な力を発するネットワークと

して機能したことが興味深い。

では、東アジアの民族芸術である中国の京劇が、異国である

日本に向け初めて発信されたときの受容国側での反応の状況は

どうであったのだろうか。現在のように企業がサポートし、メ

ディアの複合的な効果が受容に寄与していたであろうか。本稿

では、新聞報道、単行本刊行に焦点をあて、そこに描きだされ

た芸術文化の相違点を含め、その芸術文化の通訳者の果たす役

割について考察を試みるものである。

1	 梅蘭芳率いる京劇来日公演の新聞報道の役割の
特質について

1930 年に京劇はアメリカでの半年間の公演ツアーを行っ

ている。その主役は後の四大名旦の 1人である梅蘭芳であり、

それを支えたキーパーソンは斉如山ら各界の知識人である [4]。

京劇を支えている中国の人材の存在と同時に、アメリカ人の果

たした役割も見逃すことはできない。すなわちアメリカ育ちで

20歳のときに中国に渡り、浙江省の杭州キリスト教大学に在

職していた George	Kin	LEUNG	である [5]。このような人物を中

心に成功を納めたアメリカ公演であるが、それ以前に海外公演

の試みがされていた。それが本稿で取り上げる、大正時代の梅

蘭芳率いる京劇の来日公演である。本章では、新聞でどのよう

な報道がされていたか、その概要を簡単に考察しておきたい。

[3]	 西村典子は「若者へのクラシ
ック音楽普及からみた『のだ
めカンタービレ』ブームの意
義	―	20世紀末の三大クラシ
ックブームの特徴の継承と発
展を手がかりに	―」（同志社女
子大学学芸学部音楽学科音楽文化

専攻音楽文化学コース 2008 年度

卒業研究（論文））に、「のだめ
カンタービレ」ブームと 20
世紀末のクラシック音楽ブー
ムとの関係性および「のだめ
カンタービレ」ブームの特質
について論じている。

[4]	 梅のブレインとしての斉如山
について、平林宣和が「梅蘭
芳と綴玉軒	―	近代知識人と
京劇の古典化」（平林　1995）

で簡潔に述べている。以下簡
単に概要を記しておく。斉は、
民国初期の梅のブレインとし
ての集団「綴玉軒」のメンバ
ーの 1 人で、梅に対する経
済的な援助や人脈の開拓だけ
でなく、劇作、作詞、作曲、
振り付け、衣装デザインにい
たる創作に関わる多様な面で
サポートを行っていた。この
「綴玉軒」のメンバーは各界
の知識人たちによって構成さ
れている。その知識人たちは、
演劇の諸所の構成要素の、音
楽ないし文学的側面すなわち
古典的教養と通じる部分で演
劇と接し、顧曲家（演劇、特に
歌曲の愛好者）は、曲詞、韻律
についての知識、さらに歌唱
や楽器演奏などを通して演劇
と親しんでいた。斉と梅の出
会いは、中華民国元年に梅の
《汾河湾》を観賞し、梅の演
技面での改良点について文書
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1-1	 大正 8年の梅蘭芳率いる京劇第 1回訪日公演の新聞報道

梅蘭芳率いる京劇来日公演は、大正時代に 2度行われてい

るが、第二次世界大戦後の昭和 31年にも来日し、計 3度の公

演が行われた。そして、その記録が、昭和 34年に朝日新聞社

から梅自身の著述『東遊記』として岡崎俊夫により翻訳刊行さ

れている。

梅蘭芳は、『東遊記』（梅　1959）のなかで、1919 年、24 年

の日本公演の試みについて、下記のように回想している。

「最初に日本を訪れたとき、大倉喜八郎さんが主人と

なってして下さった招待もそつのないものでした。私た

ちが日本式の生活に慣れないことを心配なさって、帝国

ホテルにとめて下さいました。また大勢の日本の俳優を

動員して私たちと同じ舞台で共演するようにして下さり、

日本の芝居と中国の芝居が交互に上演されました。（後

略）」

「その頃の二度の訪問では、日本の文芸界の私への支援

と激励はたいへんなものでした。著名な漢学者内藤湖南、

狩野君山、青木正児などの諸先生がみな文章をかいて中

国古典演劇芸術を紹介して下さいました。内藤博士は漢

学に精通されているばかりか、すばらしい書をおかきに

なり、当時みんなも晋唐名家の気息があるといっており

ました。青木教授の南北曲についてのいくつかの著作は、

私どもの研究の対象でもありました。残念なことにこれ

ら老先生がたは大半が故人となられ、いまだにご健在な

のは青木先生だけです。一回目に私どもが日本で公演し

た時のことを思いだしますが、あの時の経費は全部私が

ととのえました。当時劇団はわりに小規模で、予算がつ

まっていたので、もし公演して入りがわるければ欠損に

なるところでした。そのためいくらか、まあためしに

を取り交わすようになり、2
年の歳月を経たのちに、「綴
玉軒」のメンバーとなった。
斉を含め他のメンバーは伝統
的な知識教養人のキャリアを
有するのではなく、清末民初
にかけて海外留学の経験をも
つものが多い。

[5]	 かれは 1926 年代後半から
1930 年代半ばにかけてThe 

China Journal、Pacific Affairs 、
Asia	などに 20 篇の文章を寄
稿している。執筆一覧は、拙
稿「西洋人は『京劇』をどの
ように観察したか　音楽文
化学の視点からの考察（1）」
（仲　2006：50-51）参照。ま
た、具体的な観察内容を記し
た論考内容について、拙稿
「輻輳的なフィルターが掛け
られた『京劇』の世界　西洋
人は『京劇』をどのように観
察し、どのように見せたか」
（仲　2008：143-166）を参照
されたい。

写真 1　『東遊記』の表紙
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やってみようというところがあったのです。ようするに、

第一回の訪日の目的は、経済的観点に主眼をおいたもの

ではなく、中国の古典芸術をひろめようという私の企図

の第一砲にすぎなかったのです。劇団の同志たちの共同

の努力のおかげで、たちまち日本人民の歓迎をえ、この

ため私はようやくさらに一歩をすすめて欧米諸国へ公演

旅行をする自信をもつことができたのでした（後略）」

	 （梅蘭芳 1959『東遊記』pp.67-69）

	 （梅紹武、屠珍等編撰「東游記」『梅蘭芳全集肆』pp.28-29）

この回想文には、人的ネットワーク、また、京劇の海外発信

のファーストステップとしての意義が明確に語られている。

「京劇」は、中国文学の研究対象として捉えられており、当

然その研究者が日本での「中国伝統演劇」の受容層の核を成し

ていた。そしてその京劇のライブ公演を日本で鑑賞できたこと

は、著名な研究者だけでなく中国文学愛好家にとってもビッグ

イヴェントであったことがうかがいしれる。一方、同様に日本

においても明治に入り江戸から歌舞伎を支えてきた庶民だけで

なく、明治 20年の天覧以降ステータスの上がった日本の伝統

芸能「歌舞伎」ファンにとっても興味深いものとして注目を浴

び、「帝国劇場」という当時最先端の設備をもった劇場で、「京

劇」と「歌舞伎」が遭遇したことも異文化接触の現場として興

味深いものがある。

初回公演は、明治 44 年開場した帝劇で 5 月 1 日から 12

日にかけておこなわれ、演目は《天女散花》（初日から 5日間）、

《御碑亭》（3日間）、《黛玉葬花》（2日間）、《虹霓関》（1日）、

《貴妃酔酒》（1日）である。この 1919 年そして 24 年の公演

については、吉田登志子の「梅蘭芳の一九一九年、二四年来

日公演報告	―	生誕九十周年によせて	―」に詳述されている [6]。

以下同論考を中心に参照しつつ、公演の成果と受容者の反応に

[6]	 吉田の論考の抜き刷り表紙
は、『梅蘭芳』（大型画伝《梅蘭
芳》編輯委員会編　1997：90）

にも掲載引用され、また、
1989 年刊行の『梅蘭芳芸術
評論集』（北京：中国戯劇出版社、
639-690）にも中訳収載され
ている。中訳初出掲載は『戯
曲芸術』1989 年 1～ 4期。
翻訳者は細井尚子氏。このほ
かにも、伊藤綽彦氏による
「日本での梅蘭芳」（中国芸能
研究会、1994 年 12 月 16 日、ワ

ープロ印字、31 頁＋資料 2枚、松

竹大谷図書館蔵）にも詳述され
ている。
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ついて簡単にみておきたい。

上記引用文の前段の「日本の芝居と中国の芝居が交互に上

演」とあるように、帝劇演目の『本朝二十四孝』、現代劇『五

月の朝』、アラビア古典劇『呪』、京劇『天女散花』、新曲『娘

獅子』という順で上演された [7]。

『東京日日新聞』（1919 年 5月 3日付）の劇評では、初日の観

客について次のように記されている。

これからお待ち兼ねの支那劇の幕開きである。今度の

支那劇には単に劇を見せるという以外、所謂日支親善の

意味もあるので劇場の正面入口にも「日支親善」の四文

字を現し、場内の扉口には民国の五色旗と日章旗が交叉

されてある、観客はあらゆる階級の人々を網羅し、支那

公使館や霞ヶ関あたりのお歴々も見え、文人画家もいる。

歌右衛門（注、五世）、羽左衛門（注、十五世）、左団次（注、

二世）、宗十郎（注、七世）、河合武雄等も顔を並べている。

九時四五分賑やかな鳴物が緞帳の奥から響いて来ると、

モウ歓呼喝采が雷の如くに起こる。静かに緞帳が上がっ

て、天女に扮した梅が八人の侍女に護られて登場すると、

また一しきり拍手が耳を聾する。（後略）	（吉田　1986:77）

賑々しい公演の開幕が今でも手にとるように伝わってくるの

[7]	 6 日、11 日、12 日の 3日間
は、『五月の朝』の前に京劇
が上演されている。日本人
出演者は、七世松本幸四郎、
十三世守田勘弥、帝劇所属の
女優人である（吉田　1986：
76）。この帝国劇場は、大倉
財閥の大倉喜八郎らが設立し、
歌舞伎役者六代目尾上梅幸、
七代目松本幸四郎が専属俳優
となり歌舞伎や現代劇の上演
を行った。一方、西洋芸術音
楽受容史上でも重要な役割を
果たしており、イタリアより
ローシーを招聘しオペラ上演
を行い、管弦楽部、歌劇部を
創設し日本人演奏家の育成に
も貢献した（杉浦　1920）。

[8]	 本稿では紙幅の関係で言及し
ないが、京劇の 1930 年のア
メリカ公演の 2 年前に、二
世市川左団次を筆頭に歌舞伎
の初のロシア公演を行ってい
る。その際の両海外公演での
聴衆への舞台芸術理解のため
の情報の開示のあり方には共
通する点が見られる。また、
実現にはいたらなかったもの
の、梅蘭芳との北京での共演
も企画はされていた。（仲　
2001、2004）

であるが、京劇界の新人というよりビッグス

ターへの階段を着実に登っている梅蘭芳のス

テージを、政治／経済界の人々、知識人、そ

して日本の歌舞伎界の著名な役者も観衆の中

で観ていたこと、とくに二世市川左団次も観

客としてそこにいたことは興味深い [8]。

さらに吉田は初日公演についての多くの評

を引用記載している。上記の『東京日日新

写真 2　帝国劇場公演写真松本幸四郎《呪》
（出典：帝劇史編纂委員会編　1966：42）
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聞』に続いて、伊原青々園による「アノ甲高い囃子につれて甲

高く唄う天女の声が異様に聞こえた」と支那劇 3度目の観賞

者としての素直な感想を記したあと、「女形」としての演技の

美しさに感動、「支那劇に古典的の渋い味わいがある事であっ

た。そういう立派な曲本を選んだ梅蘭芳のやり方は、日本の俳

優が手本にすべき事だろうと思う」という劇評が「梅蘭芳の天

女」と題して『都新聞』に寄せられた（吉田　1986：77-78）。ま

た、『万朝報』には中内蝶二が「人物の対話や唄の文句を味わ

うことの出来ない異国の観客にあっては、勢いそのしぐさと表

情とから面白い所を見出すほかはない」と記し（吉田　1986：	

78）、凡鳥は『国民新聞』に「天品の芸風を見せた　梅蘭芳

の初日」という見出しで（吉田　1986：78）評文を寄せている。

また仲木貞一は、「梅蘭芳の歌舞劇」という見出しで、「その舞

は、両手を常にシンメトリカルに動かして、肩、胴、腰の各線

と共に、テンポーの緩い単純な音楽に合わして、大陸的ともい

おうか、頗る大まかな、そして凡てが優雅な曲線で築き上げら

れた」と『讀賣新聞』に寄せ（吉田　1986：	78-79）、久保天随

は『東京朝日新聞』に「彼は天の成せる好個の女形である…舞

踊は如何というに、大体軽妙で、晶致に富んでいる」と評して

いる。おおむね、このように各社初日劇評は好評であった。

また、第 2回の訪日公演は、関東大震災後の大正 13 年 10

月に行われた。次節では、『東京朝日新聞』に掲載された、北

京出発から、東京着までの、梅の動向を報道した記事について

簡単に記しておく。これらの記事では、梅の中国での扱われ方、

そして 2度目の来日に際し日本人がどのように出迎えていた

か、その様子が記録されている。

1-2	 大正 13 年の梅蘭芳率いる京劇第 2回訪日公演の新聞報道

大正時代は、「新聞」という活字メディアは、現代における

テレビやインターネットから入手しているホットな芸能ニュー

スを開示する役割を果たしていたといえる。前節で言及したよ
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うに初来日初日の帝劇での公演評も詳細に記録されている。本

節では、公演評ではなく、第 2回の来日公演にむけた梅の動

向を報道した記事を取り上げ、彼の役者としての「人気ぶり」

についてみておく。

第 2回の東京での訪日公演は、近代日本を象徴する帝国劇

場で、10月 20 日から 23日までは近代日本の芸術サポーター

の代表者、大倉喜三郎の米寿賀宴としての貸しきり公演、25

日から 11月 4日までは帝劇改築記念興行としての一般公演と

して繰り広げられた。

大正 13年 10月 11 日（土曜日）朝刊の 7面には、「梅蘭芳の

大名行列」という見出しで中国側の壮行の様子が、次のように

記されている。

梅蘭芳の大名行列

日本への旅立ちに総統の別宴　舞台で唾をはくなとまで

御注意

支那を挙げての豪奢振り

大倉男の招きによつて九日に天津を発った支那の名優

梅蘭芳はいよいよ四五日後に東京に現れることになった

が、不景気の中にも前景気は流石に沸き立ってゐる、梅

蘭芳の人気は支那では相も変らず盛んなもので上海で一

二度舞台に立ったことはあるが殆ど北京を本拠に大総統

以下大官実業家など一流名士の寵を蒙つて益豪勢な勢ひ

だ

　　　◇

つい二月ほど前に彼の祖母が八十幾つかで物故したと

きなど前後二週間に亙る葬式を行ったが大総統初め朝野

一流の名士が態態参列するやいろんな贈り物があるやら

俳優一家の葬儀とも思へないほどに盛んなものだつたと

ある
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　　　◇

今度日本へ来る一行は梅蘭芳夫妻の他五十人ほどで、

梅の出発に先立つて曹大総統は北京の官邸で一行の為め

盛大な送別宴を張り『今度日本へ行ったら君の名誉のた

めにも支那全体の為めにも大に努力して貰ひ度い、又道

具方なども平気で舞台に唾をするやうな不体裁は断じて

やつてはならぬ』と細心を配つて激励した。

　　　◇

東京では一般の希望もあるから帝劇でも今度は例の

『天女散華』のやうなものゝ他純支那劇を演らせること

になつて、書割から道具に至るまですっかり支那風のも

のを用ひ、別にその気分を出すために舞台の中に更に能

舞台のやうなものを新設するなど準備に忙殺されてゐる

　　　◇

大倉男の祝宴が済んで後今月二十五日から来月四日ま

で帝劇で公開する出しものは三日目毎に芸題をとり替へ

て大いに観客を呼ぶ手筈だが『何しろ総費用六萬五千円

余りに上るから一般に入場料を安くすることが出来ない

のは残念だ』と山本専務の談

この記事からみても、当時の中国での梅の置かれていた位置、

そして文化使節としてこの 2回目の公演にかける京劇の海外

発信に対する期待度、さらに受ける側の山本専務の弁も含め、

大掛かりな演劇移動公演の様子が看取できる [9]。

そして、日本到着の様子については、『東京朝日新聞』大正

13年 10月 15 日水曜日 2面に梅蘭芳夫妻の写真を掲載して、

次のように報道されている。

花束の中に梅蘭芳の都入り

帝劇女優や左団次などの

[9]	 さらにこの記事の下欄には、
二世左団次が、中国から帰国
した時の記事が掲載され、彼
の支那劇の感想が、以下のよ
うに記されている。「帰国し
た左団次　支那劇に就ていろ
いろ感想　【下関特電】市川
左団次は満州の興行を打切り
北京天津上海を経て十日長崎
丸で帰港、午後五時二十分発
十一日午前九時四十分大阪駅
通過で帰京したが支那劇に就
て語る　『梅蘭芳等の　◇合
同劇は　先方の都合で中止し
次の機会に譲ることにしまし
た。北京の一流俳優は多く大
官僚のお抱へである為め戦争
に遠慮して出演しなかったの
で見ることができなかったが、
二流所は五六回見た、私は支
那の古典的な旧劇に非常に懐
かしみを感じました、私は或
る程度まで支那劇の浄化した
ものを日本劇に加味したいと
思ってゐます、私は今度の支
那劇を観て　◇日本の劇は支
那から来たものであることを
まざまざみせつけられたやう
に感じました支那では今旧劇
と新劇とが鎬を削つて居るが、
科学を応用した新劇より旧劇
の方が観客を呼んで居るやう
です、北京等では日本劇が非
常に歓迎されました』」（『東京
朝日新聞』大正 13 年 10 月 15 日

水曜日 2面）
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なつかしい握手に

賑やかな東京駅

[ 震災火災の復興工事完了後の ] こけら落しの帝劇の

舞台を踏むべく十三日神戸に着いた支那の名優梅蘭芳は

十四日午前十時その美しい姿を再び東京駅頭に現した、

フオームに待ちかまへてゐた

群集がどやどやと揉み合ふ中を、出迎への女優 [ 森 ]

律子	[ 村田 ] 嘉久子 [ 村田 ] 美禰子等が手に手に花束を

持つて近よつた、真黒なオーヴアーを着て銀ネズの首巻

を軽く巻きつけた梅蘭芳は、その大理石の彫像のやうな

綺麗な顔に黒い眼鏡をかけ微笑を湛へつゝ、ものごし静

かに先ず帝劇の山本専務と

挨拶をする、支那から帰つたばかりの左団次が懐かし

気に握手する、梅幸や勘弥なども出迎へて東京駅は時な

らぬ華やかな空気が漂ったが、馳て天津まで迎ひに行っ

た大倉男の令孫銀三郎氏と自動車に乗つて帝国ホテルに

入った、梅氏の妻梅王氏（三二）は混雑を恐れて幹部俳

優朱桂香、姜妙香、陳喜星と同伴で一列車先に東京に着

いた

上記の記事では、帝劇の女優、そして歌舞伎俳優らが歓迎し

た様子がリアルに描かれている。テレビという動画メディアは

まだ登場していない時代、記事を読んだ読者の心に東京駅に降

り立った梅を想像豊かに描かせたことは間違いないだろう。送

りだす中国側も、再会をまち望む日本側も、双方共に熱い空気

が伝わってくる報道となっている。

では、次章では、新聞記事ではなく、単行本として 9月に

京都で刊行された第 1回の大阪公演に対する日本の中国文

学・文化の知識人の評文を事例に、どのように「京劇」や「梅

写真 3　『東京朝日新聞』掲載の梅蘭
芳夫妻（出典：『東京朝日新聞』大正 13年

10月 15日水曜日 2面）
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蘭芳」が紹介、理解されていたか、そしてそこにどのような音

楽文化学的に見た文化現象の重要な特徴がみられるかについて

考察する。

2	 『品梅記』にみる知識人の観た／考究した「支
那劇（音楽）と俳優」

本章では、京都において立場の異なる 2人の「知識人」が

どのように、梅蘭芳率いる「京劇」初来日公演を受け止めたか

を探ってみたい。しかし正確には、第 1節で取り挙げる青木

正兒は、北京で観賞し、日本での初来日公演は病気のため鑑賞

していない。彼は中国文学の研究者として大きな業績をのこし

た人物であり、梅を含めた中国の演劇人からも評価の高い「知

識人」である。また、第 2節で取り挙げる濱田耕作（青陵）は、

日本の考古学の第一人者であり、北京でも大阪でも「京劇」を

観賞した人物である。これら京都知識人ネットワークが編んだ

『品梅記』から両者の論考を取り上げたのは、演劇からの視点

だけでなく、近代日本の音楽文化現象にも言及がなされており、

また現代からみても意義あるものと考えられるからである。

2-1	 青木正兒の「梅郎と崑曲」

『品梅記』では、青木正兒を筆頭に著名人が名を連ね、濱田

耕作（青陵）、内藤湖南らが評文を寄せている。青木正兒は本格

的な紹介説明を執筆し、音楽面においても西洋音楽と比較しな

がら執筆をしている。

聞く如くんば梅郎は崑曲に於ても驚く可き芸の冴えを

示して居ると云ふことである。全体文芸史の立場から公

平に現代の支那劇を論ずる時は正に其の衰頽期にあると

云はねばならぬ。吾人は必ずしも現代を呪ふものでは無

い、徒らに古を尚ぶものでは無い、併し少しく各時代の

支那戯曲を通観した人は必ず余の言を許すであらう。此

写真 4　『品梅記』表紙
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の意味に於て余は當世流行の「皮黄」を捨てゝ「崑曲」

を取るものである。されば余は梅郎渡来の噂が立つや其

の崑曲を聴く可く張り詰めた期待を有して居た。北京で

梅の「思凡」に魅せられた湖南先生のお話は如何ばかり

かの胸を轟かした事であつたらう。（中略）

[ 青木は病気のため大阪公演は鑑賞していない ] 梅の

芸術に対する讃美の声は逸早くも燕京の客、村田烏江氏

の「支那劇と梅蘭芳」なる著書となって可なり纏った智

識を吾人に齎した。（中略）

現在戯曲に用ひられて居る音曲は「梨園佳話」に従へ

ば崑腔・弋調・皮黄・秦腔・漢調・広調・嘎同腔・哈々

腔・柳子調・灤州影・河南謳・章邱唉の十二種を数へて

ある。併し其の最も通行されて居るのは皮黄・崑腔・秦

腔の三者であるさうな。所謂腔
8

若しくは調
8

とは此方にて

何々節
8

と云ふが如きもので、長唄・常磐津・義太夫等の

別あるが如きものである。元来歌劇たる支那劇に於て其

の音楽が最も重要なる部分を占むることは言ふ迄も無い

事で、従て楽曲流派の消長は演劇史上直ちに重大なる関

係を持って居るやうである。現存の戯曲中、最も古いも

のは弋陽腔で、崑腔之れに次ぎ、次は秦腔・皮黄は最も

新い楽である。秦腔以上は皆明代の遺曲で、独り皮黄

のみが清代新興の楽である、されば其の最も現代に行は

るヽのも自然の数であろう。今、余は崑腔の戯曲史上の

価値を明にする為に他の重なる腔をも併せて其の沿革を

略述して見ねばならぬ。

（中略）[ このあと南曲・北曲の説明 ]

徐文長の見解では宋元間の南曲は調子外れな鄙歌で北

曲などゝは比較にならぬ低級な音楽であったとしてあ

る。如何にもさうであったらしい、其楽は宮調に叶はず

と云ひ、板皷
8 8

即ち拍子木や太鼓の如き拍
リズミカル

節的な楽器が主

写真 5　梅蘭芳《天女散花》
（出典：大島 1919：写真 3頁）

写真 6　梅蘭芳《黛玉葬花》
（出典：大島 1919：写真 7頁）
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楽を成して、簫管が僅かに之を補ふと云ふやうな記載か

ら見て、如何にも其の幼稚であった事が推定される。何

故と云って、音楽発達の経路から見て、節
リズム

から旋
メロディ

律、旋

律から諧
ハーモニー

音と向上して行くのが原則とすれば、板
8

を尊ぶ

南曲の価値は、絃を主とする北曲に比して節
リズム

と旋
メロディ

律との

対比を成すものである。然らば徐氏が断じて「至二
リナハ

南曲一
ニ又出二

ルコト北曲ﾉ下ニ
一一等」と貶したものも首肯し

得られる。且つ愚以為らく南曲が宮調（仙呂宮、大石調の

如きを云ふ。我が二上り、三下り、ト調ハ調の類である [ 原本ニ

段組 ]）に叶わぬと云ふのは、其の旋律が進歩せる合理的

音律に叶はぬ田舎節であるからであらう。更に之を詳言

すれば西域より伝へられた隋唐以来の楽律たる「七聲」

に叶はぬ旋律であつたに違ひ無い。所謂七聲とは今試み

に之を西洋楽の長音階と対照図解するに、

の如きもので、全音と半音との位置は先づ右図の通りで

あるのが、隋唐以来の正統なる音楽は此の如き音階より

成立つて居たのである。然るに南曲は全音と半音との位

置の関係が右の如くならず、又半音であるべき所が四分

の一音であると云ふやうな場合が有つたものかと想像

される。此の如き現象は決して珍しく無い、我邦などで

も鄙唄、例へば追分、馬子唄、子守唄少し意気な方では

都々逸などは正楽の音律には叶つて居ない、之は既に上

原氏・井（ﾏﾏ）澤氏等の専門家により早くから研究され

て居る所であるが、南曲の宮調に叶はぬと云ふも畢竟之

に類する現象と見て恐らく大なる誤りは無からうと思ふ。

（後略）	 （大島　1919：1-9）
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かなりの長文引用になったが、この後も専門書の原典にもと

づき、全 26頁にわたって詳細な記述を行っている。引用文中

に登場してくる伊澤修二 [ 井澤は伊澤の誤り ] は、西洋音楽受

容の中心的機関である音楽取調掛（明治 12 年開設）そして東京

音楽学校（明治 20 年改編）の長であり、東西の音楽の研究を推

進し、また上原六四郎は、同機関で音響学を教え、音楽専門家

の必読書となっていた『俗楽旋律考』（1895 年）を著した人物

である。青木自身も上記引用文の後半に関して、「話が少し深

いりし過ぎたが」と述べて居る所ではあるが、西洋音楽が移入

されて半世紀足らずという異文化受容の文脈からみると興味深	

い。文中の西洋音楽に言及したメロディーからハーモニーへと

進展しているという考えは、当時「西洋音楽の方が進歩してい

て邦楽はハーモナイズしていないため遅れている」といった進

歩史観にもとづいた文化ないし芸術を理解 ･評価するコードで

あるが、いわゆる「漢文学研究者」にまでも浸透している点に

改めて驚かされた [10]。

さらにこの論の特徴としては、「京劇」理解と情報の開示の

観点からみると、青木が、中国文学、文化に精通している知識

人の古典籍から得た音楽研究の情報、そして当時の日本の音楽

界に浸透してきた西洋音楽との比較の視点から見た研究情報の

取得、さらに、青木が言及している村田烏江の『支那劇と梅蘭

芳』にみる現地での「今」の情報を取得して論じている点であ

る。

2-2	 濱田耕作（青陵）の「我輩の所謂『感想』」にみる異文化の

解釈

本節では、演劇や音楽の専門家ではない知識人の評文につい

て取り上げておきたい。それは、日本の著名な考古学者でヨー

ロッパへの留学経験や渡中の経験もある濱田耕作（青陵）の評

文である。この論述では、アジアの芸能のあり方、サウンドス

[10]	 日本音楽に対する評価の論争
は、大正時代初めに来日した
西洋人と日本人研究者の間
で展開されている（仲　1990、
1997､ 2003）。
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ケープ論、音楽の捉え方、異文化接触による文化変容などの面

からも興味深い発言となっている。北京での観劇も含めて次の

ように彼は記している。

◎我輩の支那劇観覧の経験は今度で僅に二度目である。

如舟博士も已に書かれたとのことであるが、君山湖南両

博士及如舟先生と、故桃華居士と五人で前清の末年に北

京へ行った時のことである。塩谷君の案内で文明茶園と

か云ふ劇場へ出かけたが、幕間も無く、外題の切目も無

く、言語全く不通の芝居を半日見物して、あのドンチャ

ン、キーキーの騒ぎにすつかりあてこまれて仕舞つたの

は事実だ。（後略）

◎処が北京から如舟博士に従つて河南へ行く途中、何と

か言ふ小駅の「プラツトホーム」に汽車の停車時間を待

ちながら降り立ってゐると、一二丁向ふの村はづれに、

野外の小屋で芝居をやってゐる。あの北京の劇場で悩さ

れたドンチャンの声が、此度は秋の野を通して遠くに聞

えると、如何にも支那の景物に相応して、胡弓の響も、

銅鑼の音も、何となく懐しい気がするので、思はず足を

進めて聞き惚れてゐると…（後略）

◎梅蘭芳の劇が大阪でもやると云ふので、我輩もぜひ一

度見度いと思つて、彙文主人の手から漸く座席を取つて

もらつて、梅の「御碑亭」を見に行つた時、丁度君山博

士も如舟先生も一処であったが、（桃華居士が居られないの

は何よりも淋しいことであった）北京で我輩の弱つた一條を

皆に吹聴せられ、「これで能くも今日に来る気になった

子」と散々油を取られたのも事実だ。尤も梅の評判が余

り高いので、物見高い我輩の性質が此の梅劇観覧の動機

を手伝つてゐるのは、固より否定することは出来ない。

併し愈々開演となつて、あの変なキーキー声の台辞に、
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吹き出した人が多かつたのにも係らず、我輩は其の仲間

にも入らず、ドンチャンにも當てられずに「次の日にも

行つて見たいナ」と云ふ感を起して帰つて来た斗りで無

く、今に梅のナヨナヨとした舞台姿と、其の嬌声が耳目

にチラついてゐるのは事実である。

◎以上の事実から大胆に帰納すると、支那劇なるものゝ、

素人には一寸不可解の騒々しいもので、衛生に害のある

ものであると同時に、之を野外野天で興行すると、其の

騒しさも薄らいで、丁度よい加減のものとなり、其の音

楽と支那の景物と調和して中々捨て難いものがあり、其

の極人をして汚物を踏むを忘れしむるに至るのみならず、

名優が演ずる時は、明日も明後日も行って見度いと思ふ

位に、感動を与へるものであると云ふことが決論せられ

る。実際あの銅鑼胡弓の騒しい音楽は屋根被ひも無い劇

場の観客席から聴く可きものであるに違いない。希臘羅

馬の劇場（オデウムの出来る以前の）や我が能舞台の如き

野天の劇場が演ず可きものを、其の儘家屋内でやるから、

耳を劈く騒々しさを感ずるのであらう。そう云ふ劇場時

代に生成した楽劇を、其の儘屋内劇場で演ずるのが、抑

もの誤りで、必ずしも劇其者の欠点では無いのであらう。

幕間の無いことや、引幕の無いのも同様に、未だ其んな

ものゝ出来ない時代の劇であるので全体の仕組があれで

ゐて、而かも引幕や何かゞあつては却って変なものであ

らう。

◎言語の解らないのは此方の罪である。併し台辞が分ら

なくなつても面白味はある可きで、西洋でも各国で随分

言葉の解らない劇を見たから、是にはもう驚かない。あ

の女形がキーキー声で変な台辞をやるのも、日本の旧劇

で、小供が妙な声でやるのと同様、色々の伝説や約束が

あるのであらうと思はれるから是を我慢す可きである。
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はじめて西洋の声楽を聞いて、我輩も曽て吹き出したこ

とがあるが、是は笑ふ方が無学であるのに違ひない。併

しあの支那楽がたゞ簡単な「メロヂー」のみで「ハーモ

ニー」も無く、楽器も亦た至つて原始的なことは否むこ

とが出来ないと思ふ。歌劇として現在の支那劇が価値が

あるとしても、又た之を「クラシック」なものにして保

存して行く必要は別にあるとしても、支那劇が西洋劇

に影響せられて、生ジツか間の子的なものが出来ては、

我々外国人の好奇心を満足せしめなくなるにしても、支

那人自身の社会的生活の進歩から見て、段々在来劇を発

達改良して行かうと云ふ希望があるに違いないと思ふ。

◎丁度我が日本画と同様、西洋人などは在来の日本画が

面白い、それを出来るだけ保存せよと云ふが、日本人自

身では其れで満足することが出来るものでは無い。支那

劇も近き将来色々と西洋劇や日本劇を参酌して、アクト

の上にも亦た舞台の上にも様々の変化を見るに至るの

であらう。之を我等外国人が単に好奇心や、歴史の標本

的に見ようと云ふ点から、在来の儘にあらしめようとす

るのは無理な注文であると思ふ。我輩は善くは知らぬが、

梅蘭芳の如きは在来の劇から既に一歩を脱して、表情や

何かに余程新しい分子を加へて居るらしい。併かも全体

にしては尚ほ在来劇の範囲を出で無いので、彼は純支那

劇の最後の第一人者であると同時に、将来産出せらる可

き新支那劇の最初の気運を作らうとしてゐる先駆者であ

ると云ふ可きであらうか。又将来は支那劇に於ても、西

洋劇と同じく女形は女優の専門になることであらうから、

彼は此点に於いても在来の支那劇の女形男優として、最

後の名人であるかも知れない。

◎イヤ大分言ひ過ぎた。支那の劇史や戯曲を全く知らな

い我輩、一般の文学や戯曲にも無学な素人の「感想」と
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しては、生意気過ぎるのみならず、盲人の象を評すると

同一般のトンチンカンもよい加減で止めて置かう。たゞ

一言最後に梅蘭芳の女以上に女らしい、アドけない、優

艶な姿は人を魅するに足るのみならず、あれが実は男で

あるかと思ふと、薄気味が悪くなる程真を奪ふ女の偽者

バケ物であると云ふ感想を記して、外の讃辞は所謂梅毒

患者の手に譲つて置かう。	 　（大島　1919：48-54）

濱田は「無学な素人の「感想」としては、生意気過ぎるのみ

ならず」と謙遜しているが、著されて一世紀を過ぎてみると、

音楽に関わる研究領域としてサウンドスケープ論が登場し、ま

た西洋近代化の波に晒されたアジアの芸能が野外から現代劇場

へと上演の場を移すようになったことへの問題意識がすでに、

彼の論点の中に含まれていることに驚かされる。そこには彼の

ヨーロッパ留学体験が大きく影響していたであろうが、外から

内なる文化現象の変化を見極める洞察力に満ちていたことは評

価すべきことであろう。そしてこのような知識人が「京劇」を

見て、またこのような発言が記録化されていたことも、音楽文

化学の視座からも興味深い（小西、仲、志村　2007）。執筆者た

ちが「いま、ここにある音楽（芸能）を理解する」ことを実践

していたことに他ならないからである [11]。

では、次章では、青木正兒自身この書から知識を獲得したと

述べている村田烏江の著書『支那劇と梅蘭芳』について見てお

きたい。

3	 梅蘭芳初来日に合わせて日本で刊行されたガイ
ドブック：村田烏江著『支那劇と梅蘭芳』

村田の著書は、梅蘭芳来日の大正 8年 5月 1日に東京玄文

社から刊行されたもので「梅蘭芳小史」「支那劇梗概」「支那

劇の見方」「劇中の梅蘭芳」「梅郎評」「重なる脚本書」「梅郎

[11]	 拙共編著では、従来の「音楽
学」の研究方法を拡張させ、
「いま、ここにある音楽を理
解する」ための研究のあり方
を提示した（小西／仲／志村　
2007）。
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雑話」「名曲原本」「詠梅集」から構成されており、「京劇」や

「梅蘭芳」を知る上で最新情報がコンパクトにまとめられたも

のとなっている。

3-1	 梅蘭芳の中国での活動の紹介と観劇初心者のためのアドバ

イス

本書冒頭に、梅の生い立ちと「京劇」人としての活動が簡潔

明快に記述されている。そしてその中で、彼が単なる「俳優」

でないことに注目し、彼の新しい試みがどのようなブレインに

支えられているかについて以下のように言及している。

（前略）

民国議会が開けて正式大総統の選挙が行はるゝや梅蘭

芳に一票が入れられた。固より議員の戯れであつたがこ

れを見るも如何に評判であつたかが判明る。然し其頃に

於ける蘭芳は芸術の上から真面目に論じて尚ほ研究の余

地が充分あつた。そこで彼れを賞揚すを馮幼薇［中国銀

行総裁の馮耿光（村田　1919：104）］、李釈戡［大総統府

侍従武官陸軍少将の李宣倜（村田　1919：104）］、斉如山、

許伯明、舒石父、呉震脩、胡伯平の諸

名流は蘭芳後援会を組織し之れを綴玉

軒と名づけ、専らその研究指導に従事

することゝとなつた。時に蘭芳の声名

を伝へ聞いた上海の丹桂園は礼を厚う

して彼を迎え、彼は其年の夏同僚の王

鳳卿と共に初めて上海に赴き丹桂園に

出演した。（後略）　（村田　1919：5-6）

彼のその後の華々しい演劇活動の最も重要

なブレインとして、上記に挙げた綴玉軒は機

能することとなる。この文章に続けて、「新

写真 7　『支那劇と梅蘭芳』収載の大倉喜八郎題字
（出典：村田　1919：題字 3）
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曲の研究に生れた支那芸壇の明星」と題して、来日公演の演目

としても取り上げられている新作品について説明している。

上海から帰つて来た蘭芳は尚ほ自らの技芸に慊らず更

らに新曲の研究に志した。所謂新曲とは新劇の意味では

なく近代文学家にして蘭芳の誘導者たる李釈勘及び斉如

山、呉震脩諸人の作曲になるもので嫦娥奔月、黛玉葬花、

天女散花等の曲がこれである。此等の曲は詩句の上品な

ると共に之れを演ずるのも容易でない。彼れは之を研究

し之を演じ更らに此新曲を携へて前後三回上海に出演し

非常なる喝采を博した。彼れは実にこれ等の劇を以て旧

慣卜守と称せられたる支那劇に始めて現代的色彩を添へ

支那劇を芸術として汎く世に紹介した、爾来彼の名は外

国人にまで識らるゝやうになつた。（後略）

	 （村田　1919：6-7）

つまり、この紹介文からもわかるように、すでに彼は中国国

内だけの「名優」の立場を越え、中国にいる外国人を介して国

外へも名を馳せつつあったことが分る。

また初心者向け「ガイドブック」としての役割で興味深いの

が「支那劇の見方」が記されている点であろう。その冒頭では、

支那劇は唱を第一とし科白所作を第二に置いてあるか

ら、其見方も之れを日本劇などに比して自ら違ふ、唱を

主としてある所から云へば支那劇は能楽に近い、或は浪

速節芝居に似て居るかも知らぬ、そこで大体から云へば

観る方よりも寧ろ聴かねばならぬ、これよりして支那劇

を観るには先づ脚本の筋を心得て置くことが肝要である、

演劇の内容を知らず言葉も分らぬのでは之を観之を聴て

何等の趣味も感興もあるまい、日本人が初めて支那劇を

写真 8　『支那劇と梅蘭芳』収載の梅
蘭芳と桃玉芙の《天女散花》

（出典：村田　1919）
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観て銅鑼の音が喧しく甲高い声が耳障りとなつて半時も

座に居堪らぬことがあるのは全く脚本の筋を弁へず騒々

しい処ばかり見るからである、只幸ひにして梅蘭芳の演

ずる青衣劇は他の武劇などゝ違つて至極優雅であるから

斯やうな憂慮は要らぬとしても少なくとも脚本の意味を

知らぬのでは僅かに華やかさと云ふに過ぎずして面白味

は認めらるまい。（後略）	 （村田　1919：26-27）

次に、日本人が見て驚くことについて次のように記している。

（二）

次に支那劇に幕がない、これも日本人が初めて見て異

様に感ずるところで何処が芝居の切れ目なのか何処ま

でゝ一段か分らぬものである、それで此の切れ目を見る

には其芝居の立役が舞台を下つた時が一幕の終りで更ら

に上つて来た時が二幕の始めと解すれば間違はあるまい

勿論支那劇は一幕と云うても切りが短かいので十幾幕と

云うても二時間もあれば済む、日本の芝居でなら普通二

幕位のところであらう。

（三）

歌劇である支那劇は一般に日本の劇にみるやうな種々

の道具立てを使はない然らば如何にして場面の有様を見

するかと云へば簡単なる椅子や高机を用ふる外みんな手

真似足真似で現はされる此点は初めて支那劇を観る者が

最も注意しておかねばならぬことだらうと思ふ、（後略）

	 （村田　1919：28-29）

京劇初心者向けの注意点を喚起し、具体的に所作が表す内容

について言及している。

次に「唱」については、次のような説明がなされている。
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	（四）

次に科白と曲調である、科白は旧劇に於て我が歌舞伎

と同じやうなる調子を使ひ新劇或は花旦劇
3 3 3

にて純粋の北

京語を使ふもこれを聴き取らんとせば支那語を解せねば

ならぬこれは問題外として置く、要するに武者ならば武

者女ならば女らしい調子を聴き取れば沢山である。

曲調に至つてはこれが支那劇の精髄で支那人の芝居を

見るのは皆その唱を聴きに行くので日本でならば浪花節

でも聴く心持ちである、それであるから役者の好悪はそ

の唱によつて定められる、あの役者は声が好い或は声は

低いが節廻しが好い、と云ふのが役者を批判する標準と

なるので曲調を聴くのは殆んど専門に亙るものである

（後略）	 （村田　1919：31-32）

以上のように今でも京劇初心者にとって分り易い説明がなさ

れていた。ここでは、日本人が中国で学び、体験し、且つ日本

の芸能を知った上で、双方の相違点を見極めた「芸術文化の通

訳者」であったことが重要となってくる。これと同じことが京

劇のアメリカ公演でも、中国に滞在する米国人研究者のアメリ

カ人に対しての「芸術文化の通訳者」と呼ぶにふさわしい役割

を果たしている（仲　2007、2008）。

次節では、梅の演技評に関して記した部分を見ておくことに

する。

3-2	 梅蘭芳の中国での劇評

日本人および日本に滞在して帰京している中国人の評文が記

載されている。

冒頭は、日本で学び西洋演劇に精通した先駆的人物、春柳旧

主の梅蘭芳について記した文章を訳述している。梅の「眼」の

表現力を評価し、「眼神あり意達するに在り無言の時に於て其
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眼神恒に自己の地位に注意す、怒眼獅子吼記の如き慧眼葬花の

如き」（村田　1919：55）といった具合にその目の表現力のある

ことを強調している。そのほか、首、肩、手、腰など諸所の動

きについても高く評価している。

当時北京の著名な劇評家張豂子の評では「梅蘭芳は技芸の絶

倫声色の優秀なる外一種の性格を有してゐる、それは蘭芳が一

度舞台の上の人となれば自ら劇中の人となり与ふ限りの力を尽

して惜しまない、平凡の事のやうであるがこれが彼れの一般俳

優に傑出した所以である」（村田　1919：59）と、役になり切っ

て集中し演じきっていることを高く評価している。

次に日本人評として、谷崎潤一郎が北京を訪れたときの様子

を以下のように記している。

小説家として文名隠れなき谷崎潤一郎氏は支那漫遊の

途次北京を過ぎ数日の滞在を屡ゝ劇場に出入して支那劇

を観察した、著者は一日氏を伴うて広徳楼に梅蘭芳の劇

を観た芸題は御碑亭
0 0 0

で蘭芳の配役は名優王鳳卿
0 0 0

であつた、

氏は劇の始終に就て仔細の注意を怠らなかつたが芝居が

終つてから北京で各処の支那劇を覗いて見たが今日始め

て劇らしい劇を見たと語り梅蘭芳の眉目と表情更にその

声調等に就き遺憾はないと賞賛して止まなかった。

	 （村田　1919：58）

北京で谷崎をつれ劇場へ同伴した際の、谷崎の絶賛ぶりを伝

えている。

また、北京に滞在している龍居枯山は、梅の「容貌」「姿」

「声」すべてが良いとし、「天才」とまで記し、また眼の表現

力も高く評価している。（村田　1919：60-63）

そして、アメリカ公使とアメリカ人の批評について、次のよ

うに紹介している。
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徐大総統が各国公使を総統府に招宴した時蘭芳は之れ

に招かれて天女散花の一曲を舞うた、席上米のライン

シュ公使は蘭芳の色芸を激賞して止まず傍の陳籙に対し

必ず一度米国に招聘せんと熱心なる口調で述べたと伝へ

られてゐる。又た支那劇曲の熱心なる研究家たる米国の

某博士は曾つて蘭芳の琴桃
3 3

[ 挑 ] 及奇双会
3 3 3

を見て蘭芳の

声色と優雅なる崑曲に対し頻りに支那の芸術と文学を賞

讃した同博士は爾来熱心に支那戯曲の研究を続けてゐる。

	 （村田　1919:60）

以上のように、立場の異なる人物による評文が記載されてい

る。

最後に、本書の題字について付記しておく。冒頭には綴玉軒

の代表的な梅のブレインである中国銀行総裁の馮耿光が寄せて

いるが、日本人として、帝国劇場での日本公演に招聘をした大

倉喜三郎も北京で梅蘭芳に送った歌を寄せている（本稿写真 7）。

以上、この生田の編んだガイドブックは多様な視点から編集

されており、本稿で引用言及した以外にも、京劇を理解して観

賞するために必要な日本語による脚本の筋書き 21篇が収載さ

れ、また《黛玉葬花》《嫦娥奔月》《天女散花》の中国語原本も

記載されている。また、代表戯曲の梅蘭芳が演じる役柄と彼の

演技に関しても執筆されており、まさに「梅蘭芳パーフェクト

ガイドブック」と成っている。

中国に滞在した日本人が、日本で初めて京劇の公演を見る観

客に向けて詳細に亙って心配りをしている。さらに前出の中国

文学研究者のエキスパートである青木正兒も「可なり纏つた智

識を吾人に齎した」と言及しているように、知識人向けのレベ

ルも保ったガイドブックであったといえよう。
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おわりに

本稿では、梅蘭芳率いる京劇の日本移動公演の発信者と受信

者をコネクトさせる活字メディアの意義について、分析整理し

た。日本と中国という漢字文化圏でくくりえる近しい関係に

あっても、実際のところそれぞれが育み継承してきた芸術文

化は細部において異なっており、それを初めて観劇するものに

とっては驚嘆し受け入れ難い点も存在する。本稿で取り扱った

資料においても、その「誤解」を出来るだけ回避するためには、

やはり「知識」を充分に身につけることの重要性が諸所で言及

されていた。

また、「京劇」という異文化を受容する日本人に対して、多

くの人々が関わり、その理解を助ける人的力の重要性も読み取

ることができた。本稿冒頭で言及した日本人にとってやはり異

文化である西洋クラシック音楽受容においても様々な努力が惜

しみなく注がれてきたことは云うまでもない。京劇の初来日の

頃には、日本ではある意味無謀といっても過言ではない「グ

ランドオペラ」や「オーケストラ」作品の創作にまで果敢に取

り組んでいる人間も存在していた。山田耕筰や近衛秀麿も欧

州に留学し、帰国後NHK交響楽団創設に尽力している。山田

は 1910 年から 3年間、三菱財閥の岩崎小弥太に援助を受け

た。そして梅劇団招聘に大きな力を果たした帝国劇場の大倉喜

八郎もクラシック音楽振興に寄与した財界人である。現在と同

様、オペラやあるいは京劇、歌舞伎など莫大な費用を必要とす

る大正期の芸能興行には企業人のサポートが必須であったこと

は、今以上に当然のことであろう。

そしてそのサポートは経済的な面でだけでなく、知識の集積

が欠くべからざるものであり、実際に、本稿で見てきたように、

映像メディアが今のように普及していない時代は、活字メディ

アの力が大きな意味を持っていた。その活字メディアの情報発
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信が、芸術 ･芸能の理解を促進させ、異文化受容に貢献して

いたことが、本稿で取り挙げた事例からも明確になった。さら

にいえば、異文化の国で学び、自文化にも精通した「文化理解

の通訳者」という人間の存在が重要であり、まさにその活字メ

ディアを操る「知識人のネットワーク」がそこに存在していた

ことも確認できたといえるのではないだろうか。
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海寧皮影戯における蚕神儀礼

－『馬鳴王』をめぐって

山下　一夫

1.	 はじめに

浙江省東部に位置する嘉興市は、養蚕業がたいへん盛んな場

所として知られる。かつては同地域だけで中国における絹糸生

産量の半分以上を占め、一帯で生産された絹糸は大運河を通っ

て京師に運ばれただけでなく、上海や寧波などから海外にも輸

出されていった。

その嘉興市に海寧皮影戯と称される影絵人形劇がある。旧時

には多くの戯班が存在し、また杭州や上海にも伝播するなど、

非常に盛んに行われた。ただ、これがいつ頃形成され、どのよ

うに伝承されてきたものなのか、またどのような受容層に支

えられてきたものなのか、詳しいことは解っていない。宋室の

南遷によって開封から杭州に移植された皮影戯が起源だとする

説を唱える者もいるが [1]、南宋の芸能が今日まで絶え間なく

伝承されてきたと考えることは、中国演劇史の一般的な状況か

らして難しいだろう。また明代南戯四大声腔の一つである「海

塩腔」の曲調を受け継いでいるのではないかともされているが、

この方面における比較検討はなされておらず、詳細は不明であ

る。いずれにしても現在、具体的な内容が解っているのは民国

期以降の状況のみである。

さて、民国期に活動していた戯班を見ると、例えば郎家班は

斜橋、徐玉林班子は木香村、魏柏栄班子は周王廟というよう	

に [2]、いずれも嘉興や海塩などの城内ではなく、街から遠く

離れた農村に位置している。これは、海寧皮影戯は、基本的に

[1]	 	江玉祥『中国影戯』（四川人民
出版社、1992 年）、228 頁など。

[2]	 	海寧檔案局（館）編著『海寧
皮影戯』（山西古籍出版社、2007
年）、13頁 -17 頁。

＊	 本稿は、平成 17 ～ 20 年度
文部科学省科学研究費・特定
領域研究「東アジアの海域交
流と日本伝統文化の形成」民
俗信仰班（「浙江・江蘇地域の道
教・民俗信仰に関する廟宇・祭神・

儀礼調査」研究代表者・二階堂善

弘：課題番号 17083038）による
成果の一部である。
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は主に農村部において需要があり、また芸人も農民が業余で行

うという、一種の農村芸能であったためである。こうした形態

は、中国の多くの地域の皮影戯においても多く見られることで

はあるが、嘉興がほかと違うのは、農家が農作以外に養蚕にも

従事していることであり、そのため当地の皮影戯は養蚕の習俗

と結びついた特徴を有している。

具体的には、皮影戯と蚕神信仰との関わりである。嘉興市一

帯では旧時、養蚕農家を中心に、蚕を司る神である「蚕神」が

広く信仰された。かれらは蚕の無事な成長を願い、様々な方法

でこの蚕神に加護を祈った。これによって生み出される儀礼空

間において、海寧皮影戯は大きなマーケットを持っていたので

ある。

本稿ではそうした海寧皮影戯と蚕神信仰との関わりのうち、

『馬鳴王』という演目の上演をめぐる問題を取り上げ、その性

質について検討してみたいと思う。

2.	 皮影戯『馬鳴王』

2008 年夏期に実施した調査において、海寧皮影戯の芸人で

ある徐二男氏が口承で伝えてきた『馬鳴王』のテキストを採集

した。徐二男氏は現在、塩官風情街演出班子に所属しているが、

これは実質的に民国期に活動していた徐玉林班子の後裔で、同

テキストもこの戯班に由来するものと思われる。以下にその全

文を掲げる。

馬鳴王菩薩到府來，	 馬鳴王菩薩がいらっしゃって、

到倷府上看好蠶。	 あなたたちの所へ蚕を見にやっ

てきた。

馬鳴王菩薩淨吃素，	 馬鳴王菩薩はお斎しか召し上が

らず、

教得千張豆腐乾。	 たくさんの豆腐乾だけを所望さ



	  	 53	  	 53

れる。

十二月十二蠶生日，	 十二月十二日は蚕の誕生の日、

家家打點蠶種腌。	 家々では蚕の卵を塩水に漬ける。

正月過去二月來，	 正月が過ぎて二月が来れば、

三月清明在眼前。	 三月の清明節はもう目の前。

清明夜裡吃杯齊心酒，	 清明節の夜は斉心酒を飲み、

各自用心看早蠶。	 皆で早生まれの蚕を見守る。

伯姆淘裡瞞得好，	 ご婦人が洗ってきちんと仕舞い、

包好蠶種放枕邊。	 蚕の卵をくるんで枕元に置いて

おく。

歇了三日看一看，	 三日休んで見てみると、

打開蠶種綠現現。	 蚕の卵から緑色の幼虫が出てき

ている。

快刀切出金絲片，	 金色の糸を切りとって、

引出烏蟻萬萬千。	 黒蟻のように群れる幼虫を引き

出す。

梓樹花開睏出火，	 キササゲの花が咲く頃三度目の

脱皮、

棟樹花開睏大眠。	 栴檀の花が咲く頃四度目の脱皮。

大眠捉得份量多，	 四度目の脱皮を終えた幼虫が多

いと、

一家老小笑開臉。	 老いも若きも嬉しくてにっこり

笑う。

當家大伯有主意，	 家の主人が考えて、

桑園地裡轉一轉。	 桑の畑を見て回る。

舊年老葉勿缺啥，	 去年の古い葉は欠けてはいない

が、

今年要缺兩三千。	 今年は二三千足りないだろう。

當家娘娘有主意，	 家のおかみさんが考えて、

吩咐開出兩隻買葉船。	 船を二隻桑の葉を買いに行かせ
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る。

一隻開到許村去，	 一隻は許村まで行き、

一隻開到章婆堰。	 もう一隻は章婆堰まで行く。

望去一片興桑園，	 一面の桑畑を眺めやり、

停脫船來問價鈿。	 船を泊めて値段を訊く。

昨日貴到三百六，	 昨日は三百六十まで値上がりし

たのに、

今朝賤脫一大段。	 今日は大きく値引きしてくれた。

難為三攤老酒鈿，	 酒三樽分のお金を使い、

裝得船裡滿堆堆。	 船にいっぱいに詰め込んだ。

一櫓雙槳來得快，	 艪一つ櫂二つで漕げば速く進ん

で、

順風順勢搖到石坨邊。	 追い風受けて船着場までやって

来た。

一根扁担兩頭尖，	 一本の天秤棒に二つの籠で、

一挑挑到大門前。	 担いで門の前までやって来た。

連吃三餐樹頭鮮，	 三度の飯を食べれば葉はもう無

くなり、

個個通到小腳邊。	 蚕の幼虫がみな成熟してきた。

東山木頭西山竹，	 東の山は丸太で西の山は竹のよ

う、

起山棚接連圈。	 蚕を入れる木の棚を取る。

八十公公篤毛柴，	 八十のお爺さんは薪を集め、

七歲官官端拷盤。	 七歳の子供はしっかり盆を持つ。

前廳後埭都上滿，	 前の庭も後ろの土手もいっぱい

になり、

還剩幾匾小伙蠶。	 あとは幾つかの蚕の幼虫が残る

のみ。

上來上去嘸處上，	 あちこち登るが身の置き所無く、

一上上到灶腳邊。	 登って炊事場まで行ってしまう。



	  	 55	  	 55

歇了三日望蠶訊，	 三日休むと繭を作りはじめ、

好像十二月裡落雪天。	 まるで十二月に雪が降ったかの

よう。

大茧做得像香櫞，	 大きな繭は蜜柑のよう、

細茧做來像湯圓。	 小さな繭は団子のよう。

魯班仙師傳妙法，	 むかし魯班さまが素晴らしい技

で、

做部絲車一萬年。	 糸車を造って後世に伝えた。

東邊踏出鸚哥叫，	 東では糸車の音が鸚哥の囀りの

よう、

西邊踏出鳳凰聲。	 西では糸車の音が鳳凰の鳴き声

のよう。

鴦鴣噠刮運絲響，	 糸を紡ぐ音は鴛鴦の声のよう。

夢絲臺上轉轉圓。	 糸はくるくる回り続ける。

粗絲要踏千萬兩，	 太い糸は千万両となり、

細絲踏出萬貫香。	 細い糸は一万貫となる。

敲落新絲棟不要，	 落とした新糸は棄てておけ、

等到來年好價鈿。	 来年になれば良い値になる。

南京客人聞得知，	 南京からは顧客が聞きつけ、

北京客人上門來。	 北京からも顧客がやって来る。

粗絲銀子用斛斗，	 太い糸は大きな枡で値を量り、

細絲銀子用斗量。	 細い糸は小さな枡で値を量る。

東至袁花並硤石，	 東は袁花と硤石に、

西至杭州古樓沿。	 西は杭州の古楼の沿岸まで。

南至沙田都賣到，	 南は沙田まで行って売り、

北及湖州太湖邊。	 北は湖州の太湖のほとりまで。

田像田地像地，	 田んぼは田んぼ、地面は地面、

團團四轉成方圓。	 くるくる回って丸くなる。

今朝做了皮影戲，	 今日は皮影戯をやりましたので、

年年吉慶保平安。	 これで毎年万事めでたし。
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蠶花廿四分，	 蚕花が大豊作になり、

祝倷生意興隆。	 商売繁盛をお祈りします。

3.	『馬鳴王』の上演

嘉興市一帯の養蚕農家では、清明節前後を中心として旧暦の

三月から五月にかけて、蚕の幼虫が孵化する時期に戯班を呼ん

で皮影戯を上演し、繭糸の豊作を祈願する習俗があった。これ

を「蚕戯」と称する。現在では廃れてしまっているが、民国期

には広く行われ、解放後の農業集団化まで続いていたという。

蚕戯上演に際しては、蚕神の一種である蚕花五聖の説話を

演じる『三角金磚』が選ばれることも多かったが [3]、特にこ

れに限るという訳ではなく、常演演目の中から点戯に応じて選

ばれたものも行われた。ただその場合でも、最後に必ず前掲の

『馬鳴王』が上演された。すなわちこの演目が蚕戯を特徴づけ

るものということになる。

『馬鳴王』は、それまで上演していた演目の背景や人形を片

付けながら、白馬に乗った馬鳴王菩薩の人形を置くことで始ま

る。上演自体はあまり時間を要さず、唱い終わるとスクリーン

として使っていた綿紙を外して農家の女性に与える。これは

「蚕花紙」と称し、縁起物として蚕の卵を包むために使われる。

なお包むことを海寧方言で「包発」と言うが、これは「包拍」、

すなわち「（豊作を）保証する」と同音であるという [4]。

嘉興市一帯には、崑劇・灘黄・花鼓戯・越劇・京劇などの人

戯も分布しているが、これらが「蚕戯」の担当をすることが無

いのは、一つには上演場所となる養蚕農家の広さや観客数の問

題があるだろう。皮影戯は少人数での上演に適しており、費用

も人戯ほどにはかからないので、うってつけなのである。

ただもう一つの理由として、海寧皮影戯自体の持つ宗教儀礼

的側面も関係しているように思われる。『馬鳴王』の唱詞自体

は養蚕の過程をユーモラスに唱う非常に通俗的なものではある

[3]	 	海寧皮影戯『三角金磚』に
ついては、後述するように別
稿を予定している。

[4]	 	「蚕戯」の習俗については徐
二男氏の教示による。また海
寧檔案局（館）編著前掲書 54
頁を参照。
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が、ただ冒頭部分で馬鳴王菩薩の来臨を告げることは大いに注

目される。ここでは実際に人形を憑り代として馬鳴王菩薩の神

霊が降臨していることを暗に示していると考えられるからであ

る。これに続いて描写されている蚕の誕生から絹糸の出荷まで

の過程も、全体をこの馬鳴王菩薩が見守るという構成になって

いると見なし得るだろう。上演に用いたスクリーンを縁起物と

して観衆に与えるのも、蚕花紙自体が神霊の憑依した人形を

動かしたものであるからこそ、護符と同様の効能を期待できる

ことになるのだ。こうした点から考えると、蚕戯および『馬鳴

王』は、世俗的要素が強くなっているとは言え、宗教儀礼とし

ての人形劇上演という性質を有していると考えられる。

実際、民国初期の郭店呉家角二和尚班子の「二和尚」や、郭

店李家場馬廷峰班子の「沈小和尚」など、海寧皮影戯の芸人に

は和尚という言葉を名前に冠する者がいるが、これは野道士や

拝懺和尚などが芸人に転じることが多かったためであるとされ

ている [5]。そうした点で海寧皮影戯は、浙江省の南に位置す

る福建省や広東省で行われ、宗教職能者が上演を担当する傀儡

戯などに連なっていくものとも見なすことができるだろう。

4.	 皮影戯『馬鳴王』と民歌『馬鳴王』

さて、海寧皮影戯『馬鳴王』には、徐二男氏のテキストとは

別に、海寧市檔案局が採集したテキストがある。これは「老芸

人の口述に拠る」とするのみで、具体的な出所は明記されてい

ないが、檔案局の資料整理に協力した皮影人形美術家の王銭松

氏の提供になるものかとも思われる [6]。

両者を比較すると、基本的には同じ系統のテキストだと言う

ことができるのだが、檔案局テキストは韻文の最後の部分が異

なっているほか、冒頭部分に徐二男氏のテキストには無い、馬

鳴王の素性を語る以下のような一段がある。

[5]	 	海寧檔案局（館）編著前掲書
14頁を参照。

[6]	 	海寧檔案局（館）編著前掲書
2頁に、徐二男氏や県劇団出
身の沈聖標氏と並んで、この
王銭松氏の名が上がっている。
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馬鳴王菩薩下凡來，	 馬鳴王菩薩が下凡され、

身騎白馬坐蓮臺。	 白い馬に跨り、蓮台に座ってい

る。

馬鳴王菩薩出身處，	 馬鳴王菩薩の出身は、

出身東陽義烏縣。	 東陽義烏県の生まれ。

爹爹名叫王伯萬，	 お父さんは王伯万、

母親堂上柳玉蓮。	 お母さんは柳玉蓮。

命裡算來無兒子，	 占いでは男の子は出来ない運命、

產生三個女裙釵。	 そして三人のお姫様が生まれた。

大姐二姐招夫去，	 長女と次女は結婚したが、

三姐年輕要修仙。	 三女は若くして神仙の修行を志

した。

一修修到十六歲，	 十六歳まで修行をしたが、

十七歲上赴黃泉。	 十七歳の時に黄泉の国に赴いた。

三更托夢娘曉得，	 深夜に母の夢枕に立って知らせ、

香火燈燭接進來。	 線香の煙や蝋燭の灯りが絶えま

せん。

このテキストによれば、馬明王菩薩はもともと「東陽義烏

県」出身の女性で、上の二人の姉と違って自らは結婚せずに神

仙となる修行を積み、何らかの理由によって十七歳の時に地獄

へと下ったが、母親の夢枕に立って顕霊し、その後蚕神となっ

たということになる。

さて、中国で行われている馬鳴王という神格についてはすで

に多くの先行研究があるが、基本的には晋・干宝『捜神記』巻

十四「女化蚕」に見える以下の著名な蚕女説話の系譜を継ぐも

のである [7]。

昔のこと。ある役人が遠くへ出掛けることになりました。

家には一人娘しかいませんでした。牡馬が一頭いて、娘

[7]	 	太古之時，有大人遠征，家

無餘人，唯有一女。牡馬一

匹，女親養之。窮居幽處，思

念其父，乃戲馬曰：「爾能為

我迎得父還，吾將嫁汝。」馬

既承此言，乃絕韁而去。徑至

父所。父見馬，驚喜，因取而

乘之。馬望所自來，悲鳴不已。

父曰：「此馬無事如此，我家

得無有故乎 .」亟乘以歸。為

畜生有非常之情，故厚加芻養。

馬不肯食。每見女出入，輒喜

怒奮擊。如此非一。父怪之，

密以問女，女具以告父：「必

為是故。」父曰：「勿言。恐辱

家門。且莫出入。」於是伏弩

射殺之。暴皮於庭。父行，女

以鄰女於皮所戲，以足蹙之

曰：「汝是畜生，而欲取人為

婦耶。招此屠剝，如何自苦。」

言未及竟，馬皮蹶然而起，卷

女以行。鄰女忙怕，不敢救之。

走告其父。父還求索，已出失

之。後經數日，得於大樹枝間，

女及馬皮，盡化為蠶，而績於

樹上。其蠒綸理厚大，異於常

蠶。鄰婦取而養之。其收數倍。

因名其樹曰桑。桑者，喪也。

由斯百姓競種之，今世所養是

也。
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はたいそう可愛がっていました。父のいない寂しさに耐

えかね、娘は戯れに馬に言いました。「お前が私の父さ

んを連れて帰ってきてくれたら、私はお前のお嫁さんに

なってあげる。」馬はこれを聞くや、手綱を引きちぎっ

て走り去り、まっしぐらに父親のもとへ駆けつけました。

父親は馬を見てたいそう喜んで乗りました。ところが馬

はやって来た方向を見て、悲しげに鳴きます。父親は言

いました。「この馬は怪我をしているわけでもないのに、

もしや家になにかあったのだろうか。」父親は急いで帰

りました。馬の真心に打たれた父親は馬草をたくさん与

えましたが、馬は食べようとしません。馬は娘の姿を見

ると、喜んだり、怒ったりして嘶きます。こんなことが

一度ならず起こるので、父親は不思議に思い、こっそり

娘に尋ねてみたところ、娘は「きっとこのせいです」

と、事の次第をつぶさに話しました。父親は言いました。

「このことは誰にも言うな。家の恥になる。お前は家を

出ないように。」そして石弓で馬を射殺し、皮を剥いで

庭に置きました。父親が出掛けた後、娘は隣の娘と馬の

皮のところで遊んでいましたが、足で皮を踏んで言いま

した。「お前は畜生のくせに、人間をお嫁さんにしよう

なんて考えるから、こうして皮を剥がれたのよ。自業自

得よね。」その言葉が言い終わらないうちに、馬の皮が

ばっと娘を包み込んで、飛んで行ってしまいました。隣

の娘は慌てふためいて助けることもできず、父親に知ら

せました。父親が帰ってきて娘を捜しましたが、どこに

も見あたりませんでした。数日後、大木の枝の間で、娘

と馬の皮が蚕となって、木の上で糸を吐き出しているの

を見つけました。その繭はとても大きく、普通の繭とは

違っていました。隣の娘が取って育てたところ、数倍の

糸がとれたので、この木を桑と名付けました。桑とは喪
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という意味です。人々は争ってこの虫を飼いました。こ

れが、今飼われている蚕の始まりです。

これとほぼ同内容の記載が唐・皇甫『原化伝拾遺』（『太平広

記』巻四百七十九「蚕女」条）、明・無名氏『三教源流捜神大全』

巻三「蚕女」などにあるが、いずれも娘は一人となっている。

この蚕女説話は現代の嘉興市一帯でも行われており、同内容の

民話が海塩県でも採集されているが [8]、同地域ではこれ以外

にも実に様々なバリエーションが分布している。例えば汪維

玲氏は嘉興市の蚕神説話として以下のようなものを紹介してい	

る [9]。

蚕花公主は武員外の娘でした。ある時、員外は兵を率い

て新市（含山の隣町）と戦いましたが、負けて敵に囲まれ

てしまいました。蚕花公主はどうしたら良いか途方に暮

れ、以下のようなお触れを出しました。「父が新市で包

囲されてしまいました。父を救って国境から脱出させる

ことができた者と、私は一生添い遂げます。」お触れが

貼り出されてからだいぶ経って、一匹の白馬がこれをは

ぎ取って、父親を救って戻ってきました。しかし員外は

事情を知ってから、娘を馬と結婚させようとはしません

でした。蚕花公主は白馬のもとに嫁ぐことをあくまで主

張したので、父親は一計を案じ、召使いを身代わりにし

て、清明節の時に婚礼を行いましたが、白馬に見破られ

てしまいました。白馬が暴れるので、員外は計略がばれ

たと解り、火で白馬を焼き殺してしまいました。蚕花公

主は白馬が殺されたと聞いて、部屋の中で壁に身をぶつ

けて死んでしまいました。家の者は白馬と蚕花公主を

別々に含山の山頂に葬りました。二ヶ月後、蚕花公主の

墓から一本の桑の木が生えてきました。葉は鮮やかな緑

[8]	 	「蚕花娘娘（海塩県）」。『中国
民間故事集成・浙江巻』（中国
民間文学集成全国編輯委員会・『中

国民間故事集成・浙江巻』編輯委

員会編、中国 ISBN 中心、1997 年）、
489 頁 -490 頁。

[9]	 	相傳蠶花公主是武員外的女
兒，一次員外率兵去新市（含
山鄰郷）打仗，兵敗被圍。蠶
花公主情急無奈，乃出告示，
云：“ 吾父被圍新市，凡能力
救吾父出險境者，願將終身許
配之…。” 告示貼出已久，一
匹白馬揭下告示，並就回了父
親。但員外得知真情後，不許
女兒與馬成親。因蠶花公主堅
持要嫁給白馬，其父想了一法，
以丫鬟代替公主，在清明節這
天舉行婚禮，被白馬識破，白
馬狂奔亂跳，員外見計敗露，
火冒三丈，殺死白馬。蠶花公
主聞説白馬慘遭殺害，在房中
撞壁而死。家人把白馬和蠶花
公主分別安葬在含山頂上。兩
個月後，蠶花公主墳上長出一
顆桑樹，樹葉青翠肥大；而白
馬墳上出現許多蠶寶寶，這些
小蠶慢慢爬到蠶花公主墳上的
桑樹上，吃起樹葉來。（汪維玲
「杭嘉湖蚕民信仰与養蚕禁忌」、『中

国民間文化（94/4）』学林出版社、

1994 年。）
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色で、また肉厚でした。また、白馬の墓からはたくさん

の蚕が現れて、ゆっくりと蚕花公主の墓の上の桑の木へ

と登っていき、葉を食べ始めました。

これを見た人々が蚕を飼ったのが養蚕の始まりであり、また

嘉興市の西境にある含山は蚕花公主を祀る聖地となったという。

これは明らかに、『捜神記』で言えば巻十四に見える「盤瓠」

説話風に変化したバージョンである。そしてこの蚕花公主が馬

鳴王だとされているが、説話の相違を受けてか、地域によって

は両者は別個の神格だともされている。

『馬鳴王』は、こうした嘉興市に分布する蚕神説話の幾つか

のバリエーションのうち、「三人目の娘」というモチーフを取

り込み、かつ馬が娘を連れ去ってしまうという部分が他の要素

に変わったものとすることができるが、これと同内容のものは

実は当地の「蚕歌」あるいは「唱蚕花」と称する習俗で唱われ

ている。これは毎月農暦の一日に、「馬頭娘」（馬鳴王）の塑像

を載せた天秤棒を担ぎ、小鑼を叩きながら養蚕農家の間を回っ

て、まさに『馬鳴王』というタイトルの歌を歌って歩くという

ものである。徐春雷氏の紹介しているテキストの冒頭部分は以

下の通りである [10]。

馬鳴王菩薩坐蓮臺，	 馬鳴王菩薩が蓮台に座り、

到儂府上看好蠶。	 あなたたちの所へ蚕を見にやっ

て来た。

馬鳴王菩薩坐在啥所在，	 馬鳴王菩薩は何処にいるかとい

うと、

坐在東陽義烏縣。	 東陽義烏県にいらっしゃいます。

また、顧希佳氏の採集したテキストでは以下のようになって

いる [11]。

[10]	 	徐春雷「蚕歌与蚕郷習俗」、
『中国民間文化（第二集）』（学
林出版社、1991 年）所収。

[11]	 	顧希佳「杭嘉湖蚕郷信仰習
俗査考」、『民間文芸季刊』
1986 年第三期（上海文芸出版
社、1986 年）所収。
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馬鳴王菩薩到門來，	 馬鳴王菩薩が門までいらっ

しゃって、

身騎白馬登蓮台。	 白い馬に跨り、蓮台に座ってい

る。

馬鳴王菩薩勿是今年出，	 馬鳴王菩薩は今年現れたのでは

なく、

舊年出，	 去年現れたのでもなく、

宋朝手裡到如今。	 宋朝に現れ今に至ります。

馬鳴王菩薩出起啥地方，	 馬鳴王菩薩の出身は、

出在東陽義烏縣。	 東陽義烏県の生まれです。

また、嘉興市一帯ではかつて「騒子歌」という講唱文学の一

種が行われていた。これは「桑子」「焼紙」「双嘴」とも称し、

比較的長編の韻文を唱う芸能だが [12]、これにも『蚕花書』と

いう演目がある。ここでは馬鳴王菩薩がやはり三女となってい

るほか、父親の名前も「鄭百万」となっていて、内容的にも

『馬鳴王』と非常に近い [13]。蚕歌は曲調が騒子歌と共通して

いるため、前者のテキストはいわば後者の簡略版として作られ、

唱われたものと思われる。

さて、上記の蚕歌を見ると、皮影戯『馬明王』とは内容的に

も同じ蚕神説話のバリエーションを使っているだけでなく、韻

文の構成や唱詞の字句などもほぼ同じものとなっている。つま

り皮影戯と蚕歌は同じテキストを共有しているのである。

海寧皮影戯の他の演目は、テキストが台詞と唱詞に分かれて

おり、演劇としての体裁を持っているのに対し、この『馬鳴

王』は唱詞だけが延々と続くという点で特異であることを考え

ると、蚕歌で行っているテキストを海寧皮影戯が取り込んだも

のだとするのが自然であろう。蚕歌自体は旧時、養蚕農家の農

民であれば行うことが出来る者が多かったことを考えると、皮

[12]	 	海塩県志編纂委員会編『海
塩県志』（浙江人民出版社、1992
年）、772 頁。

[13]	 	県文化館が採集した馮茂章
氏によるテキストが、中国民
間文芸研究会浙江分会『騒子
歌謡選』（中国民間文芸研究会浙
江分会、1981 年）に収録され
ている。
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影戯はそうした「誰もが知っている」歌を人形を使って上演す

ることで、観衆の歓心を買うと同時に、人形を憑り代にすると

いう皮影戯に特徴的なあり方をその上に被せることで、蚕神儀

礼の体裁を整えたもの、とすることができるのではないだろう

か。

5.	 おわりに

本稿で検討した蚕歌のテキスト『馬鳴王』と海寧皮影戯『馬

鳴王』の関係を見ると、皮影戯は説唱からテキストを融通でき

るという状況にあることが解り、両者の分野上の近接性を見て

取ることができる。かつて孫楷第は説唱芸能から人形劇に展開

発展するという学説を唱えたが、『馬鳴王』においてはこれが

テキストレベルで生じたものと言うこともできるだろう。

なお本稿で蚕神説話のバリエーションについて幾つか触れる

所があったが、これは地域や集団によって異なる物語が行われ

ていたことが背景にある。徐二男氏が伝承したテキストでは、

冒頭の馬鳴王の素性を語る部分が存在していなかったのも、あ

るいはそこで語られていた内容が徐玉林班子と関わる集団の伝

える説話と齟齬があったために削られたものなのかも知れない。

様々なバリエーションを持つのは一つの蚕女説話の内部だけ

のことではない。嘉興市一帯では馬鳴王菩薩以外にも実に様々

な蚕神が信仰されており、しかも時にそれらは同一地域・集団

において並立して存在するという現象も観察される。海寧皮影

戯においても、蚕神の物語は他にも蚕花五聖という別の神格の

由来を述べる演目『三角金磚』があり、『馬鳴王』とはまた異

なる特質を有しているのだが、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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江南皮影戯初探

千田　大介

はじめに

皮影戯、すなわち皮革や紙を切り抜き彩色した人形を、スク

リーンの後ろから灯火で透かして投影し演じる影絵人形劇は、

宋代に文献にあらわれ、旧時、中国の各地で広く行われていた

伝統芸能である。清末から民国時期にかけて最盛期に到達した

後、伝統社会の変容、近代的な娯楽メディアやコンテンツの出

現といった環境の変化によって、今や老芸人と老観客によって

かろうじて命脈を保っている状況である。

現在、中国で皮影戯が盛んな地域としては、河北・東北、陝

西・甘粛、四川、湖南などが知られているが、その大半は北

方・西北・西南などの経済的にやや立ち後れた地域である。一

方、古来、中国経済の中心地域である長江デルタ、いわゆる江

南地方にも皮影戯が存在している。

北方の皮影戯は、主要な劇種として地域社会に大きな影響を

与えているものが多いが、江南には多くの伝統劇・芸能が存在

しているため、皮影戯の影響力は比較的弱いと思われる。その

ためか、江南皮影戯に関する研究はさほど多くない。しかしそ

れ故に、皮影戯という劇種の他の伝統劇・芸能に対する特色を

明らかにする恰好の素材となり得るであろうし、また、皮影戯

を通した地域社会の比較も可能となろう。

かかる見地から本稿では江南の皮影戯を取りあげ、主に文献

資料の調査・分析を通じて、皮影戯の分布や歴史について、そ

の概略を明らかにしたい。

ある地域に皮影戯が存在するか否かを把握するために、本稿

＊	 本稿は、平成 17 ～ 20 年度
文部科学省科学研究費・特定
領域研究「東アジアの海域交
流と日本伝統文化の形成」民
俗信仰班（「浙江・江蘇地域の道
教・民俗信仰に関する廟宇・祭神・

儀礼調査」研究代表者・二階堂善

弘：課題番号 17083038）による
成果の一部である。
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では、論文・調査報告や雑誌・新聞記事等のほか、新編地方志

をも活用する。1980 年代以降、各地方政府によって編纂され

ている新編地方志は、記述がともするとステレオタイプ的で、

時に実際に取材しているのか否かが疑わしい記事が混入してい

る点には留意が必要であるものの、民間芸能や演劇などについ

ても項目を立てているものが多く、行政単位ごとに皮影戯の存

在状況を確認する上でうってつけの素材であると言える。

1	 海寧皮影戯

1-1	 海寧皮影戯の流行地域

江南地方で皮影戯が行われている地方はごく限られているが、

その中で、とりわけよく知られているのは浙江省嘉興市海寧市

の皮影戯である。その流れを汲む皮影戯の劇団は、嘉興のみな

らず上海にも存在しており、それが江南においてもっとも影響

力の大きい皮影戯劇種であることは論を俟たない。この皮影戯

を本稿では、海寧皮影戯と呼ぶことにする。

皮影戯研究の一つの金字塔である、江玉祥『中国影戯与民

俗』[1]が言及する江南地方の皮影戯は、二つある。一つは、

劉煥林「澄西農村的演劇和雑戯」[2]に見える、江蘇省無錫市

江陰市の農村で行われていた紙影戯で、同論文以外の資料に

見られないものである。もう一つが “ 浙江皮影 ”、すなわち本

稿でいうところの海寧皮影戯である。同書では、全国の皮影戯

を七系に分類した中に「杭州影系」を立て、その下位分類であ

る「浙江皮影」の行われている地域が、杭州・寧波・紹興・餘

杭・海寧・平湖・海塩・桐郷・徳清であるとする。

筆者が浙江省の新編地方志で確認したところでは、海寧皮影

戯に言及しているのは、嘉興・桐郷・海寧・海塩にとどまった。

いずれも、嘉興市に属している。江玉祥が挙げる地名ではこの

ほか、日中戦争の激戦地として知られる平湖が、嘉興市に属し

ている。また、杭州に関しては、省の皮影劇団が組織されたの

[1]	 淑馨出版社、1999。
[2]	 『民衆教育』第五巻四・五期
合刊「民間芸術専号」、1937。
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で皮影戯が存在したことが

あるし、余杭についても嘉

興市に隣接するため、海寧

皮影戯の劇団の活動範囲内

であったと思われる。ただ

徳清については、湖州市の

中南部で嘉興市から隔たっ

ているため、多少の疑問が

残る。また、海寧と杭州湾

を隔てた寧波・紹興に関し

ても、やはり具体的な資料

が見つかっておらず、今後

の確認が必要である。いず

[3]	 浙江人民出版社、1992。
[4]	 50 年代起日渐衰落，今已绝迹。

[5]	 上海書店出版社、1997
[6]	 1956 年成立崇德县皮影戏剧

团。……1983 年停演。

[7]	 上海人民出版社、1993

れにせよ、海寧皮影戯の中心的な流行地域は、上海・嘉興・杭

州を結ぶライン、すなわち京杭大運河および鉄道滬杭線よりも

南東側の一帯ということになる。

しかし、新編地方志に記事がある地域でも皮影戯が現在残っ

ているわけではない。

50 年代以降しだいに衰退し、現在は跡形もない。

（『海塩県志』[3]pp.774）[4]

1956 年に崇徳県皮影戯劇団が成立した。……1983

年に上演を停止した。（『桐郷県志』[5]pp.1173）[6]

嘉興市で現在も皮影戯の芸人が存在するのは、海寧市の塩官

付近に限られている。

江玉祥は、また、浙江皮影戯と同系統の「上海皮影」につい

て、「南匯および浦東全区」で流行しているとする。

この皮影戯については、江氏の著書刊行後に世に出た新編地

方志『上海県志』[7]が、特に一項を立てて詳述している。そ



	  	 67	  	 67

れによると、上海の西南部、地下鉄一号線の終着駅である莘荘

にほど近い七宝鎮に皮影戯の劇団が存在していた。その皮影戯

の由来については、以下のように述べる。

清の光緒年間の初め、七宝の毛耕漁は浙東の皮影芸

人・殷茂功から学び取って帰郷し、高台山歌の名手・趙

少亭（阿全）を弟子に収めた。師弟は影人を作り、道具

を準備して、一年あまりで用意が調った。そこで、礫琳

廟の釈懐周を笛師に、鍛冶屋の主人・銭連奎を糸竹に、

道士・陳妙根を鼓手として、皮影劇団を組織した。後に、

青浦の武学生員・蔡鴻儀が「鴻緒堂」という額を贈った。

1880 年（光緒六年）春、七宝鎮の解元庁で初めて上演し、

一気に名をなした。おこなわれた範囲は、県外の奉賢に

まで及ぶ。（pp.1283）	[8]

毛耕漁が皮影戯を学んだ具体的な場所については、以下のよ

うに見える。

友人を金山に訪ねた際に浙東皮影戯を見て、どう

してもやってみたくなり、殷茂功に弟子入りした。

（pp.1283）[9]

金山とは、すなわち上海市の浙江省境にほど近い杭州湾沿岸

の町・金山衛のことである。浙東とは、一般に紹興・寧波など

銭塘江以南の東部地域を指すが、ここでは浙江省の北東にあた

る嘉興市のことを指すのであろう。実際、同県志が掲げる影人

の図像の造形は、あきらかに海寧皮影戯の流れを汲むものであ

る。金山衛で皮影戯が行われていたことは他の資料に見えない

が、しかし嘉興市と接する杭州湾沿いの都市であり、地域的に

連続性があるので、海寧皮影戯が進出していたと見て問題なか

[8]	 清光绪初年，七宝毛耕渔从浙

东皮影艺师殷茂功学成回乡，

收高台山歌能手赵少亭（阿全）

为徒。师徒制配皮人，准备道

具，年余就绪，遂由砾琳庙释

怀周为笛师，铁铺铺主钱连奎

主丝竹，道士陈妙根充鼓手，

组成皮影班，后由青浦武学生

员蔡鸿仪题赠额名“鸿绪堂”。

1880 年（光绪六年）春，首演于

七宝镇解元厅，一举名传。流

传所及，县境外兼达奉贤。

[9]	 方友于金山，观浙东皮影戏，

跃跃欲试，拜艺师殷茂功。
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ろう。

七宝の皮影戯については、このほか璩

墨熙口述・段煉整理「皮影人生――上海

七宝民間芸人訪談録」[10]にも詳しいが、

皮影戯成立の経緯については『上海県

志』と一致する。それらの資料によると、

七宝の皮影戯は、海寧皮影戯の基礎の上

に上海的な要素を加えた、独自の洗練さ

れた風格を形成したとされる。

なお、七宝の皮影戯は 2004 年に数十

[10]	『史林』、2006 年 S1 期

[11]	 張菡「四十年，江南皮影重現
江湖」（『上海戯劇』2004 年 3期）

[12]	「百年海派皮影有望傳承　七
宝皮影芸術館 14 日開放」
（『解放日報』2008.6.18）

[13]	「四十年，江南皮影重現江湖」。

上海七宝皮影戯影人
（『上海県志』）

年ぶりの復活公演が行われ [11]、2008 年には皮影戯館がオー

プンして固定の上演・展示場所が確保されている [12]。前者の

復活公演が、上海在住のオランダ人女性・孟瑪莉氏が上海文

聯に働きかけて実現したものであり、また皮影戯館の成立が

2006 年に始まった中国国家級非物質文化遺産登録申請の狂騒

とリンクするものである点は、皮影戯の現代的な存在価値を端

的に物語るものであると言えよう。ただし、現在の七宝皮影

戯で演じられる台本は 2000 年以降に再創作されたものであり、

影人も同時期に収集・補充されたものであるというので [13]、

必ずしも伝統的な芸が忠実に継承されているとは限らないよう

だ。こうした点については、今後、現地調査を通じて明らかに

する必要があろう。

1-2	 海寧皮影戯の特色

海寧皮影戯に関しては、筆者は既に数次の現地調査を実施し、

老芸人へのインタビューなどを蓄積している。しかし、現地調

査は未だに継続中であるため、本稿では老芸人のライフヒスト

リー、劇団や海寧皮影戯の社会的位置づけといった問題に関す

る詳細な考察には踏み込まず、主に文献資料によってその概略

をまとめ、清代以前の歴史について検討することにする。

1-2-1 影人と名称
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海寧皮影戯は、現地では「影子戯」・「百紙頭阿三」・「紙

人」などと称されている [14]。「紙頭」・「紙人」と呼ばれるのは、

『都城紀勝』・『夢梁録』の、当初紙製であった影人が後に羊皮

で作られるようになった、という記述に対応するものである。

影人の材質については、各種文献資料は羊皮であるとしてい

るが、江玉祥は近年、牛皮およびセルロイド製のものが出現し

たとしている。海寧市档案局『海寧皮影戯（図文版）』[15]によ

れば、近年、製革技術の向上によって、何層かに剥いだ薄手の

牛皮が作られるようになったので、羊皮から牛皮に改められた

のだという。

海寧皮影戯の影人の画像は、『海寧皮影戯（図文版）』が豊富

に掲載している。それらの図版から窺える海寧皮影戯影人の造

形上の特色としては、まず頭が輪郭を残してくりぬいた「空

臉」ではなく、顔の形に切り取った皮革に目鼻などを描いた

「実臉」である点が挙げられる。中国の皮影戯で実臉を採用す

るものとしては、河南省の桐柏皮影戯が知られている。あるい

は、北宋の首都のあった河南と南宋の首都が置かれた浙江の皮

影戯が共通する特色を有するのは、宋代皮影戯の遺風をとどめ

るからであるとも思えるが、しかし、桐柏皮影戯が行われる河

南省信陽市が、湖北省との境界に位置し、鄭州・開封などの

黄河流域よりも、むしろ武漢に近い地域であることを考えれば、

[14]	 倪鑫竜「海寧皮影戯的伝入継
承発展和創新」（『戯文』2004
年 4期）、陳宰「海寧皮影戯与
塩曲」（『戯文』2005 年 3期）

[15]	 山西古籍出版社、2007。

海寧皮影戯影人
（『海寧皮影戯（図文版）』）その蓋然性は低いと言えよう。

もう一つの造形上の特色としては、腕

と足の処理が挙げられる。『海寧皮影戯

（図文版）』に挙げる影人の多くは腕が一

本だけであり、また、両足を分けずに一

体に彫刻したものも多く見られる。ただ

し、全てが一本というわけではなく、両

手・両足が動くように出来たものも見ら

れる。そうした影人は、立ち回りに用い
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られるものが多いように見受けられる。おそらく手・足一本ず

つの影人が基本形で、上演におけるニーズにあわせて、二本の

ものも用いられるのであろう。手が一本の影人は、他に湖北の

雲夢皮影戯にも見られる。

影人のサイズは 30～ 33cm、すなわち一尺である。

1-2-2 音楽

海寧皮影戯の音楽については、前掲『海寧皮影戯（図文版）』

と崔金華・石晨陽「走進民間芸術――徴集海寧皮影戯資料隨

筆」[16]に詳しい。以下、それらの記述に基づいてまとめる。

海寧皮影の演目は、開台戯と正本戯に分かれ、それぞれ音楽

が異なっている。

まず開台戯は、すなわち開場戯のことであり、多くが武戯で

ある。音楽は乱弾が用いられる。乱弾は弋陽腔とも称されると

いうが、要するに皮黄である。曲牌として、回竜・三五七・文

二凡・武二凡・武三凡などが挙げられる。しかし、皮黄は板腔

体であるから、板式と呼んだ方が正確だろう。伴奏楽器は、回

竜・三五七では笛子が、それ以外では小二胡、すなわち京胡が

用いられる。曲調は激しく高らかで、朝廷の大臣や英雄豪傑の

歌唱に適している。

正本戯の音楽は長腔・塩曲・阿拉腔・高腔などと称される。

「阿拉」とは現地の方言で、「我々の」というような意味であ

る。曲調は穏和で情緒纏綿としており、才子佳人などの叙情的

な場面の歌唱に適している。伴奏楽器には、笛子・二胡が用い

られる。

主要な曲牌には以下のものがある。

酒満金杯、八仙慶寿、当頭君官、忙下跟感謝、皇榜招賢、

十載清灯、酒色財気、学余攻書、歩出蘭王、見紅秋生、

死去還魂、祥雲万道、混江竜、進花園、桂枝香、鎖南子、

上朝例、下江関、歩歩高、浣紗調、叫王竜、想夫君、蔣

[16]	（浙江档案、2007 年第 2期）
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世竜、山坡羊、嘆無常、男引子、女引子、数十殿、双落

尾、常腔、尾声、招供、哭腔、吊腔、魚曲、上告、出猟、

長腔双落尾、南腔十八板、哭書担、急板似雲飛、訓子、

小団円、夜蟠桃、跌雪、日出扶桑

以上は『海寧皮影戯（図文版）』から引用したが、「歩出蘭

王」は「歩出蘭房」、「鎖南子」は「鎖南枝」の誤りであろう。

「叫王竜」は「降黄竜」であろうか。

「八仙慶寿」・「混江竜」・「桂枝香」などのように、明清の南

曲や崑曲などと共通する曲牌名が見える一方、「酒色財気」・

「魚曲」・「招供」・「跌雪」などは、呉梅『南北詞簡譜』にも見

いだせない。こうした曲牌の用いられ方について、『海寧皮影

戯（図文版）』は以下のように述べる。

兄弟の挨拶では「桂枝香」を、奏上の時には「臣奏明

君」を、狩りの時には「出猟」を、酒を飲むときには

「酒満金杯」を歌う……。（pp.51）[17]

固定の曲牌が用いられているとはいえ、それは物語上の場面

によって取捨選択されて用いられるものであり、宮調に基づい

て排列が決まっているわけでは無い、つまり純粋な曲牌聯套体

ではないようである。

1-2-3 劇団

海寧皮影戯の劇団については、『海寧皮影戯（図文版）』が詳

しい。それによると、清末から民国時期にかけて海寧には 12

の皮影劇団があり、斜橋・郭店・周王廟・路仲・長安鎮など、

海寧の西部に分布していた。

中華人民共和国建国後は、1955 年に海寧の皮影芸人によっ

て杭州に浙江省木偶皮影芸術劇団が組織されるが、58 年には

そのうちの皮影隊が浙江省皮影劇団と改称され、海寧に「下

[17]	 拜弟兄唱“桂枝香”；保本时

唱“臣奏明君”；打猎时唱

“出猎”；喝酒时唱“酒满金

杯”……。
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放」される。その後、1959 年には全国皮影木偶観摩演出に参

加している。文革後は、1979 年に省文化庁によって朝陽青年

皮影隊が組織されるが、1986 年に活動を停止している。その

後は 1995 年には影人彫刻家として知られる王銭松の主導に

よって、斜橋鎮文化站皮影班子が成立するが、2年余りで解散

する。その後も、主に観光資源としてのニーズによって、臨

時に劇団が組織されていたが、2003 年、銭塘江の逆流観覧ス

ポットとして知られる塩官に整備された古鎮風の街並み、塩官

風情街に上演場所が設けられ、塩官風情街演出班子が常駐して

いる。一方、2004 年には沈聖標氏が江南皮影芸術団有限公司

を設立、海寧皮革城などで皮影戯を上演している。

劇団については、劇団員へのインタビューを元に、稿を改め

て詳細に論ずる予定である。

1-2-4 劇団構成

海寧皮影戯の劇団は、5名で構成され、「五人忙」と称され

る [18]。皮影戯は一般に、冀東・北京・山西・陝西など北方で

は「七緊八忙九稍停」と言われるのに対して、海寧・河南・湖

北などでは 5人程度が一般的である [19]。

劇団の分担は以下の通りである [20]。

⃝簽手（灯底下）：スクリーン中央：歌唱・影人操作

⃝前手：簽手の左：嗩吶・竹笛・堂鼓などの演奏

⃝下档（翻箱）：簽手の右：影人の整理

⃝上档：簽手の右後方：二弦・大号

⃝後曹：簽手の左後方：二胡・板胡・鼓板

1-2-5 上演地域・文脈

海寧の劇団は、旧時、海寧県内にとどまらず、桐郷・嘉善な

ど、嘉興地区の各地にまで上演に出かけたという。清末民国時

期には、海寧県内の農村で広く受容され、農村の「大戯」で

[18]	『海寧皮影戯（図文版）』

[19]	『中国影戯与民俗』第七章
「中国影戯的流派及其分分付
地域」

[20]	 蔣連根「海寧皮影風采依旧」
（『文化交流』2003 年第 5期）
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あった [21]。

皮影戯の上演の文脈には、

⃝家庭の喜慶・敬神等

⃝廟会

⃝	「蚕花戯」

などがある [22]。「蚕花戯」は、清明のころ、その年の養蚕の順

調を蚕神に祈祷するために、夜通し皮影戯を上演するものであ

る。上演後、スクリーンの桃花紙を招請者に贈り、蚕棚に貼り

付けるという。中国有数の絹糸の産地である同地域ならではの

ものであると言えよう。蚕花戯についての詳細な考察は、本誌

所収の山下一夫氏の論攷に譲る。

各劇団のレパートリーは 100 から 300 に達し、上演時に招

請側が「点戯」する [23]。報酬は、民国時期以前は物納で、上

演一回ごとに米 7斗であった [24]。

上演の文脈は、概して他の地域の皮影戯やその他の伝統芸能

と大差ない。旧時、上演の報酬に農作物を物納していたことは、

山西・陝西など北方の皮影戯でも広く見いだせる現象である。

1-3	 海寧皮影戯の歴史

1-3-1 形成と沿革

海寧皮影戯の起源について、確固たる資料はないが、南宋

の都となった臨安で皮影戯が上演されていたことは『都城紀

勝』・『夢梁録』に記載があるため、先行論のほとんどが宋の南

渡によって皮影戯が伝播したとしている。

なかでも「海寧皮影与塩曲」は、以下のように述べる。

多くの宋皇室に従って南渡した移民の中に、一群の

河南睢陽（今の商丘）地区の芸人がおり、こちらに到着

した後に京城臨安近郊の塩官県（今の海寧市）に散らばっ

[21]	『海寧皮影戯（図文版）』

[22]	「海寧皮影戯与塩曲」

[23]	「海寧皮影戯的伝入継承発展
和創新」

[24]	『海寧皮影戯（図文版）』
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た。	[25]

河南睢陽など具体的地名が挙げられているものの、その典拠

は挙げられておらず、にわかには信じがたい。

皮影戯は宋の南渡期には既に開封にとどまらず、小規模な地

方都市でも上演されていたことがわかっているので [26]、江南

の一大商業都市であった杭州への皮影戯伝播は、むしろ北宋に

まで遡ると考えた方が自然である。

海寧皮影戯に関する確固たる資料としては、清の呉騫『拝経

楼詩話』[27]がもっとも古い。

影戯は、ある人は漢武帝の李夫人の事を模倣したもの

だと言っている。我が州の長安鎮ではこの劇が盛んで

ある。査岐昌の『古塩官曲』に次のような詩が見える。

「つややかに語る長安のよろしき子弟、衣をいぶして高

らかに歌うは弋陽腔」。おそらく（人形は）はみな皮革に

描いて作られているため、いぶすことによって虫をよけ

るのであろう。（巻三）	[28]

査岐昌も海寧の人である。詩の全文は以下の通り。

新年の影戯が灯火を集め、

鐘太鼓が村むらで夜の窓を賑わせている。

つややかに語る長安鎮のよろしき子弟、

衣をいぶして高らかに歌うは弋陽腔。	[29]

呉騫は海寧の人で蔵書家として知られ、嘉慶年間に 81歳で

没している。

また、清の光緒年間に閥閲門第での皮影戯上演が禁止された

との説がある。例えば、「海寧皮影戯的伝入継承発展和創新」

[26]	 拙論「宋代影戯とその特色」
（平成 17 ～ 19 年度科学研究費補

助金（基盤研究 (B)、研究代表者：

氷上正）「近現代華北地域にお
ける伝統芸能文化の総合的研
究」研究報告書、2008.3）
参照。

[27]	『新編叢書集成』所収本。

[28]	 影戲或謂昉漢武時李夫人事，

吾州長安鎮多此戲。查巖門歧

昌《古鹽官曲》：「艷說長安佳

子弟，熏衣高唱弋陽腔。」蓋

緣繪革為之，熏以辟蠹也。

[29]	 新年影戲聚星缸，金鼓村村鬧
夜窗。艷說長安佳子弟，薰衣
高唱弋陽腔。

[25]	 在众多的随宋室南渡移民中，

有一批河南睢阳（今商丘）地

区的艺人，到这里后散居在京

城临安近郊的盐官县（即今海

宁市）。
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は以下のように述べる。

当時、高官や貴人、郷紳・金持ちの冠婚葬祭に奉仕し

ており、非常に栄えていた。しかし、清の光緒年間に

なって、理由はわからないが、朝廷は「閥門での上演を

禁ずる」ことを命じた。これより芸人は民間に流入した。

やがて、農村の庶民に愛され、ふたたび繁栄へと向かっ

た。[30]

『嘉興市志』[31]も同様の説を載せる（pp.1819）が、いずれ

にせよこの説の典拠は見られない。考えるに、これは、北方の

皮影戯に見える、白蓮教の乱で皮影戯が取り締まられたとの説

を、よく確認しないままに海寧皮影戯史の記述に取り入れたも

のではなかろうか。

そもそも、前掲『古塩官曲』では「村村」と明記しており、

また『拝経楼詩話』も「長安鎮」で盛んであるとしている。こ

こから、乾隆・嘉慶の頃には既に皮影戯は郷村の習俗として認

知されていた事が知られるのであり、清末以降、初めて農村で

盛んになったという説は、そもそも成立し得ない。戯曲史の常

識からして、江南の富戸であれば堂会には人戯を用いたであろ

うし、家班を蓄えるものもあったことだろう。

1-3-2 海塩腔遺音説

また、海寧皮影戯の長腔には、海塩腔の遺音が含まれるとの

説がある。これは『中国戯曲曲芸詞典』[32]の「海塩腔」の項

に見える。

現在の海寧皮影戯で歌われる「専腔」を、ある人は海

塩腔の成分を未だに保存しているとしている。	[33]

しかし、この「ある人が」という書き方は、辞書の項目とし

[30]	 当时服务于达官贵人或乡绅富

户的婚丧喜庆，盛极一时。但

到了清光绪年间，不知何故，

朝廷下谕“禁在阀门演出”。

从此艺人流入民间。久之，便

为乡间百姓喜爱，复趋繁荣。

[31]	 中国書籍出版社、1997。

[32]	 上海辞書出版社出版社、
1981。

[33]	 现海宁皮影戏所唱的“专腔”，

有人认为还保存了海盐腔的成

分。
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てはいささか不自然であり、いかにも特定の個人だけが主張し

ており、広く賛同が得られている説ではないが無視もできない、

と思わせるような書きぶりである。

筆者は、海塩腔遺音説の蓋然性は低いと考える。前に正本戯

の曲牌について見たが、曲牌は場面ごとに選ばれて使われてお

り、曲牌聯套体をなしていなかった。つまり、海寧皮影戯はそ

もそも南曲の声律を厳密に受け継いではいない。また、『海寧

皮影戯（図文版）』が載せる海寧皮影戯の演目を見るに、大半が

京劇などとも共通する、清代後期に流行した比較的新しい層の

物語であり、明の万暦以前の南戯を忠実に継承する演目は見ら

れない。皮影戯は一般に、現地で行われている人戯の音楽・レ

パートリーを取りこんで発展しているが、海寧皮影戯について

も同様であると考えるべきであろう。

2	 もうひとつの江南皮影戯

2-1	 浙江省安吉・安徽の皮影戯

旧時、江南地方で行われていた皮影戯は、海寧皮影戯に留ま

らない。浙江省では、太湖の南岸一帯、嘉興市の西隣にあたる

湖州市の安吉県にも皮影戯が存在していた。

『安吉県志』[34]

皮影戯　外地から伝播した。解放前および解放初期

に、県境北部と西部の安徽省と隣接する一帯で行われ

た。内容は、神話・歴史物語が主である。廟会・新春な

どの時節に、村民が資金を出し合って上演に招請する。

（pp.501）[35]

「解放前および解放初期に」行われていた、という書き方を

するところからして、現在は既に滅びているのであろう。また、

同地の皮影戯は「外地から伝播した」ものであるからには、古

くから地域で継承されてきたものではない。竹の町として知ら

[34]	 浙江人民出版社、1994。

[35]	 皮影戏　由外地传入。解放前

及解放初期，流行于县境北部

与西部邻皖省一带。内容以神

话历史故事为主。与庙会、新

春时节，由村民集资请来演出。
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れ、その竹林が映画『グリーン・デスティニー』のロケにも使

われた安吉県は、浙江省の西北隅に位置しており、杭嘉湖平原

から西へ莫干山を超えた所の盆地で、安徽省と境を接する一方、

海寧とは直線距離にして 100km 以上の隔たりがある。「安徽

省と隣接する一帯で行われた」からには、ここで言う「外地」

は、距離・地勢上隔たりのある海寧ではなく、境を接する安徽

省であると読める。

事実、安吉県と境を接する安徽省南東部の宣城市宣城県・郎

渓県・広徳県一帯では、広く皮影戯が行われていた。以下、新

編地方志の記述を列挙する。

『宣城県志』[36]

清末以来、県内に流行した劇種に以下のものがある。

……皮影戯。（pp.635）[37]

60 年代初め、県内のいくつかのプロ芸能団体が統廃

合され、メンバーも転職した。多くの芸能に従事してい

た芸人が、公社や生産隊、親友の援助に頼って生活し

た。あるものは生計に迫られ、春節や節句に四五人が集

まって、連絡を取り合って芸能活動を行い、生活の足し

にした。文革時期には、彼らは「闇芸人・闇劇団・闇上

演」のレッテルを貼られて、追及・取締された。中国共

産党第 11回三中全会以後、県文化局は調査研究を通じ

て、1989 年 6月から三ヶ月の時間を費やして、全県に

散り散りとなった 150 人余りの民間芸人に対して、一

斉調査・登録・審査・「民間芸人証」の発給を行い、各

種ルール・制度を制定した。その結果、周王・五星・建

国の三つの皖南花鼓劇団、黄渡越劇団、五つの皮影戯

の “ 担子 ”、六つの雑伎・手品上演グループが明らかに

なった。それらは県内の農村のみならず、県や省を出て

の巡回公演も行っていた。……1985 年以降、農村への

テレビの普及に伴い、民間劇団とその他の芸術上演団体

[36]	 方志出版社、1996。
[37]	 自晚清以来，境内先后流行的

剧种有：……皮影戏（pp.635）

[38]	 60 年代初，县内一些职业文

艺团体被精简，人员改从他业，

许多以从艺为生的艺人，生活

依赖社、队和亲友接济。有的

迫于生计，逢年过节三五一

伙，串连行艺，贴补生活。

“文革”时期，被扣上“黑艺

人、黑剧团、演黑戏”的帽

子，受到追查、取缔。中共

十一届三中全会以后，县文化

局经过调查研究，于 1989 年

6 月开始，用了近三个月的时

间，将流散在全县的 150 多名

民间艺人进行普查、登记、考

核，发放“民间艺人证”，制

定各种规章制度，足见其周

王、五星、建国 3个皖南花鼓

戏团，1 个黄渡越剧团，5 个

皮影戏的“担子”，6 个杂技

魔术演出小组。不仅在境内农

村演出，还出省出县巡回演出。

……1985 年以后，随着农村

电视的普及，民间剧团和其它

艺术表演团体的活动减趋低落，

有的时演时停、有的自行解散，

不少演职员转入本地乡镇企业

工作。
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の活動は次第に落ち込んでいき、上演したり活動停止し

たりといったものもあれば、自ら解散するものもあり、

多くの俳優・職員は現地の郷鎮企業に転入して仕事する

ようになった。（pp.637）	[38]

『郎渓県志』[39]

郎渓の皮影戯は、“ 湖北影子 ” と呼ばれている。民国

22（1933）年より前に、県内の南豊郷に出現した。老芸

人の楊春発（広徳の人）が、弟子に伝授したものである。

この種の皮影戯は、三～五人で劇団を組み演ずることが

できる。上演時には四本の竹竿で、一枚の長さ 2メー

トル、幅 1メートルの白い布（影幕）を支え、他に一枚

の戸板で支えて舞台裏を作り、影絵人形と道具を置く。

影絵人形の各種人物は、牛・羊革で作られ、彩色を施し、

上演時には光線の反射を利用して影絵人形を影幕の背後

から現し、正面から見ると生けるが如きである。

うたわれる曲調は、他の皮影戯と異なり、曲調は京

劇・徽劇の劇団に起源するもので、節回しは高らかかつ

ゆったりとして、常に京胡・京二胡・笛子・チャルメラ

と打楽器の伴奏が付く。聞いてみると、京劇のようで京

劇でなく、独自の味わいがある。上演される出し物は、

大半が『五虎平西』・『五虎平南』・『西遊記』・『三盆奇

花』・『封神榜』・『秦香蓮』などの続きものである。

発掘と整理が行われなかったことから、郎渓皮影戯は

既に跡形もなく消え去っている。（pp.799）[40]

『広徳県志』[41]

県皮影戯劇団　　その前身は 1956 年に成立した広徳県

芸明皮影劇団であり、城関鎮の指導下に置かれ、歩合

制を実施した。1963 年、集団所有制に改められ、県の

[39]	 方志出版社、1998。

[40]	 朗溪的皮影戏，人称“湖北影

子”。民国 22 年（1933 年）前，

出现在县内南丰乡。由老艺

人杨春发（广德人），带徒传艺。

这种影子戏三五人为一班即能

表演。表演时用 4根竹竿，撑

起 1幅长 2米、宽 1米的白布

（即影幕），另用一块门板支持

作后台，放影子和道具。影子

的各种人物造型，借用牛羊皮

制作，施以彩绘，表演时利用

光线的反射显出影子于影幕的

背后，正面观赏栩栩如生。

　其演唱曲调与其它影戏不

同，曲调来源于京徽剧团，行

腔高亢悠扬，常与京胡、京二

胡、笛子、唢呐和打击乐伴

奏。听起来似京非京，别具韵

味，所唱剧目大多是《五虎平

西》、《五虎平南》、《西游记》、

《三盆奇花》、《封神榜》、《秦

香莲》等连台本戏。

　由于没有挖掘和整理。郎溪

影子戏已湮没无闻了。

[41]	 方志出版社，1996。
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文教科の指導下に置かれた。1966 年 6月、解散された。

1979 年 3月に復活した。まもなくまたも民間経営プロ

劇団に改組され、しばしば農村を巡回上演したが、後に

自主的に解散した。（pp.492）	[42]

清末、湖北・河南などの地域から移民が大量に流入し、

皖南花鼓戯と皮影戯が広徳の二つの主要劇種になった。

……皮影戯は本県に流行する主要な劇種の一つで、県内

に伝わって既に百余年の歴史がある。同劇種の音楽・節

回しは激昂・奔放で、率直・豪壮な人物の性格を表現す

るのに適している。皮影は処理された半透明の牛皮で制

作され、俳優がスクリーンの後ろで皮影を操作し物語を

歌う。演目は多くが演義小説や伝統故事に取材しており、

例えば『東周列国』・『三国演義』・『岳飛伝』などがある。

1956 年、広徳県芸明皮影劇団が成立してから、もとの

伝統演目に対して全面的な審理が行われ、上演の質が向

上した。1963 年同劇団は浙江海寧皮影劇団を訪ねて学

習し、童話劇・現代劇の制作・操作技術を基本的に習得

し、移植された『智取威虎山』・『敵後武工隊』・『半夜鶏

叫』などの現代劇をつぎつぎと上演し、観衆の好評を得

た。文化大革命が始まると、皮影は封建・ブルジョア・

修正主義の負の遺産と見なされて焼き払われ、劇団も解

散させられた。1979 年 3月、県皮影劇団は復活したが、

間もなく民営劇団に改組され、主に農村を巡回上演して

いる。（pp.495）	[43]

『寧国県志』[44]

皮影戯　「影戯」・「影灯戯」・「土影戯」とも呼ばれる。

灯火で獣皮あるいは厚紙で作った人物の人形を照射し、

物語を上演するもの。演目・唱腔は多く地方戯曲と相互

に影響し合っており、芸人の歌に音楽をあわせる。皮影

[42]	 县皮影戏剧团　　其前身为成

立于 1956 年的广德县艺明皮

影剧团，属城关镇领导，实行

“拆帐制”。1963 年，改为集

体所有制，属县文教科领导。

1966 年 6 月被撤销。1979 年 3

月恢复。不久又改为民办职业

剧团，多串乡演出，后自行解

散。

[43]	 清末，随着湖北、河南等地移

民的大量涌入，皖南花鼓戏和

皮影戏遂成为广德的两个主要

剧种。……

　皮影戏　是本县流行的主要

剧种之一，在县内流传已有百

余年的历史。该戏音乐唱腔激

昂奔放，宜于表现直率、豪爽

的人物性格。皮影是用经过处

理的半透明的牛皮制作而成，

由演员在幕后操作皮影演唱故

事。剧目多取材于历史演义

和传统故事，如《东周列国》、

《三国演义》、《岳飞传》等。

1956 年，广德县艺明皮影剧

团成立后，对原传统剧目进行

全面审理，演出质量有了提高。

1963 年该团前往浙江海宁皮

影剧团学习，基本上掌握了童

话剧、现代戏的制作和操作技

术。陆续上演移植的《智取威

虎山》、《敌后武工队》、《半夜

鸡叫》等现代剧目，获得观

众好评。“文化大革命”开始，

“皮影”被视作“封资修”黑

贷，付之一炬，剧团也被撤销。

1979 年 3 月，县皮影剧团恢复，

不久便改为民办剧团，主要在

农村巡回演出。

[44]	 三聯書店，1997。
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戯は北宋時代に既に演じられており、流行地域・曲調と

人形の材料の違いにより多くの劇種が形成された。安徽

南部で流行しているのは大小二種で、小影は京徽調を歌

い、大影は民間の小調や花鼓戯を歌い、演じながら歌い、

時に幇腔も使われる。寧国県で流行する皮影戯は、多く

が大影に属する。

芸人・徐雲清によれば、清の咸豊年間（1851 ～

1861）の兵乱の後、寧国の人口は激減し移民が大量に流

入した。湖北移民の中の黄・杜二人の皮影戯芸人が、県

内で皮影戯を伝授し、徐雲清はその五代目の弟子である。

当時はただ「求神還願」のためにしか上演されず、観客

も多くなく、あまり広まっていなかった。ただ、虹竜の

成亮・徐雲清、城関の陳正義、東岸の何顔青、港口の呉

秀権、姚高の李志清など 10人しか従事していなかった。

解放後、その多くは跡形もなくなってしまい、ただ、徐

雲清・陳正義の二人だけが、県・鎮政府の批准を経て、

河瀝渓鎮皮影戯演出隊を組織した。劇団員は 4～ 5人

で、農閑期に宣城・郎渓・広徳・寧国など 4県の農村

で上演したが、1981 年に活動を停止した。皮影戯の主

な伝統演目には、『三打祝家寨』・『唐明皇遊月宮』・『五

虎平南』・『朱洪武起義』などがある。（pp.689）[45]

これらの地域は、いずれも地区級市である宣城市に属する一

体性を持った地域であり、かつ、上記の資料中でも、広徳の

皮影芸人が郎渓に皮影戯を伝え（『郎渓県志』）、寧国の劇団が宣

城・郎渓・広徳でも上演したとされる（『寧国県志』）など、同じ

系統の皮影戯が流行していたことが推測される。また、同地域

の皮影劇団は省外にまで足を伸ばすことがあった（『宣城県志』）

とされるから、浙江省安吉県で行われていたのもこの皮影戯で

あったことになる。以下これを、皖南皮影戯と呼ぶことにする。

[45]	 皮影戏　也叫“影戏”、“影灯

戏”、“土影戏”。用灯光照射

兽皮或纸板作成的人物剪影以

表演故事情节。剧目、唱腔多

与地方戏曲相互影响，由艺人

一边演唱，并配以音乐。皮影

戏在北宋时已有演出，由于流

行地区、演唱曲调和剪影材料

的不同而形成许多剧种。在皖

南流行的有大小两种，小影唱

京徽调，大影唱民间小调或花

鼓戏，边演边唱，时有帮腔。

在宁国县流行的皮影戏多属大

影。

　据艺人徐云清介绍：清咸丰

（1851 ～ 1861）兵乱后，宁国县

人口大减，移民大量涌入。湖

北移民中黄、杜两位皮影戏艺

人，在县内传授皮影戏，徐云

清是其五代弟子。当时仅为

“求神还原”演出，每场观众

不多，流传不广，只有虹龙徐

成亮、徐云清，城关陈正义，

东岸何颜青，港口吴秀权，姚

高李志清等 10 人从业。解放

后大都消声匿迹，唯徐云清、

陈正义两人，经县、镇政府批

准成立河沥溪镇皮影戏演出

队，成员 4～ 5 人，农闲在宣

城、郎溪、广德、宁国 4县农

村演出，1981 年停演。皮影

戏传统节目主要有《三打祝家

寨》、《唐明皇游月宫》、《五虎

平南》、《朱洪武起义》等。



	  	 81	  	 81

従来の皮影戯研究で、皖南皮影戯に

言及したものは見あたらない。中華人

民共和国成立後、調査や全国匯演など

を通じて、全国の伝統芸能の状況が明

らかにされているが、そうした成果を

反映したと思われる「対全国皮影戯初

歩統計」[46]でも、安徽に皮影戯が存

在することには言及していない。おそ

らく何らかの理由で統計調査から漏れ

たため、学界から存在を認知されるこ 皖南皮影戯影人（寧国）
（「皖南皮影，正在消失的舞台風景」）

仙桃皮影戯影人
（『民間美術』湖北美術出版社、1999）

とが無かったのであろう。

2-2	 皖南皮影戯の特色

以上の新編地方志の簡略な記述から、皖南皮影戯の特色を分

析してみよう。

まず注意すべきは、大影・小影の二種類があったという点で

ある（『寧国県志』）。この呼称は影人の大きさに基づくものと思

われるが、大影は「小調や花鼓戯」を歌い、小影は「京徽調」

すなわち皮黄を歌ったとされるように、全く異なる皮影劇種で

あったようだ。皖南皮影戯は湖北・河南の移民がもたらしたも

のであるとされるから、大影と小影はそれぞれ別の地域に起源

すると考えられよう。

新編地方志に皖南皮影戯の影人の画像は見られないが、最近

の新聞記事に写真を掲載するものがあり、ネット上で閲覧する

ことができる。寧国の大影については、「皖南皮影，正在消失

的舞台風景」[47]に写真が掲載されるが、影人の大きさ、丸み

を帯びた造形、比較的粗い彫刻、および影人の胴体を操作する

棒「命棍」を首の後ろに付ける点など、湖北の仙桃皮影戯に酷

似している。

一方、「打開文化的窓」[48]には宣州区（すなわち宣城）の皮影

戯の写真が掲載されるが、サイズは寧国のものより明らかに小

[46]	『戯劇論叢』第一輯、1957。

[47]	 中安在線
　　（http : //cu l . anhu inews . com/

system/2008/08/18/002093288.

shtml）

[48]	 http://news.newsxc.com/sdjj
1/200901/200901061019
57_23760.shtml
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振りで、しかも頭を彫刻せず

に彩色する「実臉」である。

実臉の皮影戯としては、海寧

皮影戯と河南桐柏皮影戯が知

られるが、鼻や口を際立たせ

ない造形は、桐柏皮影戯に酷

似する。

高順艶「太平天国戦争後的

広徳県移民」[49]には以下の

ように見える。

[49]	『安慶師範大学学報（社会科学
版）』第 23巻第 1期、2004。

同治年間、河南羅山県の皮影戯芸人である張雁斌・汪

金生らが、広徳の河南移民地区で皮影戯上演で生活して

いた。同劇種の芸術的特色は、唱腔が雄大・奔放で、人

物の性格的特色の表現に富んでおり、内容は “ 封神戯 ”

が主体で、しばしば豊作祈願や厄除けに用いられ、次第

に広徳の人々に好まれるようになっていった。後に、光

山県の皮影芸人である余雁堂・肖軒元らが相次いで広徳

に移住してきて、現地土着の人が師に仰いで芸を学ぶよ

うになり、皮影戯の伝播する範囲をさらに広げた。河南

皮影戯と比べて、湖北皮影戯はいささか見劣りし、自ら

の唱腔が無く、歌われる内容も比較的狭く、影響を及ぼ

した範囲も相対的に狭い。（pp.50）[50]

いかなる資料に基づくのかが明記されていないのが気になる

が、記述は相当の具体性を持っている。これによれば、羅山

県・光山県に由来する皮影戯、すなわち現在の河南省信陽市の

桐柏皮影戯と、湖北系の皮影戯が皖南には存在していた。前者

がすなわち小影で、後者が大影であると考えられよう。

しかし、河南皮影戯は皮黄を歌わないし、仙桃皮影戯も花鼓

戯を歌わない。ところで、現在同地域で演じられている皖南花

皖南皮影戯影人（宣州）
（「打開文化的窓」）

桐柏皮影戯影人
（『中国民間美術全集』山東教育出版社・山東

友誼出版社、1995）
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鼓戯は、湖北東路花鼓調と河南曲子それと現地の民謡が融合し、

説唱芸能・小戯そして人が上演する演劇へと発展したものだと

される [51]。また、清末民初には、全国的な流行を見せていた

京劇も、当然のことながら伝播していた。ともなれば、皖南皮

影戯大影・小影の曲調は、本来の湖北・河南の曲調を保ってい

るわけではなく、同地域に形成・流行した人戯劇種の影響を受

けているものと考えられよう。

上演に要する人数は、5人以内であるとされる（『宣城県志』・

『郎渓県志』・『寧国県志』）。海寧皮影戯の「五人忙」という言い

方を彷彿させる。

中国の皮影戯は大半の地域で歴史ものと神怪ものをレパート

リーの中心にするが、皖南皮影戯もその例に漏れない。演じら

れる歴史物語は、『五虎平西・平南』・『朱洪武起義』といった、

清代の比較的新しい層に属するものが目立っている。

ところで、新編地方志の記述からは、皖南皮影戯の劇団が

1990 年代には絶滅状態にあったことが窺えるが、しかし前掲

のニュース記事から見るに、現在は複数の劇団・芸人が活動し

ているようである。これは非物質文化遺産ブームを受けて、地

方政府がてこ入れした結果であろうが、いずれにせよ、老芸人

への詳細なインタビューを実施して、皖南皮影戯の歴史と実態

を記録することが急務である。

おわりに

新編地方志によれば、皖南皮影戯は、湖北・河南などの移民

がもたらしたものであるという。移民が生じた原因となったの

は、「咸豊年間の兵乱」（『寧国県志』）、すなわち太平天国の乱で

ある。太平天国は広西に発祥するが、1853 年に南京を攻略し

て首都を置き、以来 1864 年の南京陥落まで、前後 11年に及

んで清王朝と激戦を繰り広げる。その主戦場となった南京周辺

の江蘇・安徽などでは、荒廃が進み人口が激減している。

[50]	 同治年间，河南罗山县皮影戏

艺人张雁斌、汪金生等人在广

德河南移民区靠表演皮影戏过

活。该剧种的艺术特点是唱腔

宏大奔放，富于表现人物的性

格特征，内容以“封神戏”为

主，常用来祈求丰年，消灾袪

祸，逐渐受到广德人民的喜

爱。后来，光山县皮影艺人余

雁堂、肖轩元等人也先后迁至

广德，当地土着开始向其拜师

学艺，进一步扩大了皮影戏的

流传范围。与河南皮影戏相比，

湖北皮影戏则稍显逊色，无自

己的唱腔，演唱内容也较狭窄，

影响范围相对来说较小。

[51]	『中国戯曲劇種手冊』（中国戯
劇出版社、1996）pp.364
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皖南一帯の人口も、太平天国の乱を通じて大幅に減少してお

り、例えば広徳県では、1855 年に 310,994 人であった人口

が、1865 年にはわずか 6,328 人になっている [52]。浙江省に

ついても、とりわけ杭州・湖州の被害が甚大で、安吉では人口

損耗率が 96%との推計がある [53]。しかし、太平天国後の復興

の結果、各地の人口は急速に回復している。例えば広徳の人口

は、1880 年には 129,548 人となっている。それは外地から

の移民受け入れの結果であり、清末、広徳土着の住民は全体の

二割を下回っている。こうした状況は寧国・宣城など皖南一帯、

そして浙江省湖州などでも変わらない。そうした移民の供給源

となったのが、太平天国による人口の損耗が比較的軽微であっ

た、周辺地域、湖北・河南である。

中国文化史上において、戦乱・災害などを契機とする移民の

発生は、地域文化の伝播と交流に大きな作用を果たしてきたが、

それは太平天国でも同様であった。江南文化の中心が蘇州から

上海に移ったことは夙に知られているが、前掲「太平天国戦争

後的広徳県移民」によれば、白花菜（風蝶草）・ニンジン・空心

菜・甘薯などの作物が河南・湖北移民によって皖南にもたらさ

れるなど、食文化も大きく変化している。皖南皮影戯もそうし

た文化伝播の典型的な一例であると言える。

一方、海寧皮影戯が流行する嘉興府における太平天国の被害

も決して小さくはなく、人口損耗率は 70% 前後に上っている。

それでも、損耗率が 90% を上回る皖南・湖州などの地域に比

べれば、文字通り桁が一つ違っており、外地からの移民受け入

れもさほど多くはなかった。それゆえに、皮影戯など、乾隆・

嘉慶以来の地域の伝統文化を保持することができたのであろう。

こうしてみると、太平天国は浙江を含む江南の文化的地図を書

き換える、大きな契機であったことが改めて確認される。

また、『中国移民史』では、太平天国後の江南について、次

のようにも述べる。

[52]	『中国人口史』第五巻（復旦大
学出版社、2001）pp.493、『中
国移民史』第六巻（福建人民出
版社、1997）pp.455

[53]	『中国人口史』第五巻 pp.476
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蘇州・嘉興などの府の例はまた、戦前の人口が既にし

て過剰であり、かつ大規模に移民を受け入れなかった地

域では、戦後の人口増加速度が戦前とほぼ同じであり、

補償的な急激な増加が見られなかったことを示している。

人口の減少は一人あたりが占有する資源の増加を意味し、

そのため、多くの地域で、戦後の人々の生活は明らかに

戦前よりも向上した。（pp.470）[54]

そうであるならば、海寧皮影戯や皖南皮影戯が清末から民国

時期にかけて最盛期を迎えたのは、人口圧力の低下による生活

の向上によって、農民に個人で皮影戯の上演を招請できるだけ

の余力が生まれたことに一因があるとの推論が成り立つ。

清末から民国時期にかけての皮影戯の隆盛は、全国各地に共

通して見られた現象だが、その理由は従来必ずしも明らかに

なっていなかった。海寧皮影戯や皖南皮影戯の事例は、各地の

皮影戯が同時的に隆盛した背景に、戦乱・移民といった地域の

枠を超えたマクロな社会・経済環境の変化が存在することを示

唆しており、皮影戯研究に新たな視座を提供するものであると

言えよう。

以上、文献資料の整理・検討を通じて、海寧皮影戯と皖南皮

影戯の姿を明らかにしてきた。各地の皮影戯の実像をある程度

明らかにし得たと思われるが、一方で、芸能としての皮影戯の

実態や、その社会経済史的背景など、新たな課題も多々浮上し

ている。その解明については、フィールドワークを含めた今後

の調査・研究に期したいと思う。

[54]	 苏州、嘉兴等府的例子还表明，

在一些战前人口即已过剩且又

未大规模接纳移民的地区，战

后人口的增长速度与战前大致

相同，并未出现补偿性的高速

增长。人口的减少意味着人均

占有资源的增加，所以，许多

地区，战后的人民生活明显要

好于战前。
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中文提要

柳亞子與《春航集》	 藤野　真子

柳亞子為海上名旦馮子和輯《春航集》（1913），力捧其藝，雖受馮叔鸞、南社部分社員等

批評，堅持贊揚子和的態度。《春航集》之中〈劇史〉（《血淚碑》本事）、〈劇評〉（由柳亞子、胡寄

塵等寫的劇評劇談）、〈雜纂〉（其他文人所寫的有關馮子和之文章）等各章，資料性較高，可說早期上

海舞臺的珍貴紀錄。而柳亞子當作當時的第一‘粉絲’。

圍繞大正年間京劇赴日演出的日本知識分子網絡

　―精通跨文化／自文化之藝術文化翻譯者的貢獻	 仲　萬美子

作為東亞民族藝術，中國京劇在日本大正年間，由梅蘭芳實現赴日演出。本文探討其在接

受方國家所起的反應。并以 1）東京朝日新聞等報道；2）大島友尚《品梅記》所載青木正兒

與濱田耕作之劇評；3）村田烏江《支那劇與梅蘭芳》等為焦點，檢討藝術文化翻譯者的作用，

包括其所反映的藝術文化之間的差異。

海寧皮影戲之蠶神儀式―以《馬鳴王》為主	 山下　一夫

浙江省嘉興市的海寧皮影戲有一種獨特的習俗：「蠶戲」，即當地蠶戶請皮影班子祈求蠶繭

豐收的演出活動。本文對蠶戲必演之劇目《馬鳴王》進行探討，結出以下兩點：劇本內容表面

上呈現「世俗化」，但其開頭之影偶被蠶神附體等內容，還保留著其宗教性質；而其唱詞借當

地蠶歌《馬鳴王》而成。

江南皮影戲初探	 千田　大介

中國皮影戲，起源於宋都開封，舊時盛行於全國各地。本文對現存的江南皮影戲－浙江

海寧皮影戲與皖南皮影戲，通過論文、報告以及新編地方志等文獻資料的搜集和檢討，闡明其

流行地區、藝術特徵和來龍去脈，以奠下江南皮影戲研究之基礎。
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中国都市芸能研究会 2007 年度活動記録

2007	年 4	月 8	日

2007 年度春期関東打合会

ところ：早稲田大学西早稲田キャンパス 8号館

501 号室

内容：本年度研究予定等に関する打ち合わせ

2007	年 5	月 3	日～	5	月 5	日

2007 年度春季大会

ところ：蓼科山荘

内容：「一宣巻芸人の活動からみる江南農村と民

間信仰―『生意表』に基づく分析―（佐藤）、

「李十三概説」（千田）

2007 年 7	月 15 日

華北プロジェクト夏期現地調査打合会（科研費特定領域

東アジアの海域交流と日本伝統文化の形成―寧波を焦点とする学

際的創生：民俗信仰班 2007 年度第 1 回研究例会、と共催）

ところ：慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎中国

語共同研究室

内容：夏期現地調査準備「浙江北部皮影戯事前調

査」（千田）、「陝西千陽皮影戯事前調査」（山

下）、「山東東嶽大帝信仰・台湾華光廟事前

調査」（二階堂）

2007	年 8	月

華北プロジェクト夏期現地調査

2007	年 8	月 21	日～	9	月 4	日

内容：陝西皮影戯調査

参加者：氷上・千田・山下・川・戸部

2007 年 12 月 16 日

2007 年度冬季大会および科研費研究「近現代華北地

域における伝統芸能文化の総合的研究」合同研究集会

ところ：慶應義塾大学来往舎小会議室

内容：「1940 年代の周信芳評価」（藤野）、「陝西

省南部における道情皮影の伝播」（山下）


